
第３５回　市制記念大会　兼　第２５回　市民陸上競技大会　兼　第10回　ジュニア陸上競技クラブ交流大会決勝成績一覧表 （女子）
(土) 審判長 記録主任

会場：能代市営陸上競技場◎・・・大会新　○・・・大会タイ 大村　幸信 大髙　智久

順　位　等 第　　１　　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位 第　５　位 第　６　位

競技種目 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録 氏名･学校名 記　録

小学校３年　100m 成田　知聡 ○16"6 島崎かんな ○16"6 藤原　優果 17"3 渡邊　怜音 17"5 鈴木　葵美 17"7 久保田ひなの 17"9 田口　真帆 16"6

(+3.5m) GANBA Jr.RC 追分RC 追分RC 追分RC 太田風の子 向能代小 第五小 平成20年

小学校４年　100m 斉藤麻里亜 ○15"3 田口　真帆 ○15"3 一関ほのか 16"1 伊藤　裕理 16"4 小林　彩里 16"5 信太　藍瑠 16"7 小林　莉菜 15"3

(-1.5m) 琴丘小 第五小 GANBA Jr.RC 追分RC 能山JAC 渟城南小 能代山本JAC 平成１５年

小学校５年　100m 星宮　里桜 14"5 今　　涼夏 14"5 大和　眞子 14"7 金平　華乃 15"5 西村　萌々 15"7 佐々木　愛 16"1 渡辺　愛梨 14"4

(+3.0m) GANBA Jr.RC 秋田ベーシックTC 秋田ベーシックTC 渟城南小 湖北小 追分RC 能代山本JAC 平成１５年

小学校６年　100m 久米真衣子 14"4 成田　優奈 14"5 桜庭沙友里 14"8 羽沢　知歩 15"1 高階　理愛 15"1 平川　香純 15"3 佐藤　園美 13"4

(+4.0m) 横手平鹿J GANBA Jr.RC GANBA Jr.RC GANBA Jr.RC 太田風の子 浅内小 能代山本JAC 平成１８年

小学校３年 田中　優麻 ◎2'58"3 佐々木佳乃 3'07"8 高橋まろい 3'23"4 小川　まや 3'23"9 菊池　理子 3'26"9 田畑　珠梨 3'31"0 細田　乃愛 3'06"2

８００ｍ GANBA Jr.RC 追分RC 二ツ井小 渟城南小 二ツ井小 水沢小 二ツ井 平成１８年

小学校４年 加藤　　萌 3'00"4 大塚　千夏 3'00"7 菊池　蓮美 3'10"4 飯坂　夏夕 3'16"8 佐藤ひびき 3'19"7 戸澤　紀華 3'20"3 佐々木彩乃 2'48"1

８００ｍ 藤里小 渟城西小 渟城西小 二ツ井小 朴瀬小 太田風の子 追分RC 平成19年

小学校５年 相原　季紗 2'55"5 越前　うの 2'59"6 梁瀬　幸塁 3'00"0 永井　優佳 3'00"9 伊藤　彩純 2'57"0 長谷川未来 3'16"6 佐々木香穂 ２’４２”０

８００ｍ 能山JAC 渟城南小 渟城南小 GANBA Jr.RC GANBA Jr.RC 渟城南小 能代山本JAC 平成１７年

小学校６年 佐々木彩乃 ◎2'31"7 渡辺　由惟 2'45"9 福岡　咲紀 2'48"9 加藤　夏鈴 2'50"1 熊谷あやね 2'56"9 小松　可乃 2'58"7 佐々木香穂 2'33"6

８００ｍ 追分RC GANBA Jr.RC GANBA Jr.RC GANBA Jr.RC 八森小 太田風の子 能代山本JAC 平成１８年

羽沢　知歩 伊藤さわ子 加藤　　葵 一関ほのか 永井　　海 山崎すみれ 菊地

小学校共通 星宮　里桜 GANBA Jr.RC 阿部　　葵 横手平鹿J 佐々木　愛 追分RC-A 佐々木美香 GANBA Jr.RC 渡辺　桜子 渟城南小 小池怜麗香 八森小 石田 56"0

