
12秒67 (-1.0) 予選3着 斎藤　里菜 2013/8/29 第62回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢 歴代6位
12秒73 (+0.7) 予選２着 斎藤　里菜 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
12秒77 (+1.3) 斎藤　里菜 2013/8/10 第５回順天堂大学競技会 順大
12秒83 (-0.4) 決勝8着 斎藤　里菜 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
12秒88 (+1.2) 斎藤　里菜 2013/4/13 第２回筑波大学競技会 筑波大
12秒88 (-2.7) 決勝6着 斎藤　里菜 2013/8/30 第62回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
12秒95 (-0.4) 決勝１着 斎藤　里菜 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
13秒00 (+1.5) 斎藤　里菜 2013/4/1 第１回筑波大学競技会 筑波大
13秒18 (+1.9) 予選５着 鵜沢　佳代 2013/9/15 第２４回関東学生新人陸上競技選手権大会 国立
13秒20 (-1.6) 斎藤　里菜 2013/5/4 第２回順天堂大学競技会 順大
13秒20 (-0.5) 予選3着 鵜沢　佳代 2013/8/29 第62回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
13秒25 0.0 予選4着 鵜沢　佳代 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
13秒34 (-0.4) 決勝４着 鵜沢　佳代 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
13秒91 (+1.6) 予選3着 荒木　麻理 2013/9/22 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣
14秒13 (-1.5) 決勝１着 荒木　麻理 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
14秒78 予選１着 荒木　麻理 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
15秒03 (-2.0) 予選２着 三浦　早央里 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
15秒32 (-1.5) 決勝５着 三浦　早央里 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木

26秒31 (+0.9) 決勝７着 斎藤　里菜 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢 歴代7位
26秒31 (+1.2) 予選２着 斎藤　里菜 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
26秒40 (-1.5) 予選３着 斎藤　里菜 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
26秒77 (+0.9) 斎藤　里菜 2013/8/10 第５回順天堂大学競技会 順大
26秒78 (-1.4) 決勝２着 斎藤　里菜 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
26秒81 (+0.1) 斎藤　里菜 2013/6/1 第３回順天堂大学競技会 順大
27秒03 斎藤　里菜 2013/4/1 第１回筑波大学競技会 筑波大
27秒48 (+1.9) 予選５着 鵜沢　佳代 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
27秒83 (-0.9) 斎藤　里菜 2013/4/14 第２回筑波大学競技会 筑波大
28秒44 (-1.4) 決勝４着 鵜沢　佳代 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
28秒67 予選１着 荒木　麻理 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
28秒90 決勝6着 荒木　麻理 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
29秒69 決勝１着 小田倉　香織 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木

59秒26 決勝４着 今井　咲 2013/8/29 第６２回関東甲信越大学体育大会 横浜 歴代4位
59秒40 予選4着 今井　咲 2013/9/15 第２４回関東学生新人陸上競技選手権大会 国立
59秒40 予選4着 今井　咲 2013/10/12 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
59秒53 予選3着 今井　咲 2913/8/29 第６２回関東甲信越大学体育大会 横浜
59秒92 決勝２着 今井　咲 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
62秒17 荒木　麻理 2013/10/12 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
62秒36 河瀬　桃香 2013/5/4 第２回順天堂大学競技会 順大
62秒55 予選５着 河瀬　桃香 2013/10/12 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
63秒31 決勝4着 荒木　麻理 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
63秒38 決勝１着 荒木　麻理 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
63秒44 河瀬　桃香 2013/4/13 第２回筑波大学競技会 筑波大
63秒99 予選２着 荒木　麻理 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
64秒04 予選4着 荒木　麻理 2013/8/29 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
64秒15 荒木　麻理 2013/8/10 第５回順天堂大学競技会 順大
65秒07 重見　優芽子 2013/10/12 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
65秒79 重見　優芽子 2013/8/29 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
65秒96 決勝４着 重見　優芽子 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

