
順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 秋田　理沙 3 金沢大学 石川 12.02 ±0.0 北信越CH 五福公園 2017/10/21
2 新澤　梨乃 3 新潟医療福祉大学 新潟 12.16 +1.7 新潟県選手権 新潟市 2017/7/15
3 武部　真央 4 金沢星稜大学 石川 12.17 +1.9 金沢星稜大競技会 学校法人稲置学園 2017/6/4
4 高橋　奈弓 3 富山大学 富山 12.27 0.6 長野県選手権 松本平広域公園 2017/7/9
5 金田　華実 2 富山大学 長野 12.33 0.7 長野県選手権 松本平広域公園 2017/7/9
6 椎谷　佳奈子 3 新潟医療福祉大学 新潟 12.50 +0.8 新潟県選手権 新潟市 2017/7/15
6 小林　れいな 1 新潟医療福祉大学 新潟 12.50 +1.3 北信越CH 五福公園 2017/10/21
8 土田　和 1 金沢星稜大学 石川 12.58 +1.0 日本学生個人 平塚 2017/6/10
9 榊原　南実 M1 信州大学 長野 12.65 +1.3 北信越CH 五福公園 2017/10/21
10 表　遥香 4 金沢星稜大学 石川 12.72 -2.4 国体予選石川 西部緑地公園 2017/7/16

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 秋田　理沙 3 金沢大学 石川 24.51 +0.3 国公立26大学対校 県営あづま 2017/9/16
2 武部　真央 4 金沢星稜大学 石川 25.14 -0.4 北信越IC 福井県営 2017/5/14
2 椎谷　佳奈子 3 新潟医療福祉大学 新潟 25.14 +1.0 北陸選手権 富山総合 2017/8/26
4 高橋　奈弓 3 富山大学 富山 25.46 1.8 富山カップ 富山総合 2017/5/4
5 金田　華実 2 富山大学 長野 25.61 0.8 長野県選手権 松本平広域公園 2017/7/8
6 新澤　梨乃 3 新潟医療福祉大学 新潟 25.67 +2.0 下越選手権 胎内市総合 2017/5/4
7 大沼　桃香 1 新潟医療福祉大学 新潟 25.72 +1.7 北陸選手権 富山総合 2017/8/26
8 坂井　円 3 新潟医療福祉大学 新潟 26.12 +2.0 下越選手権 胎内市総合 2017/5/4
9 榊原　南実 M1 信州大学 長野 26.32 +0.1 安曇野記録会 松本平広域公園 2017/8/12
10 浅香　万由子 4 金沢大学 新潟 26.35 ±0.0 石川県選手権 西部緑地公園 2017/5/5

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 大沼　桃香 1 新潟医療福祉大学 新潟 57.27 北信越CH 五福公園 2017/10/21
2 若松　涼 1 新潟医療福祉大学 山形 57.68 山形県選手権 NDソフトスタジアム 2017/7/8
3 佐藤　那南 3 新潟医療福祉大学 新潟 58.43 北日本IC 県営あづま 2017/7/1
4 浅香　万由子 4 金沢大学 新潟 58.88 北信越IC 福井県営 2017/5/13
5 中島　智子 3 金沢星稜大学 石川 59.10 国体予選石川 西部緑地公園 2017/7/17
6 坂井　円 3 新潟医療福祉大学 新潟 59.40 下越選手権 胎内市総合 2017/5/3
7 田中　友海 4 新潟医療福祉大学 新潟 59.61 NSSUオープン記録会 日体大健志台 2017/8/5
8 山岸　佳奈 2 新潟医療福祉大学 新潟 61.00 新潟県秋季トラック記録会 デンカビッグスワンスタジアム 2017/10/7
9 宇埜　史歩理 2 富山大学 富山 61.25 富山県民体育大会 富山総合 2017/8/5
10 佐藤　ちはる 4 新潟大学 栃木 62.15 北信越IC 福井県営 2017/5/13

