
順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 穴澤沙也可 1 新潟医療福祉大学 福島 11.95 -1.5 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/7
2 秋田　理沙 4 金沢大学 石川 11.98 +1.7 日本学生個人 平塚 2018/6/16
3 涌井珠里 1 新潟医療福祉大学 新潟 12.25 ±0.0 北日本IC 県営あづま 2018/6/30
4 新澤梨乃 4 新潟医療福祉大学 新潟 12.33 +0.8 新潟県高校選抜 高田公園 2018/9/22
5 杉澤　美帆 3 富山大学 富山 12.37 +1.0 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
6 南澤　明音 3 松本大学 長野 12.38 ‐1.0 松本市民秋季 松本平広域公園 2018/10/6
7 臼井美紅 1 新潟医療福祉大学 長野 12.41 +1.2 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
8 水野　朱音 2 金沢星稜大学 石川 12.50 +1.5 国体予選石川 西部緑地公園 2018/7/21
8 笠原理瑚 1 新潟医療福祉大学 新潟 12.50 +1.0 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
10 金田　華実 3 富山大学 富山 12.51 +0.8 富山県選手権 富山総合 2018/7/14

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 秋田　理沙 4 金沢大学 石川 24.23 +1.8 日本学生個人 平塚 2018/6/17
2 南澤　明音 3 松本大学 長野 24.88 ‐0.3 松本市民秋季 松本平広域公園 2018/10/6
3 臼井美紅 1 新潟医療福祉大学 長野 24.92 ±0.0 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/7
4 椎谷佳奈子 4 新潟医療福祉大学 新潟 25.30 +1.5 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
5 大沼桃香 2 新潟医療福祉大学 新潟 25.48 +1.6 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
6 金田　華実 3 富山大学 富山 25.55 ‐0.1 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/8
6 涌井珠里 1 新潟医療福祉大学 新潟 25.55 ±0.0 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/25
8 永井あかね 1 新潟医療福祉大学 新潟 25.63 +1.9 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
9 新澤梨乃 4 新潟医療福祉大学 新潟 25.83 +0.9 上越選手権 高田公園 2018/4/29
10 杉澤　美帆 3 富山大学 富山 25.88 +0.8 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21

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 2 新潟医療福祉大学 新潟 56.85 北日本IC 県営あづま 2018/6/30
2 南澤　明音 3 松本大学 長野 56.87 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
3 椎谷佳奈子 4 新潟医療福祉大学 新潟 56.88 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/6
4 清水咲紀 1 新潟医療福祉大学 新潟 57.63 北日本IC 県営あづま 2018/6/30
5 若松涼 2 新潟医療福祉大学 山形 57.91 山形県選手権 NDソフトスタジアム 2018/7/7
6 棚谷小梅 1 新潟医療福祉大学 秋田 57.97 国体予選新潟 新潟市 2018/8/18
7 永井あかね 1 新潟医療福祉大学 新潟 58.22 新潟県選手権 長岡市営 2018/7/15
8 杉澤　美帆 3 富山大学 富山 58.33 富山県選手権 富山総合 2018/7/14
9 中島　智子 4 金沢星稜大学 石川 58.34 国体予選石川 西部緑地公園 2018/7/22
10 佐藤那南 4 新潟医療福祉大学 新潟 58.62 下越選手権 胎内市総合 2018/4/29

