
第６０回　能代市・山本郡中学校夏季総合体育大会陸上競技選大会　 決勝成績一覧表

日時： (土) 審判長 記録主任 大会新 ◎

会場： 能代市営陸上競技場 大会タイ ○

種目　／　順位

１年１００ｍ 佐藤　園美 13.5 高橋　亜実 14.3 長谷山恭華 14.4 平川真由子 14.7 池内　彩子 15.0 畠山　彩子 15.0 畠山亜紀帆 15.3 武田　澄子 15.5 鈴木　益美 １３”２

(+2.5) 東雲 １ 二ツ井 １ 東雲 １ 能代南 １ 能代二 １ 能代二 １ 二ツ井 １ 八森 １ 東雲１ 平成元年

２年１００ｍ 小林　莉菜 13.3 高橋　千華 13.4 ＊村岡明日香 13.8 簾内　彩葵 14.0 金谷　莉那 14.3 小野寺　藍 14.7 ＊四辻響子 14.9 山木こずえ 15.0 鈴木　益美 １２”８

(+1.8) 東雲 ２ 二ツ井 ２ 二ツ井 ２ 二ツ井 ２ 能代二 ２ 能代二 ２ 能代二 ２ 能代一 ２ 東雲２ 平成２年

３年１００ｍ 渡辺　愛梨 13.1 工藤花緒里 14.1 児玉みのり 14.2 小野　美咲 14.2 佐藤　鮎香 14.3 田村　　葵 15.6 西方　枝里 17.1 鈴木　益美 １３”０

(+1.3) 能代南 ３ 能代南 ３ 八竜 ３ 八森 ３ 能代一 ３ 能代二 ３ 東雲 3 東雲３ 平成３年

共通　２００ｍ 大柄　千波 28.2 小林今雨子 28.4 茂呂美香子 29.3 石井真美子 29.5 奥山　　葵 29.6 佐々木夏子 30.2 原田まどか 30.9 淡路　美優 31.1 大高　法子 ２７”０

(+2.8) 能代南 ３ 能代東 ２ 二ツ井 ３ 能代一 ３ 二ツ井 ２ 能代東 ２ 能代南 ３ 能代二 ３ 東雲３ 昭和５６年

　共通 山木　彩紀 ２．３２．６ 金子　夕璃 ２．３８．７ ＊簾内亜里沙 ２．４０．６ 高橋　佳穂 ２．４３．８ 小笠原百音 ２．４５．９ ＊石山史奈 ２’４８”７ 山崎絵里奈 ２．５１．７ ＊播磨美里 ２．５６．１ 杉沢かおり ２’２２”９

８００ｍ 能代一 ３ 八竜 ２ 二ツ井 １ 二ツ井 ２ 二ツ井 ３ 二ツ井 １ 山本 ３ 二ツ井 １ 八竜３ 平成元年

　１年 佐々木香穂 ４．５６．９ 菊池　眞子 ５．２２．４ 佐藤みなみ ５．２７．５ 平川　百佳 ５．３４．３ 安田　菊恵 ５．４０．５ 佐々木　舞 ５’１９”４

１５００ｍ ◎能代一 １ 二ツ井 １ 東雲 １ 二ツ井 １ 能代一 １ 八竜１ 平成１７年

　２・３年共通 佐々木　舞 ４．５０．６ 大山　初美 ５．１８．８ 小林まりか ５．２１．７ 千葉　志保 ５．２７．１ 藤原　千優 ５．２８．２ 三浦　朱莉 ５．２９．２ 松嶋菜都美 ５．４３．２ 熊谷みずは ５．５６．８ 加賀谷絵里 ４’５２”８

１５００ｍ ◎八竜 ３ 能代一 ３ 八森 ３ 二ツ井 ３ 能代東 ２ 八竜 ２ 東雲 ２ 八森 ２ 能代一３ 平成１０年

共通１００ｍH 大高　結子 16.6 竹内　美紀 17.5 田中　眞美 17.8 木村　有沙 19.3 紀本　夏希 19.3 須藤　　梓 19.3 畠　美菜子 19.9 鷲尾　黄金 １６”３