2分16秒51 今井　咲 2013/4/13 第４７回千葉県陸上競技記録会 天台 歴代3位
2分18秒24 今井　咲 2013/5/4 第２回順天堂大学競技会 順大
2分18秒30 予選２着 今井　咲 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
2分18秒76 決勝７着 今井　咲 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
2分21秒07 決勝４着 今井　咲 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
2分22秒12 決勝2着 小田倉　香織 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
2分22秒35 小田倉　香織 2013/4/27 第７８回日本体育大学陸上競技会 日体大
2分23秒18 予選3着 今井　咲 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
2分23秒44 決勝１着 小田倉　香織 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
2分23秒52 決勝2着 小田倉　香織 2013/9/23 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣
2分23秒58 予選4着 今井　咲 2013/6/23 第６６回千葉県陸上競技選手権大会 天台
2分25秒34 河瀬　桃香 2013/8/10 第５回順天堂大学競技会 順大
2分25秒90 予選4着 河瀬　桃香 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
2分26秒49 決勝２着 今井　咲 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
2分27秒06 決勝１着 小田倉　香織 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
2分27秒09 小田倉　香織 2013/7/27 第４１回北区ナイター陸上競技大会 夢の島
2分27秒6 予選１着 小田倉　香織 2013/9/23 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣
2分29秒24 今井　咲 2013/4/27 第７８回日本体育大学陸上競技会 日体大
2分29秒26 予選7着 小田倉　香織 2013/6/23 第６６回千葉県陸上競技選手権大会 天台
2分30秒08 決勝6着 荒木　麻理 2013/9/23 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣
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2分31秒1 予選２着 荒木　麻理 2013/9/23 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣
2分40秒85 予選１着 小田倉　香織 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
2分40秒92 決勝２着 荒木　麻理 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木

4分49秒31 予選3着 小田倉　香織 2013/10/12 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
4分49秒79 決勝8着 小田倉　香織 2013/10/12 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
4分53秒20 決勝２着 小田倉　香織 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
4分53秒24 決勝３着 今井　咲 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
4分53秒70 決勝１着 小田倉　香織 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾

10分41秒41 小田倉　香織 2013/12/23 第１６５回松戸市記録会 松戸
10分45秒35 決勝2着 小田倉　香織 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
10分47秒58 決勝3着 小田倉　香織 2013/9/23 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 鴻巣
10分49秒70 小田倉　香織 2013/7/27 第４１回北区ナイター陸上競技大会 夢の島
11分00秒00 決勝１着 小田倉　香織 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木

18分25秒93 決勝10着小田倉　香織 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
18分27秒29 小田倉　香織 2013/4/20 第４７回千葉県陸上競技記録会 天台

39分31秒86 決勝8着 小田倉　香織 2013/6/23 第６６回千葉県陸上競技選手権大会 天台

31分50秒 区間4位 小田倉　香織 2013/12/15 荒川河川敷大学対校駅伝 荒川

1時間03分27秒 小田倉　香織 2013/4/21 第２３回かすみがうらマラソン 霞ヶ浦 歴代2位

15秒76 (-0.5) 予選6着 各務　琴音 2013/8/29 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢 歴代6位
16秒03 (+1.9) 各務　琴音 2013/6/1 第３回順天堂大学競技会 順大
16秒20 (+0.2) 決勝３着 各務　琴音 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
16秒41 (+0.2) 決勝４着 岡田　有華 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
16秒45 (+1.9) 各務　琴音 2013/5/4 第２回順天堂大学競技会 順大
19秒62 決勝５着 三浦　早央里 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾

65秒28 決勝７着 三田地　麗奈 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢 歴代1位
67秒73 決勝１着 三田地　麗奈 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
67秒86 三田地　麗奈 2013/8/10 第５回順天堂大学競技会 順大
69秒81 三田地　麗奈 2013/6/1 第３回順天堂大学競技会 順大
70秒28 予選５着 三田地　麗奈 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
72秒02 三田地　麗奈 2013/5/4 第２回順天堂大学競技会 順大
74秒89 決勝４着 荒木　麻理 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

49秒98 決勝6着 鵜沢　佳代 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢 歴代6位
斎藤　里菜
各務　琴音
岡田　有華