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 佐藤　那南 3 新潟医療福祉大学 新潟 2:15.48 北陸選手権 富山総合 2017/8/26
2 小合　沙季 3 新潟医療福祉大学 長野 2:16.25 北日本IC 県営あづま 2017/7/3
3 田中　友海 4 新潟医療福祉大学 新潟 2:19.95 新潟県選手権 新潟市 2017/7/15
4 森　有希奈 4 富山高等専門学校 富山 2:23.25 富山県選手権 富山総合 2017/7/15
5 谷口　美咲 3 金沢大学 石川 2:27.94 北日本IC 県営あづま 2017/7/2
6 三原　瑞佳 2 新潟医療福祉大学 新潟 2:28.06 北信越IC 福井県営 2017/5/13
7 竹内　夕佳 2 新潟大学 新潟 2:28.93 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/16
8 藤本　菜緒 2 新潟大学 福井 2:30.05 北信越IC 福井県営 2017/5/14
9 小林　美帆 2 富山大学 富山 2:31.29 富山カップ 富山総合 2017/5/4
10 槇田　美緒 3 富山大学 富山 2:32.79 富山県選手権 富山総合 2017/7/15
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順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 佐々木　美希 4 新潟医療福祉大学 新潟 4:43.02 北信越IC 福井県営 2017/5/13
2 小合　沙季 3 新潟医療福祉大学 長野 4:46.19 長野県選手権 松本平広域公園 2017/7/9
3 秋山　景 3 新潟医療福祉大学 新潟 4:51.45 北日本IC 県営あづま 2017/7/1
4 宮島　志保美 4 信州大学 長野 4:55.36 信州大・名古屋大対校 長野市営 2017/5/4
5 鎌田　有希子 3 新潟大学 秋田 4:55.86 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/15
6 小嶋　沙季 3 富山大学 富山 5:00.99 北信越IC 五福公園 2017/10/21
7 竹内　夕佳 2 新潟大学 新潟 5:02.74 北信越CH 五福公園 2017/10/21
8 竹村　瑞香 1 新潟医療福祉大学 長野 5:04.89 下越選手権 胎内市総合 2017/5/3
9 山本　友美 4 上越教育大学 栃木 5:05.04 全国教育系大学 大井ふ頭 2017/8/5
10 小林　美帆 2 富山大学 富山 5:06.94 北信越IC 福井県営 2017/5/13

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山田　はな 4 金沢大学 石川 10:21.71 西日本医科学生 維新百年記念 2017/8/20
2 尾形　朋美 4 新潟医療福祉大学 宮城 10:43.34 下越選手権 胎内市総合 2017/5/4
3 今井　萌 1 新潟医療福祉大学 長野 10:43.37 下越選手権 胎内市総合 2017/5/4
4 鎌田　有希子 3 新潟大学 秋田 10:44.85 新潟市選手権 新潟市 2017/4/23
5 小嶋　沙季 3 富山大学 富山 10:50.04 富山カップ 富山総合 2017/5/3
6 内田　碧 3 金沢大学 石川 11:15.79 富山県中長距離記録会 五福公園 2017/11/25
7 宿野部　梨沙 2 新潟大学 北海道 12:31.52 新潟市選手権 新潟市 2017/4/23

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 佐々木　美希 4 新潟医療福祉大学 新潟 17:35.26 北信越IC 福井県営 2017/5/14
2 鎌田　有希子 3 新潟大学 秋田 17:42.13 日体大長距離 日体大健志台 2017/12/2
3 秋山　景 3 新潟医療福祉大学 新潟 17:48.73 日体大長距離 日体大健志台 2017/12/3
4 田村　理沙 2 新潟医療福祉大学 新潟 17:53.95 日体大長距離 日体大健志台 2017/9/23
5 山田　はな 4 金沢大学 石川 18:06.61 駅伝選考北信越 デンカビッグスワンスタジアム 2017/7/22
6 竹村　瑞香 1 新潟医療福祉大学 長野 18:22.69 日体大長距離 日体大健志台 2017/12/2
7 小嶋　沙季 3 富山大学 富山 18:26.12 駅伝選考北信越 デンカビッグスワンスタジアム 2017/7/22
8 尾形　朋美 4 新潟医療福祉大学 宮城 18:32.78 日体大長距離 日体大健志台 2017/9/23
9 今井　萌 1 新潟医療福祉大学 長野 18:36.07 北信越IC 福井県営 2017/5/14
10 嶋田　千里 2 新潟医療福祉大学 山形 18:36.11 日体大長距離 日体大健志台 2017/12/2

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山田　はな 4 金沢大学 石川 39:02.79 北信越IC 福井県営 2017/5/13
2 内田　碧 3 金沢大学 石川 40:12.33 北信越IC 福井県営 2017/5/13
3 板倉　知香 1 金沢星稜大学 石川 44:08.23 北信越IC 福井県営 2017/5/13

