
時間 種目 名前 学年 出身校名 時間 種目 名前 学年 出身校名

9:00 開会式 旗手 冨田 真波 大3 本庄東

10:15 1500m 予選 冨満 美月 大1 松陽

茂木 里乃奈 大2 前橋南 外間 亜喜 大1 那覇西

久間木 玲菜 大1 福島成蹊 能登 美幸 大3 安城学園

芳賀 彩音 大1 いわき総合 佐藤 芹香 大2 佐久長聖

塗 真奈美 大4 西武台 松井 美波 大1 進修館

石井 明日夏 大3 茨城キリスト 冨田 真波 大3 本庄東

甲斐 利枝 大2 熊本国府 冨満 美月 大1 松陽

11:50 100m 予選 福嶋 美緒 大4 春日部東 外間 亜喜 大1 那覇西

杉山 玲菜 大4 浜名 上野 奈津美 大4 東海大浦安

山本 香織 大2 神辺旭 大平 亜須果 大3 東海大浦安

八栁 唯 児2 和洋女子 小川 優衣 大3 埼玉平成

14:30 走幅跳 決勝 木田 美跳 大1 土浦湖北 宮越 美瑠 大1 弘前実業

河津 茉佑 大2 横浜清陵総合 冨田 真波 大3 本庄東

下田 樹子 大1 富岡東 冨満 美月 大1 松陽

15:40 1500m 決勝 外間 亜喜 大1 那覇西

福嶋 美緒 大4 春日部東 福嶋 美緒 大4 春日部東

田島 沙耶 大4 共愛学園 田島 沙耶 大4 共愛学園

芳賀 珠純 大3 大館桂 冨田 真波 大3 本庄東

山本 香織 大2 神辺旭 冨満 美月 大1 松陽

永富 美柚 児2 柏日体 外間 亜喜 大1 那覇西

八栁 唯 児2 和洋女子 三段跳 決勝 色摩 咲恵 大1 米沢中央

田島 沙耶 大4 共愛学園

藤田 莉々子 大4 東京

寺本 有那 大4 東京

小川 優衣 大3 埼玉平成

大平 亜須果 大3 東海大浦安

河津 茉佑 大2 横浜清陵総合

5月26日(金) 5月28日(日)

時間 種目 名前 学年 出身校名 時間 種目 名前 学年 出身校名

10:00 走高跳 決勝 冨田 真波 大3 本庄東

冨満 美月 大1 松陽

外間 亜喜 大1 那覇西

11:10 100m 準決勝

冨田 真波 大3 本庄東

冨満 美月 大1 松陽

野沢 智子 大4 八戸西 外間 亜喜 大1 那覇西

相川 志織 大3 若葉総合

野田 華子 大4 熊野

浅野 叶紀 大3 土浦湖北 12:15

安馬 利菜 大3 西武台 13:10 800m 決勝

14:45 100mH 決勝 石井 明日夏 大3 茨城キリスト

15:05 100m 決勝 秋山 尚子 大2 相馬東

15:45 400m 決勝 清水 捺帆 大1 田無

16:10 10000mW 決勝 13:35 400mH 決勝

17:20 10000m 決勝 14:15 200m 決勝

冨田 真波 大3 本庄東

冨満 美月 大1 松陽

外間 亜喜 大1 那覇西

15:25 5000m 決勝

閉会式 旗手

予選

13:30

出場者が決まりました。応援よろしくお願い致します。

円盤投 決勝

11:00 棒高跳 決勝

18:25 4×100mR 決勝

12:35 3000mSC

予選

16:35

ﾊﾝﾏｰ投

11:30

400mH

100mH13:40

9:30

混成　100mH

11:30

4×400mR

砲丸投

4×400mR

第96回関東学生陸上競技対校選手権大会 競技日程

平成29年5月25日(木)26日(金)27日(土)28日(日)日産スタジアム

5月25日(木) 5月27日(土)

16:20

800m

決勝

4×100mR 予選

12:00 400m 準決勝

10:30

準決勝

12:40

18:10

予選

16:05 800m

200m 準決勝

準決勝

やり投 決勝

混成　走高跳

13:30 混成　砲丸投

14:40 200m

混成　200m

11:00

決勝

予選

混成　走幅跳9:00

決勝

予選

予選

決勝

準決勝

混成　やり投11:15

栄章授与式

11:30

13:15

400mH

15:30

14:35 400m 予選

14:35 混成800m

16:40 3000mSC

10:35 100mH


