
平成24年度県学校総合体育大会陸上競技の部　兼 ﾄﾗｯｸ審判長 高澤　正夫

女子 関東高校陸上競技対校選手権大会予選会 2012年5月12日（土）～5月15日（火） 跳躍審判長 木村　一也 記録主任 岡本　輝

投擲審判長 齋藤　宰

日付 種目

5月13日  女子100m 土井 杏南 (2) 11.45(+1.6) 福嶋  美緒 (2) 11.96 竹内 爽香 (2) 12.14 阿部 彩花 (2) 12.16 吉田 実結 (2) 12.18 中村  優希 (1) 12.25 落井 優華 (1) 12.26 秋葉 七海 (2) 12.32

埼玉栄 準決勝 HR SHR GR11.43(+1.8) 春日部東 (+1.6) 浦和一女 (+1.6) 埼玉栄 (+1.6) 埼玉栄 (+1.6) 春日部東 (+1.6) 国際学院 (+1.6) 松山女 (+1.6)

5月14日  女子200m 土井 杏南 (2) 23.83 福嶋  美緒 (2) 24.82 尾形  夏奈 (2) 25.18 竹内 爽香 (2) 25.23 吉田 実結 (2) 25.46 奈良 美帆子 (2) 25.55 江口  琴美 (1) 25.71 小島 夕季 (3) 25.99

埼玉栄 GR(+0.9) 春日部東 (+0.9) 昌平 (+0.9) 浦和一女 (+0.9) 埼玉栄 (+0.9) 星野 (+0.9) 昌平 (+0.9) 市立川口 (+0.9)

5月12日  女子400m 鈴木 佑菜 (3) 59.96 奥冨 莉央 (2) 1:00.35 小島 夕季 (3) 1:00.74 串田 遥香 (2) 1:01.22 水野 真琴 (3) 1:01.27 青野  李香 (2) 1:01.54 町田 明香 (2) 1:01.90 奈良 美帆子 (2) 1:02.27

埼玉栄 埼玉栄 市立川口 国際学院 坂戸西 杉戸 深谷商 星野

5月14日  女子800m 中川  文華 (1) 2:15.02 林  由貴華 (2) 2:15.11 中山 咲 (2) 2:15.16 豊川 真里奈 (2) 2:15.89 笠原 花純 (3) 2:16.11 門馬 怜子 (3) 2:16.42 鴫 花織 (3) 2:17.49 吉成 和紗 (1) 2:20.04

昌平 昌平 埼玉栄 大井 本庄東 伊奈学園総 坂戸 埼玉栄

5月12日  女子1500m 中川  文華 (1) 4:38.78 林  由貴華 (2) 4:40.44 豊川 真里奈 (2) 4:42.03 和田 春香 (3) 4:42.12 小座間  夏子 (2) 4:43.05 中山 咲 (2) 4:45.22 上野  リサ (3) 4:47.55 中村 美咲 (1) 4:47.71

昌平 昌平 大井 埼玉栄 昌平 埼玉栄 春日部東 埼玉栄

5月15日  女子3000m 豊川 真里奈 (2) 9:37.12 東村 茜 (2) 9:39.77 小座間  夏子 (2) 9:40.46 和田 春香 (3) 9:41.12 冨田  千鶴 (2) 9:46.10 田口 理沙 (3) 9:54.78 小山 那奈子 (2) 10:01.24 田口 奈緒 (3) 10:03.28

大井 埼玉栄 昌平 埼玉栄 昌平 狭山経済 埼玉栄 狭山経済

5月15日  女子100mH(0.840m) 新垣 安菜 (2) 14.90 池田 菜月 (1) 14.99 竹田 いぶき (3) 15.22 川上  風花 (1) 15.30 渡邉 愛和 (3) 15.32 佐々木  花奈 (3) 15.53 藤波  美有 (2) 15.65 根岸  千晴 (3) 15.68

昌平 (-2.0) 埼玉栄 (-2.0) 熊谷女 (-2.0) 昌平 (-2.0) 熊谷女 (-2.0) 八潮 (-2.0) 八潮 (-2.0) 八潮 (-2.0)

5月13日  女子400mH(0.762m) 鈴木 佑菜 (3) 1:02.25 渡邉 愛和 (3) 1:02.76 池田 菜月 (1) 1:04.17 樽川  侑奈 (3) 1:04.67 山内 優海 (1) 1:05.14 串田 遥香 (2) 1:05.35 辻岡 樹里 (3) 1:06.09 小島 夕季 (3) 1:09.89