50秒32 予選6着 河瀬　桃香 2013/5/19 第９２回関東学生陸上競技選手権大会 国立 歴代10位
斎藤　里菜
各務　琴音
岡田　有華

50秒71 決勝２着 鵜沢　佳代 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
斎藤　里菜
各務　琴音
岡田　有華

56秒18 決勝１着 各務　琴音 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
三浦　早央里
荒木　麻理
小田倉　香織

4分05秒37 決勝５着 三田地　麗奈 2013/8/30 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢 歴代4位
各務　琴音
荒木　麻理
河瀬　桃香

4分05秒60 予選4着 三田地　麗奈 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田 歴代6位
今井　咲
荒木　麻理
河瀬　桃香

4分08秒49 決勝１着 三田地　麗奈 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
今井　咲
各務　琴音
重見　優芽子

4分21秒44 決勝４着 荒木　麻理 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
斎藤　里菜
鵜沢　佳代
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小田倉　香織

2分35秒87 決勝１着 各務　琴音 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木 歴代1位
三浦　早央里
荒木　麻理
小田倉　香織

2分36秒87 決勝3着 岡村　理沙 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾 歴代2位
小田倉　香織
三浦　早央里
荒木　麻理

1m50 決勝２位 各務　琴音 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
1m45 決勝４位 岡田　有華 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

5m66 (+0.3) 決勝11位岡田　有華 2013/5/25 第９２回関東学生陸上競技選手権大会 日産
5m59 (+0.7) 決勝２位 岡田　有華 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
5m50 (＋1.1) 岡田　有華 2013/4/20 第４７回千葉県陸上競技記録会 天台
5m26 (+0.6) 岡田　有華 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
4m52 鵜沢　佳代 2013/8/29 第６２回関東甲信越大学体育大会 三ツ沢
4m50 (+1.5) 決勝４位 鵜沢　佳代 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
4m43 (+0.4) 鵜沢　佳代 2013/10/13 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
4m30 (-1.5) 決勝8位 三浦　早央里 2013/9/28 第30回関東医科大学対抗陸上競技大会 上尾
4m07 (-0.7) 決勝１位 三浦　早央里 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
3m20 (-1.1) 小田倉　香織 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木

12m02 (+1.0) 決勝8位 岡田　有華 2013/5/19 第９２回関東学生陸上競技選手権大会 国立
11m94 (+0.6) 決勝5位 岡田　有華 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田
11m79 (+1.4) 岡田　有華 2013/4/13 第４７回千葉県陸上競技記録会 天台
11m47 (-0.4) 決勝２位 岡田　有華 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

8m32 決勝３位 各務　琴音 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松 歴代10位
6m64 決勝４位 三田地　麗奈 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

14m34 決勝３位 重見　優芽子 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松
13m74 決勝４位 三田地　麗奈 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

23m56 決勝３位 重見　優芽子 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松 歴代10位
21m04 決勝３位 荒木　麻理 2013/9/15 第７回全関東甲信越薬学生陸上競技大会 栃木
20m36 決勝４位 荒木　麻理 2013/8/3 第４８回千葉大学茨城大学対校陸上競技大会 笠松

4311点 決勝4位 各務　琴音 2013/10/14 第28回23大学対校陸上競技大会 町田 歴代2位

4143点 各務　琴音 2013/7/7 第８０回日本体育大学陸上競技会 日体大
                                             16秒10(+1.2)-1m50-8m77-27秒13(+3.0)-4m92(+1.9)-29m04-2分32秒54
3926点 各務　琴音 2013/9/21 第８１回日本体育大学陸上競技会 日体大

走高跳

走幅跳

スウェーデンリレー

                       16秒61(-0.5)-1m45-8m73-27秒67(+0.9)-4m78(-0.2)-28m41-2分32秒00

円盤投

砲丸投

                       15秒60(+1.1)-1m54-9m06-27秒40(-0.4)-4m97(+0.5)-30m11-2分29秒11

三段跳

七種競技

やり投


