
平成２６年５月１７・１８日 相模原ギオンスタジアム ト ラ ッ ク 審 判 長 籾山　弘一

平成２６年５月24・25日 横浜市営三ツ沢陸上競技場 跳 躍 審 判 長 木村　尚由

投 て き 審 判 長 松尾　正弘

混 成 審 判 長 前田　憲一郎

招 集 所 審 判 長 生野　 俊道

記 録 主 任 山崎　正俊

日付 種目

大石　沙南(2) 12.60 熊谷　妙子(3) 12.73 杉山　菫(2) 12.75 武内　緩奈(3) 12.87 須田　真子(2) 12.89 斉藤　優香(2) 12.90 足立　梨紗(3) 13.00 越智　めぐみ(3) 13.16

相洋 弥栄 相洋 川崎市立橘 川崎市立橘 荏田 希望ヶ丘 相洋

杉山　菫(2) 24.76 大石　沙南(2) 24.78 武内　緩奈(3) 25.18 熊谷　妙子(3) 25.34 井上　里咲(2) 25.43 イブラヒム　愛紗(2) 25.63 森　美緒(3) 25.75 渡邉　明日香(3) 25.87

相洋 相洋 川崎市立橘 弥栄 荏田 磯子 川崎北 菅

井上　里咲(2) 57.22
カラザース　圭菜
ヴィヴィアン(3)

57.63 加藤　瑞稀(3) 57.71 早瀬　莉子(3) 57.88 西村　緋菜乃(2) 57.93 河野　智美(2) 58.26 堀口　麻夏(3) 58.32 河津　茉佑(2) 1:00.16

荏田 川崎市立橘 相洋 横浜南 相洋 菅 相洋 横浜清陵

杉山　香南(3) 2:10.88 脇坂　詩乃(2) 2:13.02 安斉　あゆ美(2) 2:14.97 髙野　涼夏(3) 2:16.94 青栁　花子(3) 2:17.20 清水　萌衣乃(3) 2:18.16 添田　菜緒(3) 2:19.50 平賀　美晴(3) 2:21.52

白鵬女子 白鵬女子 荏田 白鵬女子 希望ヶ丘 逗子 平塚学園 相模原中等

杉山　香南(3) 4:31.85 加藤　美菜(3) 4:32.90 佐藤　成葉(2) 4:32.99 寺内　希(3) 4:34.04 脇坂　詩乃(2) 4:34.36 松本　菜穂(3) 4:35.73 安斉　あゆ美(2) 4:36.57 木下　友梨菜(2) 4:36.75

白鵬女子 白鵬女子 荏田 秦野 白鵬女子 元石川 荏田 荏田

加藤　美菜(3) 9:36.84 佐藤　成葉(2) 9:37.62 木下　友梨菜(2) 9:40.67 寺内　希(3) 9:43.10 松本　菜穂(3) 9:44.75 古谷　奏(3) 9:46.51 清水　萌衣乃(3) 9:48.06 内田　佳奈(2) 9:49.83

白鵬女子 荏田 荏田 秦野 元石川 白鵬女子 逗子 三浦学苑

堀池　香穂(3) 14.09 鈴木　美帆(3) 14.35 鴨林　楓奈(1) 14.58 湯原　美月(3) 14.65 駒澤　あゆ美(2) 14.66 高橋　真布(1) 14.81 深田　菜緒(2) 14.85 溝辺　美夏(2) 15.37

相洋 松陽 川和 東海大相模 横須賀総合 相洋 川崎市立橘 城郷

堀池　香穂(3) 1:00.75
カラザース　圭菜
ヴィヴィアン(3)

1:01.33 小宇佐　香澄(3) 1:02.56 松村　涼(3) 1:03.01 湯原　美月(3) 1:03.90 土屋　かれん(2) 1:05.29 藤巻　芹菜(3) 1:05.65 岸　歩美(3) 1:07.27

相洋 川崎市立橘 弥栄 希望ヶ丘 東海大相模 相洋 元石川 相模原総合

安藤　梨沙(2) 26:53.52 波木井　愛(3) 27:19.41 岡野　杏子(3) 27:56.46 内田　真織(3) 27:59.85 八ヶ代　朱里(2) 30:04.91 櫻井　羅美(3) 30:35.10 森　夕佳(3) 31:52.86 大久保　祐海(3) 32:52.02

