
出場者が決まりました。応援よろしくお願い致します。

9:30 開会式    旗手 関根麻理子 大4 久喜 井上美穂 大4 東京学館新潟

10:20 400m      予選 村上結花 大2 片倉

11:30 1500m     予選 新村慶 大1 市立川口

13:00 棒高跳    決勝  月足麻那 大4 杵築

安慶名由衣 大4 那覇西 岡野菜穂子 大1 日本工業大学駒場

阿部友里亜 大4 久喜 井上美穂 大4 東京学館新潟

城下阿李奈 大1 白山 村上結花 大2 片倉

坂内睦 大2 羽村 新村慶 大1 市立川口

齋藤萌美 大1 東海大学山形 11:20 800m      予選 増井香 大3 会津学鳳

15:00 100mH   準決勝 會澤理奈 大1 伊豆中央

15:30 1500m     決勝 城下阿李奈 大1 白山

山本綾香 大3 浜松市立 井上美穂 大4 東京学館新潟

菅原純 大3 仙台女子商業 村上結花 大2 片倉

次村沙月 大1 弥栄 新村慶 大1 市立川口

15:55 10000m    決勝 山本綾香 大3 浜松市立

新井愛実 大4 所沢西 伴野祥子 短2 小諸

河野千波 大4 東京学館浦安 井本史織 大2 白梅学園

山田奈甫 大4 船橋芝山 内藤世奈 大1 荏田

本庄礼奈 大4 鳥取西 14:50  800m      決勝

戸草かおり 大3 大湊 井上美穂 大4 東京学館新潟

城下阿李奈 大1 白山 村上結花 大2 片倉

新村慶 大1 市立川口

16:15 5000m     決勝

17:00 4×100mR  決勝

9:55 100m    準決勝

10:00 三段跳　決勝

10:30 10000mW  決勝 福田彩恵 大2 鎌倉女子大学付属 井上美穂 大4 東京学館新潟

12:05 400m      決勝 村上結花 大2 片倉

13:00 ﾊﾝﾏｰ投    決勝 山本綾香 大3 浜松市立 新村慶 大1 市立川口

13:05 100mH     決勝 10:45 200m    準決勝

13:35 100m      決勝 11:15 400mH     決勝

及川いずみ 大4 浦和学院 井上美穂 大4 東京学館新潟

秋谷みなみ 大2 八王子 村上結花 大2 片倉

大塚亜沙美 大2 荏田 新村慶 大1 市立川口

白井咲 大2 東海大浦安

土岡さやか 大2 相洋 井上美穂 大4 東京学館新潟

城下阿李奈 大1 白山 髙栁礼花 大4 浜松市立

榎本いずみ 大2 所沢西

12:25 800m      決勝

12:55 200m      決勝

関根麻理子 大4 久喜

菅原純 大3 仙台女子商業

次村沙月 大1 弥栄

井上美穂 大4 東京学館新潟

村上結花 大2 片倉

新村慶 大1 市立川口

14:55 4×400mR  決勝

16:00 閉会式

13:00 円盤投    決勝

14:10 混成 800m

15:55 4×400mR  予選

5月16日(日)5月16日(日)5月16日(日)5月16日(日)

12:00 走高跳　  決勝

9:30 混成 走幅跳

11:45 混成 やり投

11:45　　平成21年度栄章授与式

15:30 砲丸投    決勝 13:00 混成 砲丸投

15:50 混成 200m

走幅跳    決勝

10:30

400mH　　 予選

10:00

混成　走高跳

12:15

第89回関東学生陸上競技対校選手権大会 競技日程第89回関東学生陸上競技対校選手権大会 競技日程第89回関東学生陸上競技対校選手権大会 競技日程第89回関東学生陸上競技対校選手権大会 競技日程

平成22年5月15日(土)16日(日)･22日(土)23日(日）国立競技場

5月15日(土)5月15日(土)5月15日(土)5月15日(土)

混成 100ｍH

13:55 100m      予選

9:00

13:05 100mH     予選

5月22日(土)5月22日(土)5月22日(土)5月22日(土)

13:50

17:20 4×100mR  予選

5月23日(日)5月23日(日)5月23日(日)5月23日(日)

やり投　　決勝

200m      予選

13:30