４×１００ｍR 成田　優奈 58"7 中村　紗枝 1'01"1 佐々木　望 1'02"6 福岡　咲紀 1'01"9 岩谷　花澄 1'03"2 秋田　千裕 1'03"9 渡部 横手平鹿J

桜庭沙友里 久米真衣子 佐々木彩乃 渡辺　由惟 金平　華乃 岩城　眞鼓 加藤 平成１５年

小学校共通 伊藤さわ子 1m19 中村　紗枝 1m16 畠山　瑞生 1m30

走高跳 横手平鹿J６ 横手平鹿J６ 第四６ 平成１８年

小学校共通 高橋　沙湖 3m98 佐藤　千帆 3m53 保坂　里美 3m51 村田　早姫 3m14 岩谷　花澄 3m11 工藤　菜々 2m81 淡路　　冴 4m61

走幅跳 太田風の子６ 竹生小５ 追分RC６ 追分RC５ 渟城南小５ 秋田ベーシックTC 能代山本JAC 平成１８年

中学校共通　　１００ｍ 佐藤　美奈 13"5 石山由和子 13"5 住吉　未有 14"0 清水　美沙 14"3 田中沙衣子 14"4 佐藤　　楓 14"4 渡辺　愛梨 12"9

(+3.7m) GANBA Jr.RC１ 二ツ井１ 能代第一１ 東雲１ 能代第一２ GANBA Jr.RC１ 能代南 平成19年

中学校共通　　２００ｍ 杉山　晴香 ◎28"1 佐藤　園美 ◎28"1 伊藤　美樹 30"3 大谷　春菜 30"8 大高　華子 31"2 相原　澪菜 31"7 佐藤芽以子 28"3

(+1.2m) 二ツ井２ 東雲３ 東雲２ 東雲３ 東雲２ 八竜２ 二ツ井 平成１５年

中学校共通 安藤　麻友 2'51"1 佐藤みなみ 2'54"8 藤原　美奈 2'55"9 小林　由奈 2'56"3 加藤　璃子 3'07"8 伊藤　彩花 3'10"5 佐々木香穂 2'26"8

800m 山本２ 東雲３ 能代東１ 能代東１ 山本１ 八森２ 能代第一２ 平成１9年

児玉　文香 大谷　春菜 伊藤　美樹 平山　諭子 近藤しずく 小林　由奈 福士

中学校共通 杉山　晴香 二ツ井 佐藤　園美 能山JAC 伊藤　里歩 東雲 住吉　未有 能代第一 石井　絢菜 山本 小林明日香 能代東 大川 能代二

４×１００ｍR 簾内　彩瑛 55"0 佐藤みなみ 55"9 大高　華子 56"8 佐藤　柚華 58"2 安藤　麻友 59"4 笠井　怜花 1̃02"2 佐藤 54"0

石山由和子 長谷山恭華 清水　美沙 田中沙衣子 山田　小聖 小林　　萌 銭谷 平成１５年

中学校共通 成田　桃子 1m30 神林　　彩 1m20 長谷山恭華 1m20 大渕　悠香 1m15 鈴木　優梨 1m15 津浦めぐみ 1m51

走高跳 能代第一３ 能代東１ 東雲３ 東雲１ 東雲１ 峰浜 平成１３年

中学校共通 淡路　　冴 5m02 高橋　咲良 4m29 大谷　綾芽 4m22 永井　湖子 4m05 加賀屋佳乃 4m05 杉山　　葵 4m01 淡路　　冴 ４ｍ７６

走幅跳 能代第一３ 二ツ井２ 東雲１ 東雲１ 山本１ 能代第一２ 能代一１ 平成１９年

中学校共通 成田　彩華 9m47 保坂美沙季 8m15 近藤　千裕 7m65 安藤　成美 7m42 日沼美帆子 7m04 山内　早紀 6m73 藤田　美穂 9m77

砲丸投 二ツ井２ 能代南２ 山本１ 山本１ 八森１ 八森２ 八森 平成１８年
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平成21年9月26日

大　会　記　録