希望ヶ丘 逗葉 逗子 藤沢西 藤沢西 藤沢西 有馬 逗葉

相洋 47.00 荏田 48.18 川崎市立橘 48.21 希望ヶ丘 48.99 菅 49.13 横須賀学院 49.53 藤沢西 49.53 相模原中等 49.94

大石　沙南(2) 古正　凪沙(1) 須田　真子(2) 井上　夏海(1) 長岡　愛美(1) 郡司　美星(3) 堀田　幸代(3) 佐藤　華子(2)

杉山　菫(2) 井上　里咲(2) 武内　緩奈(3) 足立　梨紗(3) オウイエ　愛莉(2) 加藤　舞子(2) 舟橋　麗(3) 井上　聖奈(3)

越智　めぐみ(3) 斉藤　優香(2) 大関　ひよ莉(2) 石丸　理沙子(3) 渡邉　明日香(3) 長屋　里彩(2) 服部　夏実(2) 佐藤　慶実(1)

堀池　香穂(3) 山脇　琴音(1) 真部　優花(2) 松村　涼(3) 木村　優希(2) 尾形　友紀奈(1) 天野　美寿々(3) 美野　明日香(2)

相洋 3:44.48 菅 3:51.58 希望ヶ丘 3:51.95 川崎市立橘 3:52.42 荏田 3:53.16 相模原中等 3:56.07 日大 3:57.12 市ケ尾 3:57.41

堀口　麻夏(3) GR 関口　幸美(2) 青栁　花子(3) 山本　千歩(2) 山脇　琴音(1) 井上　聖奈(3) 三木　華月(3) 井上　かれん(3)

加藤　瑞稀(3) 渡邉　明日香(3) 松村　涼(3) 武内　緩奈(3) 斉藤　優香(2) 平賀　美晴(3) 中田　結生子(3) 雨宮　聖果(2)

西村　緋菜乃(2) 木村　優希(2) 伊藤　由莉愛(2) 須田　真子(2) 上野　日花里(3) 佐藤　華子(2) 内藤　真莉(3) 栗栖　由佳(1)

堀池　香穂(3) 河野　智美(2) 足立　梨紗(3) カラザース　圭菜　ヴィヴィアン(3) 井上　里咲(2) 美野　明日香(2) 尾形　梓(2) 芹田　彩紀(3)

具志堅　実希(3) 1m64 青山　夏実(2) 1m64 矢野　真央(1) 1m64 梨本　里沙(3) 1m64 石田　志穂里(2) 1m64 西出　凪佐(3) 1m61 宮本　有香(2) 1m58 大野　奈菜(3) 1m58

有馬 川崎市立橘 市立金沢 伊志田 桐蔭学園 横浜平沼 川崎市立橘 神奈川学園

臼田　木ノ実(2) 2m90 三村　恵里奈(2) 2m70 荒井　美里(2) 2m40 中西　祐加(2) 1m60

横浜清陵 金井 綾瀬 柏陽

伊藤　由莉愛(2) 5m85(+3.2) 二本木　優綺(1) 5m83(+3.6) 古谷　夢華(1) 5m68(+5.1) 高木　南(3) 5m66(+1.9) 北村　梨紗(3) 5m64(+2.9) 尾形　友紀奈(1) 5m60(+3.1) 松村　恭子(3) 5m53(+3.8) 髙橋　くるみ(2) 5m48(+2.9)

希望ヶ丘 公認記録なし 横須賀学院 公認5m53(+1.9) 山北 公認記録なし 相洋 弥栄 公認記録なし 横須賀学院 公認記録なし 秦野総合 公認記録なし 川崎市立橘 公認記録なし

市川　南美(3) 11m77(+0.6) 小出　ひかり(3) 11m65(+1.7) 松井　玲奈(2) 11m64(+0.5) 小田　亜倫(3) 11m46(+2.9) 松村　恭子(3) 11m37(+0.8) 高橋　楓花(3) 11m18(+1.2) 大平　茉里奈(3) 10m96(+1.3) 鈴木　こころ(3) 10m92(+2.5)