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 會津　萌実 1 新潟医療福祉大学 新潟 14.37 -1.5 新潟県選手権 新潟市 2017/7/16
2 今　桃子 1 富山大学 富山 14.42 1.5 北陸選手権 富山総合 2017/8/27
3 小林　れいな 1 新潟医療福祉大学 新潟 15.05 +0.3 北日本IC 県営あづま 2017/7/1
4 牧井　郁歩 3 上越教育大学 新潟 15.80 +0.4 北信越IC 福井県営 2017/5/13
5 渡邉　佑衣 3 福井大学 福井 16.14 ±0.0 北信越CH 五福公園 2017/10/21
6 米澤　芽衣 1 金沢学院大学 石川 16.18 ±0.0 北信越CH 五福公園 2017/10/21
7 川越　彩加 2 金沢星稜大学 石川 16.63 ±0.0 北信越CH 五福公園 2017/10/21
8 仲　美里 2 上越教育大学 新潟 17.46 +0.5 北信越CH 五福公園 2017/10/21
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9 栗空　亜沙美 2 信州大学 長野 17.82 -0.4 北信越CH 五福公園 2017/10/21
10 室伏　真奈 1 信州大学 長野 18.22 +0.4 安曇野記録会 松本平広域公園 2017/8/12

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山岸　佳奈 2 新潟医療福祉大学 新潟 63.15 新潟県選手権 新潟市 2017/7/15
2 宇埜　史歩理 2 富山大学 富山 64.01 北信越IC 福井県営 2017/5/14
3 塩崎　風音 4 金沢星稜大学 石川 66.66 北日本IC 県営あづま 2017/7/2
4 佐藤　有稀 2 新潟医療福祉大学 新潟 67.16 北日本IC 県営あづま 2017/7/2
5 小山　清夏 4 新潟大学 新潟 67.37 北信越IC 福井県営 2017/5/14
6 高野　雅子 4 信州大学 長野 67.38 北信越IC 福井県営 2017/5/14
7 牧井　郁歩 3 上越教育大学 新潟 69.15 北信越CH 五福公園 2017/10/22
8 駒　沙央里 1 金沢星稜大学 石川 69.26 北日本IC 県営あづま 2017/7/2
9 仲　美里 2 上越教育大学 新潟 73.70 北信越IC 福井県営 2017/5/14
10 竹内　美翔 1 信州大学 長野 76.61 長野県選手権 松本平広域公園 2017/7/8

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 小澤　さきは 2 金沢大学 兵庫 24:33.02 加賀市選手権 加賀市 2017/9/30
2 杉田　枝穂 1 小松短期大学 石川 26:30.22 石川県選手権 西部緑地公園 2017/5/6
3 青山　眞子 3 信州大学 長野 28:40.32 長野スプリング・トライアル 松本平広域公園 2017/4/9

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 小澤　さきは 2 金沢大学 兵庫 49:40.75 北信越IC 福井県営 2017/5/24
2 嶋田　千里 2 新潟医療福祉大学 山形 53:47.44 北信越IC 福井県営 2017/5/14
3 石崎　彩 3 金沢大学 石川 55:59.01 北信越IC 福井県営 2017/5/14
4 青山　眞子 3 信州大学 長野 58:02.16 北信越IC 福井県営 2017/5/14
5 杉田　枝穂 1 小松短期大学 石川 59:37.10 北信越CH 五福公園 2017/10/22

順位 大学名 記録 大会名 会場 期日
1 金沢星稜大学 47.85 日体大記録会 日体大健志台 2017/8/5
2 富山大学 48.42 富山県選手権 富山総合 2017/10/21
3 金沢大学 49.73 北信越IC 福井県営 2017/5/13
4 新潟大学 50.71 北信越IC 福井県営 2017/5/13
5 信州大学 52.04 長野市記録会 長野市営 2017/4/8
6 上越教育大学 52.81 全国教育系大学 大井ふ頭 2017/8/5
7 金沢学院大学 55.33 北信越CH 五福公園 2017/10/21