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 棚谷小梅 1 新潟医療福祉大学 秋田 2:11.42 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
2 佐藤那南 4 新潟医療福祉大学 新潟 2:16.97 日体大記録会 日体大健志台 2018/5/6
3 渋谷なつの 1 新潟医療福祉大学 山形 2:20.55 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
4 大須賀　美由 1 金沢大学 新潟 2:23.82 全日本医歯薬獣医 岡山県総合 2018/8/29
5 藤本　菜緒 3 新潟大学 福井 2:24.17 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/19
6 谷口　美咲 4 金沢大学 石川 2:25.19 北信越IC 新潟市 2018/5/20
7 竹内　夕佳 3 新潟大学 新潟 2:25.90 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
8 竹内　美翔 2 信州大学 長野 2:28.20 北信越IC 新潟市 2018/5/20
9 槇田　美緒 4 富山大学 富山 2:30.76 高体連記録会 富山総合 2018/4/21
10 児玉　奈美 2 松本大学 長野 2:30.97 松本市民秋季 松本平広域公園 2018/10/6
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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 小合沙季 4 新潟医療福祉大学 長野 4:38.79 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/6
2 鎌田　有希子 4 新潟大学 秋田 4:57.37 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/18
3 山田　はな 5 金沢大学 石川 4:57.54 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
4 竹内　夕佳 3 新潟大学 新潟 4:58.45 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
5 小池　七海 1 信州大学 長野 5:02.09 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/18
6 嶋田　早紀 1 信州大学 長野 5:02.50 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
7 竹内　美翔 2 信州大学 長野 5:05.68 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
8 小山　美優 3 上越教育大学 石川 5:07.83 全国教育系大学 高田公園 2018/8/4
9 山本有紗 1 新潟医療福祉大学 石川 5:08.04 新潟県記録会 長岡市営 2018/6/3
10 長谷川　ときわ 2 新潟大学 新潟 5:13.29 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 宮田　佳菜代 1 新潟医療福祉大学 新潟 9:41.77 平国大長距離 鴻巣市立 2018/4/29
2 吉田千紘 1 新潟医療福祉大学 静岡 10:06.43 新潟県記録会 長岡市営 2018/10/8
3 小嶋　沙季 4 富山大学 富山 10:28.30 十日町長距離カーニバル 十日町市 2018/9/29
4 今井　萌 2 新潟医療福祉大学 長野 10:31.52 新潟県記録会 長岡市営 2018/10/8
5 山田　はな 5 金沢大学 石川 10:35.36 西日本医科学生 三重交通Gスポーツの杜伊勢 2018/8/19
6 竹村　瑞香 3 新潟医療福祉大学 長野 10:37.14 新潟県記録会 長岡市営 2018/10/8
7 嶋田　早紀 1 信州大学 長野 10:42.59 九校医科大学対抗 大井ふ頭 2018/11/3
8 三原　瑞佳 3 新潟医療福祉大学 新潟 10:50.26 新潟県記録会 長岡市営 2018/10/8
9 田村　理沙 3 新潟医療福祉大学 新潟 11:09.21 新潟県記録会 長岡市営 2018/10/8
10 青木　弥佳 1 松本大学 長野 11:24.98 松本市民秋季 松本平広域公園 2018/10/6

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 宮田佳菜代 1 新潟医療福祉大学 新潟 16:18.86 日体大長距離 日体大健志台 2018/9/22
2 吉田千紘 1 新潟医療福祉大学 静岡 17:12.02 秋季新潟県・北陸実業団記録会 デンカビッグスワンスタジアム 2018/10/14
3 今井萌 2 新潟医療福祉大学 長野 17:17.13 秋季新潟県・北陸実業団記録会 デンカビッグスワンスタジアム 2018/10/14
4 山田　はな 5 金沢大学 石川 17:22.19 日体大記録会 日体大健志台 2018/12/1
5 竹村瑞香 2 新潟医療福祉大学 長野 17:47.98 秋季新潟県・北陸実業団記録会 デンカビッグスワンスタジアム 2018/10/14
6 小嶋　沙季 4 富山大学 富山 18:01.75 駅伝選考北信越 デンカビッグスワンスタジアム 2018/7/21
7 鎌田　有希子 4 新潟大学 秋田 18:08.90 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/20
8 片山　留菜 1 福井大学 福井 18:12.46 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
9 田村理沙 3 新潟医療福祉大学 新潟 18:23.21 秋季新潟県・北陸実業団記録会 デンカビッグスワンスタジアム 2018/10/14
10 三原瑞佳 3 新潟医療福祉大学 新潟 18:40.30 秋季新潟県・北陸実業団記録会 デンカビッグスワンスタジアム 2018/10/14

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 宮田佳菜代 1 新潟医療福祉大学 新潟 34:22.37 北信越IC 新潟市 2018/5/19
2 山田　はな 5 金沢大学 石川 37:37.56 北信越IC 新潟市 2018/5/19
3 鎌田　有希子 4 新潟大学 秋田 37:45.22 北信越IC 新潟市 2018/5/19
4 小嶋　沙季 4 富山大学 富山 37:52.10 北信越IC 新潟市 2018/5/19
5 吉田千紘 1 新潟医療福祉大学 静岡 38:23.47 北信越IC 新潟市 2018/5/19
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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 2 新潟医療福祉大学 新潟 14.24 +1.5 下越選手権 胎内市総合 2018/4/30
2 笠原理瑚 1 新潟医療福祉大学 新潟 14.33 +1.5 下越選手権 胎内市総合 2018/4/30
3 藤本　瑠奈 2 金沢星稜大学 石川 14.72 ‐0.8 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/6
4 南澤　明音 3 松本大学 長野 15.29 ‐0.4 安曇野記録会 松本平広域公園 2018/8/12
5 山口　彩夏 4 新潟大学 群馬 15.33 +1.9 関東甲信越大学体育大会 新潟市 2018/8/22
6 渡辺　佑衣 4 福井大学 福井 15.44 +0.6 全日本医歯薬獣医 岡山県総合 2018/8/28
7 杉澤　美帆 3 富山大学 富山 15.47 +0.9 富山カップ 富山総合 2018/5/4
8 水上　真菜 4 富山高等専門学校 富山 16.66 +0.9 富山カップ 富山総合 2018/5/4
9 渡邉　希 3 松本大学 長野 16.85 +1.1 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
10 石見　優佳 3 福井大学 福井 16.94 +0.4 関西医科学生対校 西京極総合 2018/6/10

