
平成22年度全国高等学校総合体育大会　　秩父宮賜杯　　第63回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

月 参加
　　日 人数 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名 記　録 氏　　名

5/23 42 +0.0 12.88 武内 彩香 南(3) 12.94 秋岡 志穂 学芸(2) 12.95 松村 成美 宿毛工(2) 13.07 林 真結 南(1) 13.09 小原愛里菜 安芸(1) 13.20 松井 芽生 中村(3)

5/24 35 -2.1 26.34 中村 優歩 土佐(2) 26.60 宮﨑 真嘉 土佐(2) 26.91 森田 歩美 小津(3) 27.05 小原愛里菜 安芸(1) 27.06 林 真結 南(1) 27.17 武内 彩香 南(3)

5/22 29 59.82 森田 歩美 小津(3)  1:00.44 片岡友里絵 土佐女(3)  1:00.98 濵野 眞生 岡豊(2)  1:01.39 竹崎 愛子 土佐女(2)  1:01.45 足達 真紀 追手前(3)  1:02.04 勝瑞 佐織 西(3)

5/24 26  2:15.47 池本 愛 中村(1)  2:19.08 弘田 歩 岡豊(3)  2:19.64 片岡友里絵 土佐女(3)  2:21.89 井本 涼 追手前(2)  2:22.74 吉永みづ紀 岡豊(3)  2:23.10 平田 百恵 岡豊(1)

5/22 28  4:31.64 池本 愛 中村(1)  4:44.81 松田 杏奈 山田(1)  4:44.82 弘田 歩 岡豊(3)  4:44.87 和田 安生 岡豊(3)  4:45.11 高橋 世奈 山田(2)  4:45.17 中平 麻弥 山田(2)

5/24 17  9:50.42 池本 愛 中村(1)  9:56.70 大地 晃永 山田(3) 10:14.84 鍋島 莉奈 山田(2) 10:17.94 松田 杏奈 山田(1) 10:33.81 和田 安生 岡豊(3) 10:56.02 戸梶 愛莉 岡豊(2)

5/24 12 +0.0 16.38 小松 桃子 安芸(3) 16.63 飯田 優希 追手前(2) 16.66 西村 佳帆 中村(3) 16.82 杉本 紗帆 中村(3) 17.06 光岡 郁穂 学芸(2) 17.07 堀 和泉 岡豊(2)

5/23 10  1:08.30 杉本 紗帆 中村(3)  1:08.93 竹崎 愛子 土佐女(2)  1:09.05 浜田 彩 小津(3)  1:09.65 松井 芽生 中村(3)  1:09.82 岡野 史恵 土佐(2)  1:10.17 菖蒲谷恵理子 岡豊(3)

5/22 7 15:39.66 中越栄莉花 東(2) 15:41.48 嶋矢 菜穂 岡豊(2) 15:48.85 細木 葵絵 中村(2) 16:07.69 中越亜莉沙 東(3) 16:49.35 筒井 佐奈 丸の内(3) 17:09.51 谷岡 奈美 丸の内(2)

岡野 史恵 (2) 林 真結 (1) 松井 芽生 (3) 岡﨑 詩織 (2) 深尾 梓 (2) 杉野 文香 (2)

49.91 中村 優歩 (2)土佐 50.49 武内 彩香 (3)南 51.13 前田 美尋 (1)中村 51.37 濵野 眞生 (2)岡豊 51.47 小原愛里菜 (1)安芸 52.04 山中 美佳 (2)西

宮﨑 真嘉 (2) 加志﨑莉乃 (1) 杉本 紗帆 (3) 高橋 希 (2) 仙頭 真菜 (1) 黒原 未知 (3)

武藤 祐希 (2) 佐竹 真緒 (1) 西村 佳帆 (3) 菖蒲谷恵理
子 (3) 高松 由佳 (3) 勝瑞 佐織 (3)

岡野 史恵 (2) 林 真結 (1) 菖蒲谷恵理
子 (3) 杉本 紗帆 (3) 小橋 愛弓 (3) 楠瀬 美咲 (2)

 4:05.15 宮﨑 真嘉 (2)土佐  4:07.67 吉岡こより (1)南  4:07.86 弘田 歩 (3)岡豊  4:09.84 中嶋沙也加 (3)中村  4:10.78 片岡友里絵 (3)土佐女  4:14.28 井本 涼 (2)追手前

武藤 祐希 (2) 佐竹 真緒 (1) 高橋 希 (2) 安田 奈央 (2) 樋口友佳理 (2) 黒田 喜穂 (2)

中村 優歩 (2) 武内 彩香 (3) 濵野 眞生 (2) 松井 芽生 (3) 竹崎 愛子 (2) 足達 真紀 (3)

5/23 14 1m51 松島 小夏 追手前(3) 1m48 戎井 香菜 学芸(1) 1m45 中田 瑠菜 岡豊(1) 1m45 同順 :藤本 宿毛(2) 1m40 玉好 遥 高知工(2) 1m35 喜多 杏樹 高知工(3)

  5m52 土佐(2)   5m20 中村(3)   5m13 土佐(1)   5m12 岡豊(2)   5m07 中村(3)   5m06 安芸(3)

+1.1 +1.0 +0.2 +1.8 +1.5 +0.3

5/24 19  11m17 松岡 奈那 中村(3)   9m72 矢野川結菜 岡豊(2)   8m96 戸田 渚 高知商(2)   8m82 出口あすか 清水(1)   8m69 山崎亜里紗 追手前(3)   8m58 原山 胡都 安芸(3)

5/22 20  34m07 松岡 奈那 中村(3)  31m47 矢野川結菜 岡豊(2)  31m05 原山 胡都 安芸(3)  29m60 山崎亜里紗 追手前(3)  27m83 蕨川 祐維 高岡(3)  27m66 北峯 知沙 中村(3)

5/23 15  32m19 矢野川結菜 岡豊(2)  31m71 北峯 知沙 中村(3)  31m26 山崎亜里紗 追手前(3)  31m13 前田 夏奈 岡豊(1)  29m27 勝賀瀬 希 小津(3)  28m92 川﨑由布奈 土佐女(2)

5/22 7  3043 樋口友佳理 土佐女(2)  2948 安田 奈央 中村(2)  2928 堀 和泉 岡豊(2)  2854 中島 彩花 中村(2)  2744 北村 美和 高知商(3)  2182 有田 朱伽 中村(2)
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主 催 者 高等学校体育連盟
都道府県内の予選会校数・人数 風  向 風  速 湿  度 天候 陸 上 競 技 協 会
参加校数 29 校 第１日 南 1.3m/s 42% 曇り 記録主任 　　　印

参加人数 201 名 第２日 南 1.9m/s 90% 雨 総　　 務 　　　印

○この成績表は１部提出のこと。 第３日 南 1.6m/s 68% 晴れ 審 判 長 　　　印
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