順位 大学名 記録 大会名 会場 期日
1 金沢星稜大学 3:55.37 北信越CH 県営あづま 2017/7/3
2 富山大学 4:00.89 富山県選手権 富山総合 2017/7/16
3 新潟大学 4:07.75 北信越IC 福井県営 2017/5/14
4 金沢大学 4:19.44 北信越IC 福井県営 2017/5/14
5 信州大学 4:21.50 北信越IC 福井県営 2017/5/14
6 上越教育大学 4:24.70 全国教育系大学 大井ふ頭 2017/8/5

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 平山　紗衣 3 新潟医療福祉大学 新潟 1.69 北信越IC 福井県営 2017/5/13
2 山我　杏寿実 3 新潟大学 長野 1.66 北信越IC 福井県営 2017/5/13
3 山田　佑香 2 金沢星稜大学 富山 1.62 富山カップ 富山総合 2017/5/3
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4 藤井　理沙 2 新潟医療福祉大学 新潟 1.60 新潟県選手権 新潟市 2017/7/17
5 道下　真由香 2 金沢大学 石川 1.45 北信越IC 福井県営 2017/5/13
6 渡邉　佑衣 3 福井大学 福井 1.44 西日本医科学生 維新百年記念 2017/8/20
7 山下　こころ 3 金沢大学 石川 1.40 北信越IC 福井県営 2017/5/13
8 中嶋　里奈 3 金沢学院大学 石川 1.35 北信越CH 五福公園 2017/10/21
9 北川　彩乃 3 金沢大学 石川 1.30 能登ジュニア選手権 七尾市城山 2017/11/11

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 畠山　樺純 1 新潟医療福祉大学 秋田 3.30 北信越IC 福井県営 2017/5/14
2 伊藤　詩音 2 新潟医療福祉大学 秋田 2.90 北信越IC 福井県営 2017/5/14

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 山口　彩夏　 3 新潟大学 群馬 5.75 +0.3 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/16
2 氏家　凪咲 2 新潟医療福祉大学 富山 5.55 ±0.0 富山県選手権 富山総合 2017/7/15
3 小林　れいな 1 新潟医療福祉大学 新潟 5.45 +1.9 新潟県選手権 新潟市 2017/7/16
4 榊原　南実 M1 信州大学 長野 5.44 +0.5 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/16
5 岡村　菜南 1 新潟医療福祉大学 新潟 5.40 +0.5 北信越IC 福井県営 2017/5/13
6 橋　侑利 2 石川県立大学 石川 5.28 +1.1 河北郡市記録会 うのけ総合 2017/10/21
7 中曽根　沙耶 4 信州大学 長野 5.21 +0.4 信州大・名古屋大対校 長野市営 2017/5/4
7 長澤　妙 1 信州大学 長野 5.21 +0.2 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/16
9 若林　唯 4 金沢大学 富山 5.12 +0.7 北信越IC 福井県営 2017/5/13
10 岡部　睦 2 金沢大学 石川 4.71 +0.9 北信越IC 福井県営 2017/5/13

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 山口　彩夏 3 新潟大学 群馬 11.87 +1.2 北信越IC 福井県営 2017/5/14
2 氏家　凪咲 2 新潟医療福祉大学 富山 11.15 ±0.0 北信越CH 五福公園 2017/10/21
3 栗空　亜沙美 2 信州大学 長野 11.06 +0.2 長野県選手権 松本平広域公園 2017/7/9
4 橋　侑利 2 石川県立大学 石川 10.82 +0.8 北信越CH 五福公園 2017/10/21
5 大島　涼香 1 信州大学 長野 9.55 +0.2 北信越CH 五福公園 2017/10/21
6 堀江　香音 1 福井工業大学 福井 9.20 +1.5 北信越CH 福井県営 2017/10/21

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 神田　千穂 1 新潟医療福祉大学 滋賀 12.12 北信越IC 福井県営 2017/5/14
2 中村　菜々子 4 金沢星稜大学 富山 11.31 富山県選手権 富山総合 2017/7/15
3 新津　まり菜 3 信州大学 長野 11.13 北信越IC 福井県営 2017/5/14
4 髙辻　紀乃 2 上越教育大学 石川 10.81 石川県選手権 西部緑地公園 2017/5/6
5 市川　瑞穂 4 新潟大学 群馬 10.42 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/17
6 柄澤　真野 4 信州大学 長野 9.52 信州大・名古屋大対校 長野市営 2017/5/4
7 二塚　咲来 4 富山高等専門学校 富山 8.59 北陸地区高専体育大会 西部緑地公園 2017/7/2
8 西堀　朱栄 2 上越教育大学 滋賀 6.02 全国教育系大学 大井ふ頭 2017/8/5

