
 中学女子  

種 目 記 録 氏  名 所  属 大 会 名 年 月 日 場 所 

(1 年)100m 12"7 宮脇 朝美 北ノ川 四国中学総体 H1.8.6 屋島 

 12"7 田村 紗希子 明徳義塾 高吾地区記録会 H8.5.19 春野 

(電電電電) 12"96 小松小松小松小松    陽奈陽奈陽奈陽奈 宿毛宿毛宿毛宿毛 幡多記録会幡多記録会幡多記録会幡多記録会(3) H28.8.11 宿毛宿毛宿毛宿毛 
(2 年)100m 12"3 宮脇 朝美 北ノ川 四国中学総体 H2.8.5 鳴門 

(電) 12"67 宮脇 朝美 北ノ川 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H2.10.13 草薙 

(3 年)100m 12"4 柳本 知佐 朝ヶ丘 四国選手権 S59.8.26 鳴門 

(電) 12"62 鎌倉なぎさ 大津 県中学総体 H27.7.19 春野 

200m 25"3 宮脇 朝美 北ノ川 全日本通信 H3.7.14 春野 

(電) 25"32 宮脇 朝美 北ノ川 全日本中学 H3.8.20 宮崎 

800m 2'14"69 池本 愛 県立中村 中学選手権 H21.9.27 春野 

(1 年年年年)1500m 4'43"42 近江近江近江近江    香穂香穂香穂香穂 香長香長香長香長 中学選手権中学選手権中学選手権中学選手権 H28.10.1 春野春野春野春野 
(2 年年年年)1500m 4'33"37 徳弘徳弘徳弘徳弘    亜衣亜衣亜衣亜衣 香香香香長長長長 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H28.10.29 日産ｽﾀ日産ｽﾀ日産ｽﾀ日産ｽﾀ 
(3 年)1500m 4'31"62 池本 愛 県立中村 あったか！りょうま記録会 H22.3.20 高知市 

3000m 9'49"82 徳弘徳弘徳弘徳弘    亜衣亜衣亜衣亜衣 香長香長香長香長 中長記録会中長記録会中長記録会中長記録会(5) H28.12.3 春野春野春野春野 
100mH 14"47 五百蔵 美希 城西 全日本中学通信 H26.6.27 高知市 

(低)400mR 51"6 弘見 久米 妙(2)・谷 美加(1)・兼松 美穂(1)・米花 かおり(2)  

    中学選手権 H1.10.29 春野 

(電) 53"23 窪川 奥村 奈生(1)・西田 ゆめ(1)・濱田 利紗(1)・多賀 彩乃(1)   

    全日本中学通信 H25.6.29 春野 

400mR 50"6 弘見 久米 妙(3)・谷 美加(2)・兼松 美穂(2)・米花 かおり(3)  

    県中学総体 H2.7.27 春野 

(電) 50"36 高知学芸 富川 睦(3)・岩﨑 七緒(3)・岡田 麻由(3)・濱口 奈津実(3)  

    四国中学総体 H25.8.4 春野 

(混成ﾁｰﾑ)(電) 50"11 高知選抜 藤澤 雛子(須崎 3)・西原 琳(県中村 2)・笹岡 夏保(学芸 3)・依光 彩純(鏡野 1) 

    ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H23.10.30 日産ｽﾀ 

(低)走高跳 1m55 平野 智美 昭和 幡多郡中学 S60.10.24 大方 

走高跳 1m66 氏原 雅子 城東 四国中学総体 S52.8.7 屋島 

棒高跳 2m71 藤岡 亜紗 大津 高知市選手権 H18.9.2 高知市 

(低)走幅跳 5m52 田村 紗希子 明徳義塾 全日本通信 H8.6.23 春野 

走幅跳 5m82 田村 紗希子 明徳義塾 四国中学総体 H10.8.10 砥部 

三段跳 11m40 田村 紗希子 明徳義塾 県記録会 H11.3.28 春野 

砲丸投 15m38 三木 逸子 清水 秋季選手権 S47.11.12 高知 

四種競技 2667 点 岸野 美雨 大津 四国中学総体 H27.8.1-2 鳴門 

   14"93‐1m50‐10m64‐28"09   

◆ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ       

中学女子駅伝中学女子駅伝中学女子駅伝中学女子駅伝 41'28" 香長香長香長香長  第第第第 24 回高新中学女子駅伝回高新中学女子駅伝回高新中学女子駅伝回高新中学女子駅伝 H28.11.13 春野周回春野周回春野周回春野周回 
      徳弘徳弘徳弘徳弘 亜衣亜衣亜衣亜衣・・・・近江近江近江近江 香穂香穂香穂香穂・・・・山下山下山下山下 夕里奈夕里奈夕里奈夕里奈・・・・酒井酒井酒井酒井 彩音彩音彩音彩音・・・・山下山下山下山下 美海美海美海美海   
      （（（（5 区間区間区間区間 12km：：：：3.0km‐‐‐‐2.0km‐‐‐‐2.0km‐‐‐‐2.0km‐‐‐‐3.0km））））  
 42'32" 香長  第 8 回高新中学女子駅伝 H12.11.26 高新 

   濱田 哲美・三好 由佳・土居 加奈・金子 紗織・今村 かおり   

   （5 区間 12km：3.0km‐2.0km‐2.0km‐2.0km‐3.0km）  

5km 17'20" 谷本 茉央 窪川 高新ﾛｰﾄﾞ H13.12.2 高新 

400m 58"70 宮脇 朝美 北ノ川 第 46 回石川国体 H3.10.14 金沢 

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 40m47 山内  藍 三里 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H13.10.27 横浜国際 

3km 10'17" 立石 香奈 片島 中村ﾛｰﾄﾞ H9.12.23 中村 

三種競技 A 2890 点 平田 貴子 三崎 全日本中学 S62.8.22 三重 

   1m45 12"8 10m71‐ ‐    

三種競技 B 2826 点 田村 紗希子 明徳義塾 混成記録会 H10.11.22 春野 

   5m58 8m21 15"8‐ ‐    

 