(+2.5) 東雲 3 能代二 ３ 二ツ井 ３ 能代二 ２ 八森 ３ 八森 ２ 能代南 ３ 東雲３ 昭和５９年

長谷山恭華１ ＊畠山　瑞生１ 秋田　佳穂１ 岡部　京子２

低学年 小林　莉菜２ 56.5 畠山　彩子１ 58.0 須藤真瑠美２ 59.9 鈴木　益美１ ５３”９

４×１００ｍR 大谷亜里佐２ 東雲 田中　千尋２ 能代二 武田　澄子１ 八森 武田真奈美１ 東雲

佐藤　園美１ 金谷　莉那２ 和平　侑奈２ 大高　恵２ 平成元年

北林　有子３ 田中　眞美３ 紀本　夏希３ 竹内　美樹３ 石井真美子３ 池内　彩香１ 大沢真樹子２ 佐々木夏子２ 渡辺　愛梨２

共通 大柄　千波３ 54.4 ＊村岡明日香２ 55.3 小野　美咲３ 55.5 小野寺藍２ 56.3 山木　彩紀３ 57.3 千葉　彩加３ 57.3 三浦野乃子２ 57.5 小林今雨子２ 57.7 大柄　千波２ ５１”９

４×１００ｍR 工藤花緒里３ 能代南 茂呂美香子３ 二ツ井 大坂　知未３ 八森 淡路　美優３ 能代二 泉　　菜々３ 能代一 近藤あさみ３ 山本 佐々木　舞３ 八竜 藤原　千優２ 能代東 大塚　　葵３ 能代南

渡辺　愛梨３ 五十嵐亜希子２ 畠山　祥子３ 菅原　真実３ 佐藤　鮎香３ 近藤　真愛３ 児玉みのり３ 神馬　真旺３ 和田美里亜３ 平成１８年

菅原　真実 1.50 ＊畠山　瑞生 1.41 近藤あさみ 1.32 若松　史佳 1.29 木元友里加 1.26 田中　千尋 1.23 田口　裕香 １ｍ２３ 長谷山優子 １ｍ５８

能代二 ３ 能代二 １ 山本 ３ 能代一 ３ 八森 ２ 能代二 ２ 二ツ井 ３ 東雲３ 昭和５６年

淡路　　冴 4.75 五十嵐亜希子 4.55 北林　有子 4.53 畠山　祥子 4.44 長木　綺菜 4.40 近藤　真愛 4.21 佐藤　彩那 4.13 中田　　友 4.11 大高　　恵 ５ｍ０５

能代一１ +2.3 二ツ井２ +2.0 能代南３ +3.2 八森３ +2.0 二ツ井３ +1.2 山本３ +2.4 能代二３ +1.8 能代二３ +2.4 東雲３ 平成２年

藤田　美穂 9.32 大山　えり 8.33 小林　美穂 7.79 大沢真樹子 7.76 神馬　真旺 7.25 ＊畠山　紗香 7.13 ＊武田美紗都 7.01 田村　友花 6.27 藤原佳奈子 １１ｍ２５

八森 ３ 八森 ３ 能代東 ２ 八竜 ２ 能代東 ３ 八森 １ 能代東 ２ 能代南 １ 能代東３ 平成１０年

大坂　知未 １６７５ 千葉　彩加 １５９３ 泉　　菜々 １１２０ 佐藤　芽以子 二ツ井３

八森 ３ 山本 ３ 能代一 ３
18.1 －４５４ －２８３ －２０７ － － － － － 17"8－484点 １９２７点

1.29 －３９９ －３６９ －２２２ － － － － － 1m32－429点 平成１６年

8.17 －４１０ －４３３ －３３６ － － － － － 10m60－569点

30.8 －４１２ －５０８ －３５５ － － － － － 30"3－445点

共通
　　　　　走高跳

女子成績
第１位 第２位 第３位

大村　幸信
平成19年6月16日

第８位 大　会　記　録第７位第４位 第５位 第６位

原田　結城

共通
　　　　　走幅跳

共通
　　　　　砲丸投

４種競技
　　110ｍH(+2.2)
　　　砲丸投
　　　走高跳
　　　400m