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 南澤　明音 3 松本大学 長野 60.26 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/7
2 若松涼 2 新潟医療福祉大学 山形 61.31 山形県選手権 NDソフトスタジアム 2018/7/8
3 宇埜　史歩理 3 富山大学 富山 63.74 高体連記録会 富山総合 2018/4/21
4 山岸佳奈 3 新潟医療福祉大学 新潟 63.76 新潟県選手権 長岡市営 2018/7/14
5 金井仁美 1 新潟医療福祉大学 新潟 63.77 新潟県選手権 長岡市営 2018/7/14
6 本田　媛海 1 信州大学 長野 64.86 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/20
7 丸岡　舞伽 1 金沢星稜大学 石川 65.99 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/25
8 今　桃子 2 富山大学 富山 66.27 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
9 前山　智世 1 金沢大学 富山 66.74 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/20
10 佐藤有稀 3 新潟医療福祉大学 新潟 67.76 北日本IC 県営あづま 2018/7/1

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 青木　弥佳 1 松本大学 長野 12:50.91 東海選手権 静岡県草薙 2018/8/26

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 青山　眞子 4 信州大学 長野 27:31.18 長野サマー・トライアル 松本平広域公園 2018/7/28

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 嶋田千里 3 新潟医療福祉大学 山形 52:07.50 北信越IC 新潟市 2018/5/20
2 高山瑞佳 4 新潟医療福祉大学 富山 53:31.74 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/7
3 青山　眞子 4 信州大学 長野 55:31.59 北信越IC 新潟市 2018/5/20
4 山下　友子 3 金沢大学 石川 56:01.08 北信越IC 新潟市 2018/5/20
5 水谷　玲那 1 富山大学 富山 59:25.58 北信越IC 新潟市 2018/5/20
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順位 大学名 記録 大会名 会場 期日
1 新潟医療福祉大学 46.33 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/6
2 富山大学 48.39 富山県選手権 富山総合 2018/7/14
3 松本大学 48.42 松本市民秋季 松本平広域公園 2018/10/6
4 金沢星稜大学 49.20 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/25
5 金沢大学 49.24 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
6 新潟大学 50.80 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/18
7 信州大学 50.94 長野県春季 松本平広域公園 2018/4/21
8 上越教育大学 53.44 全国教育系大学 高田公園 2018/8/4

順位 大学名 記録 大会名 会場 期日
1 新潟医療福祉大学 3:49.51 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/8
2 富山大学 3:57.08 富山県選手権 富山総合 2018/7/15
3 松本大学 3:57.97 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/8
4 金沢星稜大学 4:01.63 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/26
5 金沢大学 4:03.45 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
6 新潟大学 4:07.17 新潟県選手権 長岡市営 2018/7/16
7 信州大学 4:23.80 北信越IC 新潟市 2018/5/20
8 上越教育大学 4:28.03 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 岩田　栞 4 金沢星稜大学 富山 1.73 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
2 山田　佑香 3 金沢星稜大学 富山 1.65 富山県選手権 富山総合 2018/7/14
3 藤井理紗 3 新潟医療福祉大学 新潟 1.62 新潟市選手権 新潟市 2018/4/22
4 鈴木　沙生 1 富山大学 富山 1.50 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
5 野沢　沙良 3 金沢大学 石川 1.45 七尾城山記録会 七尾市城山 2018/11/10
5 渡辺　佑衣 4 福井大学 福井 1.45 西日本医科学生 三重交通Gスポーツの杜伊勢 2018/8/19
7 中尾　ありさ 2 松本大学 岐阜 1.30 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
8 今西　詩織 4 富山大学 富山 1.25 関西薬学生対校 姫路市立 2018/8/18

