
第２回 県北ブロック少年少女陸上競技交流大会 記録一覧（女子）
日時： 審判長 記録主任 大会新 ◎

会場： 能代市風の松原陸上競技場 大会タイ ○

種目 ／ 順位

櫻庭 裕実 16.16 柏谷 桃華 16.31 會田 彩乃 16.55 佐々木杏華 16.57 大高 麻瑚 16.74 畠山 七海 16.95 兎澤 芽依 17.03 伊東 彩花 17.23 なし

渟城西小学校 (+1.7) 城南ランナーズ (+1.7) 鷹巣東小学校 (+1.7) 上川沿小学校 (+1.7) 渟城南小学校 (+1.7) 城南ランナーズ (+1.7) 花輪アスリートクラブ (+1.7) 渟城西小学校 (+1.7)

山内 愛海 2.56.11 小林 愛佳 2.56.90 田畑 七紗 2.57.88 畠中いずみ 2.59.69 落合 遥菜 3.01.36 渡辺 望美 3.04.06 小松 果蓮 3.06.46 石田 愛佳 3.06.63 なし

浅井 咲来 ◎14.09 菅原 朱里 15.05 石川百杜巴 15.12 工藤 夕花 15.54 田口 留奈 15.55 三浦 結奈 15.76 永井 舞 15.79 阿部 瑞希 15.89 １４”６ 平成２３年

GANBAJr.陸上クラブ (+1.0) 西館小学校 (-1.0) GANBAJr.陸上クラブ (-1.0) 早口ランナーズ (+1.1) 花輪アスリートクラブ (+1.0) 浜口小学校 (-1.0) 二ツ井小学校 (+1.7) 八幡平小学校 (-1.0)

成田 萌 ○13.44 三澤 彩乃 14.54 関口 結衣 14.77 山下 梨沙 14.81 柏谷 梨苑 14.82 勝田 彩佳 14.98 渡辺 優香 15.09 神成 恭花 15.12 １３”４４ 平成２３年

GANBAJr.陸上クラブ (+2.4) 綴子小学校 (+0.9) 上川沿小学校 (+0.8) 浦田小学校 (+0.8) 城南ランナーズ (+2.4) 花輪アスリートクラブ (+0.8) 東館クラブ (+0.8) 浦田小学校 (+0.9) 齊藤 けい（GANBAJr．）

福島 美羽 2.37.25 髙坂明日加 2.45.33 木村 佳乃 2.48.07 杉渕 彩花 2.49.02 久住 栞 2.49.26 髙堰 可子 2.50.31 柴田 寧々 2.51.56 進藤 千冬 2.53.37 2'35"50 平成２３年

５・６年８０ｍH 成田 知聡 ◎14.43 山口なつみ ◎14.66 成田 瑞紀 14.97 金沢 南 15.12 松山なな子 15.90 大髙 憧子 16.69 佐藤 風華 19.49 １４”８ 平成２３年

(+1.8)

５・６年 ５４”２ 平成２３年

４×１００ｍリレー

１走・２走 小松 村田 山下 神成 嶋口 勝田 金澤 兜森 保坂 大越 安田 大黒 木村 髙橋 畠山 畠山

３走・４走 浅井 成田 久住 藤本 山口 金沢 佐々木 関口 竹嶋 深川 柴田 阿部 木村 柏谷 畠山 佐藤

阿部 美羽 ◎1m27 村田 知央 1m20 坂本 桜 1m20 野呂 碧花 1m10 花田 光 1m00 １ｍ２２ 平成２３年

５・６年走幅跳 安保 友希 4m01 伊勢茉理奈 3m68 石川和賀羽 3m47 塚田 麗菜 3m37 高橋 雛花 3m26 佐藤 里歩 3m18 桐越 佑夏 3m18 畠山由佳梨 3m14 ３ｍ９８ 平成２３年

(風速） 花輪アスリートクラブ (+0.5) 西館小学校 (-1.4) GANBAJr.陸上クラブ (-0.2) 桂城小学校 (-0.3) 城南ランナーズ (-0.6) 向能代小学校 (-1.6) 二ツ井小学校 (-1.4) 成章小学校 (+0.1)

田中 優衣 ◎48m44 大越 玲那 ◎44m58 佐藤 千春 43m43 深川真里花 42m76 保坂 笑璃 37m70 佐藤 万鈴 35m80 渋谷 泉水 35m62 中西 由依 34m83 ４３ｍ８６ 平成２３年

９：４５ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃ 湿度： ６６％ 風： 北北西 ２．５ｍ/ｓ
１０：００ 天候： 晴れ 気温： ３２．０℃ 湿度： ６１％ 風： 北北東 １．２ｍ/ｓ
１１：００ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃ 湿度： ６３％ 風： 東北東 ２．１ｍ/ｓ
１２：００ 天候： 晴れ 気温： ３１．５℃ 湿度： ６３％ 風： 東南東 ２．６ｍ/ｓ
１３：００ 天候： 晴れ 気温： ３０．５℃ 湿度： ６８％ 風： 西南西 ２．７ｍ/ｓ
１３：０７ 天候： 晴れ 気温： 3１．０℃° 湿度： ６６％ 風： 南西 ２．２ｍ/ｓ

熊田 彩夏 （有 浦）

５・６年ソフトボール投
合川小学校 第五小学校 渟城西小学校 第五小学校 第五小学校 浅内小学校 花輪アスリートクラブ 花輪アスリートクラブ

木村 彩乃 （城 西）

田中 優衣 （合川南）

《グランドコンディション》

GANBAJr．陸上クラブ

５・６年走高跳
アスリート城西6 GANBAJr.陸上クラブ6 八幡平小学校6 西館小学校5 成章小学校5

成章小学校

54.79 59.72 1.00.39 1.00.96 1.02.29 1.02.29 1.02.73 1.04.35

扇田小学校5 相川 茜 （花 輪）

城南ランナーズ

竹生小学校6

GANBAJr.陸上クラブ 浦田小学校 花輪アスリートクラブ 上川沿小学校 第五小学校 アスリート城西

合川北小学校5 アスリート城西6 米内沢小学校5 棚谷 小梅 （桂 城）

GANBAJr.陸上クラブ6 花輪アスリートクラブ6 鷹巣西小学校6 花輪アスリートクラブ6 桂城小学校6

５・６年８００ｍ
花輪アスリートクラブ 桂城小学校6 小坂小学校6 合川小学校6 浦田小学校6

扇田小学校 有浦クラブ 浜口小学校

５年１００ｍ

６年１００ｍ

成田知聡（GANBA)成田萌（GANBA)

第７位 第８位 大 会 記 録

４年１００ｍ

４年８００ｍ
GANBAJr.陸上クラブ 能代第四小学校 長木小学校 渟城南小学校 渟城南小学校

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位

女子成績 平成24年8月5日(日)
大村幸信・佐々木孝男 髙橋 誠

第５位


