
 順位 記録 風速 氏　名 学年 期日 大会名 場所

1 11.85 草薙　絵梨子 (3) 2001/07/14 日本学生種目別 北上
(2) 12.35 (+0.2) 日野　沙南 (2) 2017/09/25 個人選 仙台
(3) 12.38 (+1.6) 武者　香織 (2) 2018/03/28 仙台大競技会 仙台大学陸上競技場
1 24.50 草薙　絵梨子 2002/06/09 東北学生総体 西部緑地
1 24.50 蔵園　麻美 2002/06/25 日本選手権 弘前
(3) 25.18 (+1.5) 武者　香織 (2) 2018/09/30 東北総体 仙台
1 56.11 山田　沙弓 2010/06/18 日本学生個人 平塚
(2) 57.56 武者　香織 (2) 2018/05/31 東北IC 利府
(3) 57.93 相澤　七稀 (3) 2022/05/14 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
1 2:14.05 岸　真希子 2004/05/16 東北IC 仙台
(2) 2:15.67 八幡　紗彩 (3) 2022/03/21 仙台大学競技会⑩ 仙台大学陸上競技場
(3) 2:23.90 門脇　くるみ (1) 2021.07.12 2021　宮城県選手権 弘進ゴムアスリートパーク仙台
1 4:42.22 石川　佳奈 1997/07/17 東北IC 仙台
(2) 4:45.80 伊藤　玲奈 (2) 2014/10/03 個人選 仙台
(3) 4:59.92 八幡　紗彩 (4) 2022/05/14 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
(1) 10:30.15 工藤るり子 (1) 2015/11/01 仙台大競技会 仙台大学陸上競技場
(2) 10:40.45 伊藤　玲奈 (2) 2014/06/01 仙台大競技会 仙台大学陸上競技場
(3) 11:16.18 上遠野　優月 (1) 2021/12/05 2021年度東北学連競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
1 16:59.85 片桐　亜子 2012/12/02 都道府県駅伝選考会 仙台
(2) 19:17.70 木戸　彩乃 (1) 2021/12/05 2021年度東北学連競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
(3) 20:43.67 上遠野　優月 (2) 2022/04/17 仙台大学競技会① 仙台大学陸上競技場
1 37:00.57 石川　佳奈 1997/07/17 東北IC 仙台
(2) 43:12.53 西城　歩乃花 (1) 2021/06/20 仙台大学競技会④ 仙台大学陸上競技場
(3) 46:17.25 木戸　彩乃 (1) 2021/05/23 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
1 13.77 斉藤　　梢 (2) 2004/07/02 日本IC 国立
2 13.88 (+1.5) 及川　優花 (3) 2021/07/03 北日本IC 新潟
(3) 14.15 (+1.5) 吉田　晴夏 (3) 2021/07/03 北日本IC 新潟
1 60.05 古川　幸恵 (2) 2005/05/15 東北IC 宮城
(2) 62.57 武者　香織 (2) 2018/09/21 北日本IC あづま
(3) 63.61 相澤　七稀 (1) 2020/10/18 東北/北日本IC 北上
1 11:24.16 伊藤　玲奈 (4) 2015/08/08 北日本IC 盛岡
(2) 11:49.90 藤岡　葵 (2) 2018/10/13 個人選 天童
(3)
1 46.51 内島-蔵園-斎藤-三角 2006/06/10 日本IC 横浜
(2) 47.23 高橋-細田-日野-細野 2017/07/01 北日本IC あづま
(3) 47.37 細田彩佳-及川優花-武者香織-丹野璃紗 2019/08/03 東北総体 岩手県営
1 3:49.14 竹林-古川-大黒-佐々木 2006/06/10 日本IC 横浜