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 神田　千穂 1 新潟医療福祉大学 滋賀 42.04 日本学生個人 平塚 2017/6/11
2 中村　菜々子 4 金沢星稜大学 富山 37.13 北陸選手権 富山総合 2017/8/26
3 髙辻　紀乃 2 上越教育大学 石川 36.61 全国教育系大学 大井ふ頭 2017/8/5
4 吉田　知佳子 4 新潟大学 新潟 36.54 北日本IC 県営あづま 2017/7/1
5 柄澤　真野 4 信州大学 長野 35.54 北信越IC 福井県営 2017/5/13
6 市川　瑞穂 4 新潟大学 群馬 35.26 北日本IC 県営あづま 2017/7/1
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7 西堀　朱栄 2 上越教育大学 滋賀 25.67 北信越CH 五福公園 2017/10/21
8 井川　遥菜 1 信州大学 長野 23.60 北信越CH 五福公園 2017/10/21
9 森岡　奈穂 5 富山高等専門学校 富山 20.52 北陸地区高専体育大会 西部緑地公園 2017/7/2

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 益戸　郁実 2 新潟医療福祉大学 福島 31.61 NUHW記録会 新潟医療福祉大学 2017/9/16
2 髙辻　紀乃 2 上越教育大学 石川 31.57 全国教育系大学 大井ふ頭 2017/8/5
3 柄澤　真野 4 信州大学 長野 29.67 長野スプリング・トライアル 松本平広域公園 2017/4/9
4 渡邉　佑衣 3 福井大学 福井 21.08 北信越IC 五福公園 2017/5/13
5 新津　まり菜 3 信州大学 長野 20.11 北信越CH 五福公園 2017/10/21
6 井川　遥菜 1 信州大学 長野 18.01 北信越CH 五福公園 2017/10/21
7 西堀　朱栄 2 上越教育大学 滋賀 16.68 北信越CH 五福公園 2017/10/21

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 井口　華穂 4 新潟医療福祉大学 長野 52.27 日本学生対校 福井県営 2017/9/8
2 髙井　七海 1 金沢大学 岐阜 40.59 国公立26大学対校 県営あづま 2017/9/16
3 吉田　知佳子 4 新潟大学 新潟 40.50 北信越IC 福井県営 2017/5/14
4 佐藤　里香 1 金沢大学 石川 36.71 国公立26大学対校 県営あづま 2017/9/16
5 小野塚　未夏 2 信州大学 長野 36.60 信州大・名古屋大対校 長野市営 2017/5/4
6 二塚　咲来 4 富山高等専門学校 富山 35.62 富山県選手権 富山総合 2017/7/16
7 桑原　春奈 4 新潟医療福祉大学 新潟 35.49 新潟市選手権 新潟市 2017/4/22
8 市川　瑞穂 4 新潟大学 群馬 34.29 国公立26大学対校 正田醤油スタジアム 2017/9/16
9 佐伯　悠里香 4 信州大学 長野 34.16 安曇野記録会 松本平広域公園 2017/8/12
10 佐伯　祐維 3 上越教育大学 静岡 33.84 北信越CH 五福公園 2017/10/22

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 辻井　茉希 1 金沢大学 石川 3620 国公立26大学対校 県営あづま 2017/9/17

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 内田　碧 3 金沢大学 石川 19:32 坂井市古城マラソン 坂井市 2017/6/4
2 辻　詩織 3 金沢学院大学 石川 21:41 ほらどキウイマラソン 岐阜 2017/11/26
3 捧　茉優 1 石川県立大学 石川 28:03 黒部名水マラソン 黒部名水 2017/6/4

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 内田　碧 3 金沢大学 石川 1:33:50 金沢百万石ロードレース 金沢百万石 2017/10/1

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山田　はな 4 金沢大学 石川 3:13:35 東京マラソン 東京 2018/2/25
2 捧　茉優 1 石川県立大学 石川 5:59:54 金沢マラソン 金沢 2017/10/29

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 杉田　枝穂 1 小松短期大学 石川 56:54 全日本競歩輪島 輪島 2017/4/15
2 金川　千春 3 金沢大学 石川 59:44 全日本競歩輪島 輪島 2017/4/15
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