
令和２年度　学校総合体育大会　高校の部　夏季大会 女子成績一覧表

2020/08/03～2020/08/05

会場  川口青木町公園プール

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
篠塚　聖妃  高2 上原みなみ  高3 石井　恵美  高3 今井　理央  高3 小池　唯子  高1 神谷　茉那  高1 園部りのあ  高1 齋藤　　碧  高2

埼玉栄 星野 川越女子 星野 春日部共栄 浦和第一女子 埼玉栄 武南

26.80 26.94 27.35 27.40 27.86 27.98 28.13 28.15

山本　葉月  高3 篠塚　聖妃  高2 小池　唯子  高1 今井　理央  高3 角野　優莉  高1 伊東　桃子  高3 神谷　茉那  高1 渡邉　友香  高1

花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄 星野 春日部共栄 川越女子 浦和第一女子 星野

57.34 58.83 59.34 59.65 59.89 1:00.05 1:00.23 1:00.95

山本　葉月  高3 守友　晃子  高2 伊東　桃子  高3 佐藤　凜花  高3 渡邉　友香  高1 稲荷山　空  高1 長谷部麻衣  高2 板倉さくら  高2

花咲徳栄 武南 川越女子 本庄東 星野 埼玉栄 埼玉栄 浦和第一女子

2:04.02 2:06.64 2:08.13 2:08.20 2:09.24 2:09.32 2:10.33 2:10.65

髙桑　美咲  高3 武田　眞咲  高2 増田　聖乃  高3 佐藤　凜花  高3 公地　七海  高2 稲荷山　空  高1 小黒　蒼依  高1 岡田　琉花  高2

春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 本庄東 松山女子 埼玉栄 伊奈学園 川口市立

4:21.54 4:22.35 4:26.92 4:28.89 4:29.42 4:31.69 4:32.70 4:34.14

髙桑　美咲  高3 増田　聖乃  高3 浅見　麻乃  高2 岡田　琉花  高2 公地　七海  高2 筏井　香乃  高3 若井亜由梨  高2 千種　那月  高2

春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 川口市立 松山女子 川口市立 春日部共栄 武南

8:54.26 9:13.33 9:14.55 9:19.35 9:22.27 9:28.61 9:29.58 9:32.54

西原茉奈花  高2 髙井麻里衣  高2 小峰　侑菜  高2 奥山　美良  高2 石崎　珠羽  高1 菅沼　凜歩  高2 長谷川琴菜  高3 宍戸祐里佳  高2

獨協埼玉 花咲徳栄 武南 春日部共栄 坂戸西 星野 本庄東 武南

30.91 32.14 32.15 32.16 32.65 32.65 32.85 33.60

（同5位）

酒井　　凌  高2 古俣　　桜  高1 佐藤　　優  高3 植竹　　遥  高3 武上紗也奈  高2 井上　結葉  高2 菅沼　凜歩  高2 西原茉奈花  高2

春日部共栄 埼玉栄 武南 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 星野 獨協埼玉

1:04.40 1:05.51 1:05.53 1:06.28 1:07.50 1:07.98 1:08.58 1:08.61

酒井　　凌  高2 佐藤　　優  高3 古俣　　桜  高1 植竹　　遥  高3 武上紗也奈  高2 井上　結葉  高2 中目　夏葉  高1 公地　陽海  高2

春日部共栄 武南 埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 浦和第一女子 大宮東

2:16.12 2:19.30 2:20.90 2:20.91 2:23.44 2:28.02 2:28.63 2:29.90

野澤　優意  高2 木暮あかり  高2 大河内あかり  高3 松原　聖奈  高2 清水　瑠菜  高1 飯田那夏波  高3 八木　愛香  高1 飯草　史佳  高1

星野 春日部共栄 星野 不動岡 花咲徳栄 川口市立 蕨 草加東

35.22 35.26 35.72 36.79 37.19 37.86 37.89 38.20

廣瀬　　碧  高1 菅　美奈実  高2 福田　優美  高1 矢島　里彩  高2 木暮あかり  高2 宗形　風花  高2 岡安　もえ  高1 野澤　優意  高2

春日部共栄 埼玉栄 武南 春日部共栄 春日部共栄 武南 埼玉栄 星野

1:12.43 1:13.37 1:15.56 1:16.00 1:16.51 1:16.75 1:17.64 1:18.10
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
菅　美奈実  高2 廣瀬　　碧  高1 北山愛優美  高1 矢島　里彩  高2 片岡あゆな  高2 南湖　　愛  高3 福田　優美  高1 山本　優菜  高2

埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 春日部共栄 武南 春日部共栄 武南 川越女子

2:34.34 2:35.86 2:41.27 2:42.16 2:44.01 2:44.49 2:44.73 2:47.55

上原みなみ  高3 上村和花奈  高3 米田　千歩  高2 富岡　瑠々  高3 長谷川菜々子  高1 厚目帆乃子  高3 井手実乃里  高3 坪　　桃子  高2

星野 草加東 星野 本庄東 坂戸西 坂戸西 花咲徳栄 川口市立

28.42 29.40 30.34 30.36 30.43 30.60 30.76 30.86

松下　　茜  高1 蓮原　愛実  高2 寺島くるみ  高1 秋山菜々花  高1 植田　彩巴  高1 佐久間惟由  高1 本田　遥香  高2 武井　柚月  高3

武南 花咲徳栄 春日部共栄 埼玉栄 武南 星野 伊奈学園 埼玉栄

1:03.28 1:03.53 1:03.60 1:04.09 1:04.90 1:05.04 1:05.97 1:06.18

松下　　茜  高1 守友　晃子  高2 蓮原　愛実  高2 秋山菜々花  高1 寺島くるみ  高1 佐久間惟由  高1 原　　和奏  高1 小松﨑まひろ  高3

武南 武南 花咲徳栄 埼玉栄 春日部共栄 星野 春日部共栄 武南

2:17.47 2:17.82 2:20.22 2:21.18 2:21.54 2:23.87 2:26.41 2:27.67

三浦　夕依  高2 北山愛優美  高1 向後　和見  高3 宗形　風花  高2 武井　柚月  高3 渡部　春奈  高1 角野　優莉  高1 野口　瑛美  高3

武南 花咲徳栄 春日部共栄 武南 埼玉栄 昌平 春日部共栄 南稜

2:21.93 2:23.36 2:24.95 2:28.44 2:28.97 2:29.40 2:29.62 2:30.09

武田　眞咲  高2 三浦　夕依  高2 向後　和見  高3 筏井　香乃  高3 野口　瑛美  高3 佐瀬　早紀  高3 渡部　春奈  高1 髙橋　　環  高3

春日部共栄 武南 春日部共栄 川口市立 南稜 本庄東 昌平 春日部共栄

4:53.62 5:00.00 5:08.84 5:11.76 5:15.02 5:16.93 5:17.42 5:18.58

埼玉栄  高 花咲徳栄  高 春日部共栄  高 星野  高 武南  高 川越女子  高 伊奈学園  高

長谷部麻衣  高2 蓮原　愛実  高2 相川　琴音  高3 上原みなみ  高3 松下　　茜  高1 伊東　桃子  高3 本田　遥香  高2

菅　美奈実  高2 武上紗也奈  高2 武田　眞咲  高2 野澤　優意  高2 齋藤　　碧  高2 山本　優菜  高2 小黒　蒼依  高1

増田　聖乃  高3 北山愛優美  高1 角野　優莉  高1 渡邉　友香  高1 三浦　夕依  高2 佐土奈々波  高3 佐藤　優衣  高2

篠塚　聖妃  高2 山本　葉月  高3 小池　唯子  高1 今井　理央  高3 守友　晃子  高2 石井　恵美  高3 大久保　咲  高1

3:58.35  Fin. 3:58.47  Fin. 3:59.54  Fin. 4:00.71  Fin. 4:00.75  Fin. 4:06.55  Fin. 4:07.45  Fin.

1:00.83  1st. 58.88  1st. 1:01.06  1st. 58.27  1st. 1:00.14  1st. 59.69  1st. 1:00.76  1st.
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
春日部共栄  高 埼玉栄  高 武南  高 花咲徳栄  高 川口市立  高 伊奈学園  高

小池　唯子  高1 増田　聖乃  高3 守友　晃子  高2 蓮原　愛実  高2 岡田　琉花  高2 本田　遥香  高2

武田　眞咲  高2 長谷部麻衣  高2 三浦　夕依  高2 北山愛優美  高1 菅谷　真滉  高1 小黒　蒼依  高1

植竹　　遥  高3 稲荷山　空  高1 千種　那月  高2 武上紗也奈  高2 筏井　香乃  高3 関　　優奈  高2

髙桑　美咲  高3 篠塚　聖妃  高2 小松﨑まひろ  高3 山本　葉月  高3 吉田　　凉  高1 堺澤　舞香  高1

8:28.97  Fin. 8:32.91  Fin. 8:38.00  Fin. 8:38.14  Fin. 8:54.24  Fin. 8:55.05  Fin.

2:10.44  1st. 2:05.75  1st. 2:06.14  1st. 2:07.51  1st. 2:12.26  1st. 2:13.27  1st.

春日部共栄  高 埼玉栄  高 花咲徳栄  高 武南  高 星野  高

酒井　　凌  高2 古俣　　桜  高1 武上紗也奈  高2 佐藤　　優  高3 菅沼　凜歩  高2

廣瀬　　碧  高1 菅　美奈実  高2 北山愛優美  高1 福田　優美  高1 野澤　優意  高2

寺島くるみ  高1 秋山菜々花  高1 蓮原　愛実  高2 守友　晃子  高2 佐久間惟由  高1

小池　唯子  高1 篠塚　聖妃  高2 山本　葉月  高3 三浦　夕依  高2 上原みなみ  高3

4:18.18  Fin. 4:18.33  Fin. 4:21.26  Fin. 4:23.59  Fin. 4:28.13  Fin.

1:04.84  1st. 1:05.16  1st. 1:07.31  1st. 1:05.98  1st. 1:08.24  1st.

2020/08/05 15:58:30
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