埼玉栄 熊谷女 埼玉栄 越谷西 埼玉栄 国際学院 伊奈学園総 市立川口

5月12日  女子5000mW 八木 望 (3) 24:06.90 渡邉  志穂 (3) 24:45.94 工藤 友里奈 (2) 25:56.00 長濱  実奈 (3) 25:57.41 寺山 薫 (3) 25:58.21 西條 詩織 (3) 27:25.95 森 まりの (2) 27:44.64 白方 浩子 (3) 28:29.97

熊谷女 GR 春日部東 浦和一女 久喜 熊谷女 浦和一女 所沢西 川越女

5月13日  女子4X100mR 埼玉:埼玉栄 47.47 埼玉:春日部東 47.71 埼玉:昌平 48.13 埼玉:浦和一女 48.48 埼玉:国際学院 48.51 埼玉:深谷商 49.04 埼玉:伊奈学園総 49.24 埼玉:松山女 49.83

初見 笑里 (1) 永瀬 綾夏 (2) 田中 美月 (2) 小林 由佳 (3) 辻本 星菜 (1) 茂木 千枝 (2) 倉川 遥香 (3) 小田 彩芽 (3)

鬼塚 玲寧 (1) 福嶋 美緒 (2) 倉田 朱夏 (1) 石原 菜美 (3) 三浦 海友 (2) 町田 明香 (2) 福島 綾乃 (2) 秋葉 七海 (2)

吉田 実結 (2) 小泉 春奈 (3) 服部 加奈 (1) 竹内 爽香 (2) 星 美生 (2) 川崎 真優 (3) 萩原 望 (3) 清水 由佳 (2)

阿部 彩花 (2) 鈴木 美緒 (3) 尾形 夏奈 (2) 青野 佳奈 (3) 落井 優華 (1) 朝妻 優萌 (2) 荻野 啓子 (3) 成川 明里 (2)

5月15日  女子4X400mR 埼玉:埼玉栄 3:51.98 埼玉:深谷商 3:54.73 埼玉:伊奈学園総 3:56.92 埼玉:国際学院 3:58.26 埼玉:熊谷女 3:58.90 埼玉:春日部東 3:59.34 埼玉:坂戸西 4:00.33 埼玉:久喜 4:01.94

吉田 実結 (2) 茂木 千枝 (2) 鈴木 亜悠 (2) 中村 みなみ (2) 吉田 真梨 (3) 土屋 彩奈 (3) 木川　桃花 (3) 阿部 麻李亜 (2)

奥冨 莉央 (2) 町田 明香 (2) 鳥居 帆乃佳 (2) 三浦 海友 (2) 齋藤 彩 (2) 橋本 真由 (1) 松本　聖華 (1) 伴野 早紀 (2)

山内 優海 (1) 福島 ゆうり (2) 辻岡 樹里 (3) 宮井 沙華 (1) 大野 美咲 (2) 船津 遥香 (3) 福田　結女 (2) 那須 彩 (3)

鈴木 佑菜 (3) 朝妻 優萌 (2) 荻野 啓子 (3) 串田 遥香 (2) 渡邉 愛和 (3) 福嶋 美緒 (2) 水野　真琴 (3) 青木 史菜 (3)

5月12日  女子走高跳 照井 はるか (3) 1m64 渡邊 亜衣里 (3) 1m61 武笠 友美 (3) 1m61 鈴木 玲音 (1) 1m61 飯田 夏鈴 (1) (同順)1m55 志賀  美優 (2) (同順)1m55 野口 絵理奈 (3) 1m55 藤倉  ひらり (3) 白岡 1m55

坂戸西 大井 埼玉栄 埼玉栄 国際学院 昌平 所沢西 半田 佳奈美 (2) 埼玉栄

5月13日  女子棒高跳 白井 里枝 (2) 3m30 笠原 英美璃 (3) 3m30 和田 安佳音 (1) 3m20 倉持 美喜 (3) 3m20 三宅 里沙 (3) 3m10 生島 弥歩 (2) 3m10 森山 友実 (3) 3m00 若松 里緒奈 (3) 3m00

越谷南 大宮東 白岡 不動岡 越谷南 越谷南 越谷南 八潮

5月14日  女子走幅跳 山田 優 (3) 5m71 朝妻 優萌 (2) 5m68 宇和野 七海 (1) 5m66 田代 恵理 (3) 5m64 石原 菜美 (3) 5m59 徳重 里伽子 (3) 5m50 中澤 希緒 (3) 5m42 清水 ちはる (1) 5m40