(2) 3:50.21 八幡紗綾-武者香織-丹野璃紗-及川優花 2019/08/09 第4回仙台大学競技会 仙台大学陸上競技場
(3) 3:52.30 小 -武者-細野-小野 2017/07/03 北日本IC あづま
1 1ｍ75 木村　優里 (3) 2007/06/08 日本IC 国立
2 1ｍ72 山田　枝穂 (3) 1999/07/18 秋田県選 鹿角
3 1ｍ70 井上　智香子 (3) 1993/06/20 東北地区大学総体 宮城
1 3m41 伊藤　亜美沙 (4) 2022/05/14 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
2 3m30 志賀　麻理亜 (4) 2016/04/09 学連春季 利府
3 3m00 吉田　彰子 (4) 2014/07/12 宮城選手権 利府
3 3m00 三浦　真衣佳 (2) 2021/06/20 仙台大学競技会④ 仙台大学陸上競技場
1 5m90 (+1.1) 本田　姫星 (2) 2022/05/14 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
(2) 5ｍ85 柴山　衣理 2010/10/03 東北学生選手権 仙台
(3) 5m81 (+1.5) 吉田　明星 (4) 2021/07/03 北日本IC 新潟
1 12ｍ31 佐々木雪乃 (3) 2007/08/25 東北総合体育大会 あづま
2 12ｍ30 柴山　衣理 (2) 2008/09/13 日本IC 国立
(3) 11m96  (+1.3) 吉田　明星 (3) 2021/06/14 東北IC 秋田
1 14ｍ88 野田ともみ (4) 2005/07/03 日本IC 国立
2 13ｍ26 早坂　　歩 (3) 2008/05/17 東北IC 宮城総合
3 13ｍ07 佐藤かおり (2) 1993/10/17 東北学生選手権 宮城
1 43ｍ98 葛西　嘉子 (3) 1987/08/22 仙台大記録会 仙台大学陸上競技場
2 43ｍ30 戸塚優 (3) 2019/06/08 東北IC 利府
3 43m17 高橋　沙也加 (4) 2018/05/03 第3回仙台大競技会 仙台大学陸上競技場
1 57ｍ10 佐藤　若菜 (4) 2009/09/05 日本IC 国立
2 47m49 佐藤　はるか (3) 2021/05/23 仙台大学競技会③ 仙台大学陸上競技場
3 46ｍ35 照井奈津子 (2) 2008/05/16 東北IC 宮城総合
1 53ｍ32 延味　由起 (4) 2009/04/12 東北学連春季 仙台市
2 49ｍ59 清藤　孝恵 (M1) 2000/10/01 東北学生種目別 岩手県営
3 48ｍ09 宮田　　幸 (3) 2009/05/17 東北IC 仙台市
1 4,928 板野　彩花 (4) 2020.08.12-13 第一回仙台大競技会 仙台大学陸上競技場
2 4,859 木村　優里 (3) 2007.06.08-09 日本IC 国立
3 4,463 佐藤紗也華 (3) 2014.10.03-04 個人選 仙台
1 23:39.86 相羽　良子 2002/05/18 東北IC 宮城
(2)
(3)
1 51:19.00 相羽　良子 2001/10/09 全日本競歩高畠 高畠
(2) 58:43.00 鹿野　あいり (1) 2017/10/22 高畠競歩 山形
(3)
1 1:24:40.00 高沢　由香 2002/11/24 カッパハーフマラソン 登米
(2)
(3)
1 3:26:49.00 惣田　雅子 (4) 2005/01/29 勝田全国マラソン 勝田全国
(2)
(3)
1 28:44.00 柴田　文 (2) 2007/01/29 日本選手権競歩 六甲
(2)
(3)
1 51:19.00 相羽　良子 (3) 2001/10/28 全日本競歩高畠大会 高畠
(2)
(3)
1 1:38:34.00 吉田　千恵 (2) 2009/01/25 日本選手権20km競歩 六甲
(2)
(3)

※順位がカッコ書きの場合は、2013年以前のデータとの照合が出来ない為、暫定の順位です。 更新:2022/05/15（仙台大学競技会③）
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