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 石田　結芽 1 金沢星稜大学 石川 3.30 北日本IC 県営あづま 2018/7/2
2 渡辺　佑衣 4 福井大学 福井 3.20 エブリバディ・デカスロンin愛知 知多 2018/11/10
2 畠山華純 2 新潟医療福祉大学 秋田 3.20 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
4 伊藤詩音 3 新潟医療福祉大学 新潟 3.00 北日本IC 県営あづま 2018/7/2
5 佐藤有稀 3 新潟医療福祉大学 新潟 2.50 新発田秋季記録会 五十公野公園 2018/11/3
6 山腰　曜子 1 福井大学 福井 2.40 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 風速 大会名 会場 期日
1 藤本　瑠奈 2 金沢星稜大学 石川 5.85 +1.3 石川県選手権 西部緑地公園 2018/5/5
2 山口　彩夏 4 新潟大学 群馬 5.80 +1.9 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
3 榊原　南実 M2 信州大学 長野 5.69 +1.6 長野県春季 松本平広域公園 2018/4/21
4 小林れいな 2 新潟医療福祉大学 新潟 5.68 +0.6 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
5 宇埜　史歩理 3 富山大学 富山 5.64 +1.1 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
6 長澤　妙 2 信州大学 長野 5.55 +0.5 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/8
7 氏家凪咲 3 新潟医療福祉大学 富山 5.51 +0.5 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
8 岡村菜南 2 新潟医療福祉大学 新潟 5.42 +1.4 北日本IC 県営あづま 2018/7/1
9 山田　みなみ 2 新潟大学 新潟 5.09 +1.8 新潟市選手権 新潟市 2018/4/21
10 酒井　珠良 3 松本大学 長野 4.96 +2.0 松本市民秋季 松本平広域公園 2018/10/6

4x100mR

4x400mR

走高跳

辻井‐秋田‐大須賀‐前山
早坂‐吾妻‐小林‐山口
長澤‐榊原‐小野塚‐若松
仲‐土田‐渡邉‐髙辻

走順
新澤‐穴澤‐笠原‐涌井
今‐金田‐宇埜‐杉澤
児玉‐南澤‐牧元‐青柳
土田‐水野‐中島‐丸岡

走順
椎谷‐大沼‐清水‐若松
金田‐今‐宇埜‐杉澤
児玉‐南澤‐牧元‐木田

走幅跳

棒高跳

丸岡‐中島‐駒‐水野
前山‐大須賀‐原‐秋田
岩谷‐吾妻‐早坂‐小林
長澤‐竹内‐佐藤‐若松
土田‐渡邉‐仲‐小山



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 4 新潟大学 群馬 11.98 +0.6 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
2 野沢　沙良 3 金沢大学 石川 11.35 +0.9 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/25
3 氏家凪咲 3 新潟医療福祉大学 富山 11.16 -0.3 北日本IC 県営あづま 2018/7/2
4 木田　沙耶 2 松本大学 長野 10.78 +1.2 長野県春季 松本平広域公園 2018/4/21
5 金沢光紀 1 新潟医療福祉大学 新潟 10.42 +0.2 北日本IC 県営あづま 2018/7/2
6 齊藤　友希乃 1 福井大学 福井 10.37 +1.4 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
7 山田　みなみ 2 新潟大学 新潟 10.29 ±0.0 新潟県選手権 長岡市営 2018/7/16
8 大島　涼香 2 信州大学 長野 10.26 +0.9 国公立27大学 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/20
9 栗空　亜沙美 3 信州大学 長野 10.14 ‐0.4 北信越IC 新潟市 2018/5/20
10 酒井　珠良 3 松本大学 長野 9.89 +1.0 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 滋田　祐希 1 松本大学 長野 10.76 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/8
2 岩下　早紀 2 松本大学 長野 10.25 北信越IC 新潟市 2018/5/20
3 新津　まり菜 4 信州大学 長野 10.11 北信越IC 新潟市 2018/5/20
4 飯野　結貴 4 富山高等専門学校 富山 10.05 全国高専体育大会 熊本県民総合 2018/8/19
5 髙辻　紀乃 3 上越教育大学 石川 9.93 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
6 井川　遥菜 2 信州大学 長野 8.16 信州大・名古屋大対校 知多 2018/5/5
7 渡辺　佑衣 4 福井大学 福井 7.44 西日本医科学生 三重交通Gスポーツの杜伊勢 2018/8/19
8 中尾　ありさ 2 松本大学 岐阜 6.97 北日本IC 県営あづま 2018/7/1