聖望 (-0.4) 深谷商 (-0.9) 埼玉栄 (-0.4) 本庄東 (+0.9) 浦和一女 (-1.1) 市立浦和 (-0.3) 早大本庄 (-1.5) 国際学院 (+0.3)

5月13日  女子OP三段跳 秋本 麗汀 (3) 11m49 成川 明里 (2) 11m13 中村 梨紗子 (3) 11m07 清水 ちはる (1) 10m93 村山　彩夏 (2) 10m89 岡部 祐佳 (2) 10m74 西 真利奈 (3) 10m74 武村 優希 (2) 10m63

大宮南 (-1.3) 松山女 (-1.9) 松山女 (-1.9) 国際学院 (0.0) 和光国際 (-1.8) 伊奈学園総 (-0.5) 浦和一女 (-0.6) 浦和一女 (-0.3)

5月15日  女子砲丸投(4.000kg) 廣田 真衣 (2) 11m93 塗 真奈美 (2) 11m09 二方 恵里奈 (3) 11m06 勝山 眸美 (3) 11m01 菊地 江里加 (3) 10m98 小池 礼華 (3) 10m93 栢盛 妃子 (2) 10m40 中谷 梢 (3) 10m31

西武台 西武台 西武台 進修館 本庄東 坂戸西 星野 本庄東

5月13日  女子円盤投(1.000kg) 塗 真奈美 (2) 37m57 小暮 さやか (3) 37m16 剣持 夕子 (3) 36m40 菊地 江里加 (3) 35m82 鈴木 美咲 (3) 35m67 目崎 玲奈 (3) 33m28 勝山 眸美 (3) 32m49 鹿山 実咲 (2) 31m75

西武台 西武台 所沢西 本庄東 坂戸西 埼玉栄 進修館 坂戸西

5月14日  女子ハンマー投(4.000kg) 勝山 眸美 (3) 54m60 橋本　有加 (3) 38m50 野本 なつみ (3) 33m72 鈴木　美咲 (3) 32m65 鹿山　実咲 (2) 29m91 中村 琴美 (2) 29m61 川田 亜利沙 (2) 27m77 中村 暁美 (2) 26m78

進修館 SHR GR 西武台 草加 坂戸西 坂戸西 羽生実 進修館 羽生実

5月12日  女子やり投(600g) 二方 恵里奈 (3) 42m96 中谷 梢 (3) 41m46 井上 茉琴 (2) 41m46 小池 礼華 (3) 39m05 立石  佳代 (3) 38m33 安馬 利菜 (1) 38m04 高橋  宏子 (3) 37m30 藤川 友実子 (3) 37m23

西武台 本庄東 西武台 坂戸西 昌平 西武台 幸手 早大本庄

5月14日  女子七種競技 白田 智愛 (3) 4193 平岡 麻由美 (1) 4027 髙梨 純未 (3) 3809 半田 佳奈美 (2) 3794 中谷 梢 (3) 3556 武中 清香 (2) 3546 金子 実怜奈 (2) 3545 冨田 真波 (1) 3539

5月15日 国際学院 本庄東 所沢西 埼玉栄 本庄東 浦和一女 越谷北 本庄東

女子総合 埼玉栄 140.5点 昌平 78.5点 西武台 53点 本庄東 38点 春日部東 36点 熊谷女 33点 浦和一女 32点 国際学院 31.5点
女子トラック 埼玉栄 115点 昌平 71点 春日部東 36点 熊谷女 33点 浦和一女 25点 大井 19点 国際学院 19点 伊奈学園総合 13点
女子フィールド 西武台 53点 本庄東 22点 坂戸西 21点 埼玉栄 20.5点 聖望 8点 所沢西 8点 昌平 7.5点 深谷商・大井 7点

女子混成 本庄東 12点 国際学院 8点 所沢西 7点 埼玉栄 5点 浦和一女 3点 越谷北 2点

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

15.80-1m43-9m22-27.43 15.52-1m46-9m51-27.43 15.98-1m43-6m78-27.47 16.39-1m49-7m54-27.99 18.62-1m35-9m97-28.78 17.56-1m49-6m89-27.73 17.21-1m30-7m58-27.94 17.51-1m35-9m72-28.22

4m67-25m24-2:29.78 4m44-22m88-2:32.784m89-30m07-2:25.77 4m53-31m51-2:40.92 5m06-19m14-2:29.05 4m88-31m39-2:47.95 4m37-41m84-2:49.07 4m73-24m78-2:41.48