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 2 新潟医療福祉大学 滋賀 45.34 しばたサマチャレ 五十公野公園 2018/8/4
2 新津　まり菜 4 信州大学 長野 37.29 北信越IC 新潟市 2018/5/20
3 髙辻　紀乃 3 上越教育大学 石川 33.71 全国教育系大学 高田公園 2018/8/4
4 荒井　葵凪 1 松本大学 長野 31.80 北日本IC 県営あづま 2018/6/30
5 飯野　結貴 4 富山高等専門学校 富山 30.46 全国高専体育大会 熊本県民総合 2018/8/18
6 井川　遥菜 2 信州大学 長野 28.60 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/20
7 滋田　祐希 1 松本大学 長野 28.39 北信越IC 新潟市 2018/5/19
8 岩下　早紀 2 松本大学 長野 27.94 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
9 西堀　朱栄 3 上越教育大学 滋賀 26.13 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
10 数井　悠果 1 富山大学 富山 21.03 全日本医歯薬獣医 岡山県総合 2018/8/29

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 2 新潟医療福祉大学 滋賀 48.83 NUHW競技会 新潟医療福祉大学 2018/10/13
2 荒井　葵凪 1 松本大学 長野 39.91 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/7
3 益戸郁実 3 新潟医療福祉大学 福島 37.44 福島県選手権 県営あづま 2018/7/14
4 髙辻　紀乃 3 上越教育大学 石川 28.66 北信越IC 新潟市 2018/5/19
5 井川　遥菜 2 信州大学 長野 24.66 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20
6 滋田　祐希 1 松本大学 長野 23.64 北日本IC 県営あづま 2018/6/30
7 渡辺　佑衣 4 福井大学 福井 21.16 西日本医科学生 三重交通Gスポーツの杜伊勢 2018/8/18
8 丸山ひかる 2 新潟大学 新潟 20.64 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/20

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投



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 M1 新潟医療福祉大学 長野 52.70 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/8
2 湯本珠実 1 新潟医療福祉大学 長野 47.40 北信越CH 西部緑地公園 2018/10/21
3 田邉　千夏 1 富山大学 富山 43.37 北信越IC 新潟市陸上競技場 2018/5/20
4 新津　まり菜 4 信州大学 長野 41.52 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/8
5 髙井　七海 2 金沢大学 岐阜 40.12 国公立27大学対校 熊谷スポーツ文化公園 2018/9/19
6 小野塚　未夏 3 信州大学 長野 38.25 長野県選手権 松本平広域公園 2018/7/8
7 佐藤　里香　 2 金沢大学 石川 37.12 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/25
8 二塚　咲来 5 富山高等専門学校 富山 36.59 全国高専体育大会 熊本県民総合 2018/8/19
9 松本　茉倫 3 富山大学 富山 34.84 北信越IC　 新潟市陸上競技場 2018/5/20
10 槇田　美緒 4 富山大学 富山 31.00 全日本医歯薬獣医 岡山県総合 2018/8/28

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 藤本　瑠奈 2 金沢星稜大学 石川 5086 日本学生対校 川崎市等々力 2018/9/6
2 辻井　茉希 2 金沢大学 富山 3960 北陸選手権 西部緑地公園 2018/8/26
3 川越　彩加 2 金沢星稜大学 石川 3953 北日本IC 県営あづま 2018/7/1

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山本夏実 2 石川県立大学 石川 24:07 黒部名水マラソン 黒部名水 2018/5/27
2 捧茉優 2 石川県立大学 石川 27:18 黒部名水マラソン 黒部名水 2018/5/27

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 嶋田　早紀 1 信州大学 長野 1:32:55 諏訪湖マラソン 諏訪湖周 2018/10/28

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山崎　真祐子 3 富山大学 富山 3:51:14 富山マラソン 富山 2018/10/28
2 水谷　玲那 1 富山大学 富山 3:52:02 富山マラソン 富山 2018/10/28
3 山本夏実 2 石川県立大学 石川 4:28:04 金沢マラソン 金沢 2018/10/28
4 小林　美帆 3 富山大学 富山 4:57:23 富山マラソン 富山 2018/10/28
5 捧茉優 2 石川県立大学 石川 5:44:00 新潟シティマラソン 新潟ビックスワン 2018/10/8
6 志摩　彩美 1 富山大学 富山 5:51:34 富山マラソン 富山 2018/10/28

順位 選手名 学年 大学名 陸協 記録 大会名 会場 期日
1 山下　友子 3 金沢大学 石川 56:24 日本選手権50km競歩高畠 高畠まほろば 2018/10/28

フルマラソン

七種競技

5km
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やり投
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