東海大相模 川崎市立橘 伊志田 桐蔭学園 公認11m39(+0.3) 秦野総合 藤沢清流 荏田 弥栄 公認10m87(+0.7)

上坂　優稀(3) 12m90 岸　夏希(3) 12m42 能登　亜里紗(2) 12m00 日下　希美恵(2) 11m35 姫野　祐奈(2) 11m26 井上　朋佳(2) 11m12 佐藤　瑞穂(2) 10m51 三橋　佳那子(3) 10m41

瀬谷西 弥栄 川崎市立橘 横浜清風 瀬谷西 日大藤沢 藤沢西 横須賀総合

上坂　優稀(3) 41m80 伊東　史子(3) 37m84 淺田　蒔(3) 37m47 古屋　奈々(3) 34m31 田中　朝香(3) 34m23 三橋　佳那子(3) 34m15 枝光　遥香(3) 33m94 田邊　七菜子(2) 32m30

瀬谷西 川崎市立橘 平塚学園 希望ヶ丘 瀬谷西 横須賀総合 川崎市立橘 県商工

阪本　真樹映(3) 42m68 伊東　史子(3) 39m65 上坂　優稀(3) 36m87 杉山　楓(3) 33m98 円谷　葉月(3) 17m94

小田原城北工 川崎市立橘 瀬谷西 東海大相模 川崎工科

守屋　佳江(2) 41m18 荒谷　希海(3) 39m20 田中　朝香(3) 38m98 田邊　七菜子(2) 38m86 池田　春花(1) 38m19 中井澤　桃子(3) 37m85 佐野　るいな(3) 37m81 上野　楓果(2) 36m82

藤沢西 川崎市立橘 瀬谷西 県商工 市立金沢 有馬 柏陽 平塚学園

石丸　理沙子(3) 4607点 須田　真子(2) 4171点 髙橋　満南(1) 4151点 岸　歩美(3) 4115点 守屋　佳江(2) 4048点 塚越　千弘(3) 4020点 藤巻　芹菜(3) 3898点 河合　彩加(3) 3830点

希望ヶ丘 川崎市立橘 川崎市立橘 相模原総合 藤沢西 横浜翠嵐 元石川 柏陽

対抗得点 女子総合 川崎市立橘 87点 相洋 85点 荏田 54点 希望ヶ丘 51点 白鵬女子 50点 瀬谷西 30点 弥栄 29点 藤沢西 28点

凡例  KHR:県高校記録 GR:大会記録 *FA:決定試技による順位

5m04(0.0)-40m05-2:50.83 4m52(-0.8)-32m19-2:28.81 4m54(+0.5)-28m08-2:26.94 4m47(-0.1)-28m13-2:32.11

16.29(-1.0)-1m47-9m04-28.13(-3.1) 16.19(-0.5)-1m47-8m66-27.89(-0.7) 15.92(-0.8)-1m44-6m78-27.29(-0.7) 16.17(-0.8)-1m41-7m72-27.11(-0.7)

5月24日
～25日

女子七種競技
15.05(-0.5)-1m50-9m53-26.10(-0.7) 16.70(-1.0)-1m56-7m39-25.75(-0.7) 17.53(-0.5)-1m65-10m78-28.61(-3.1) 16.65(-0.5)-1m47-8m42-27.62(-0.7)

5m04(+1.6)-31m52-2:22.55 5m23(+0.4)-33m11-2:45.32 4m85(+0.7)-34m52-2:40.04 5m01(+0.1)-28m12-2:21.78

5月18日
女子円盤投
(1.000kg)

5月17日
女子ハンマー投

(4.000kg)
（オープン）

5月17日 女子やり投(600g)

5月18日 女子走幅跳

5月24日
女子三段跳
(オープン）

5月25日
女子砲丸投
(4.000kg)

5月25日 女子4X400mR

5月17日 女子走高跳

5月18日
女子棒高跳
（オープン）

5月18日
女子

400mH(0.762m)

5月17日 女子5000mW

5月18日 女子4X100mR

5月18日 女子1500m

5月25日 女子3000m

5月25日
女子

100mH(0.840m)
風：-0.9

5月24日
女子200m
風：-3.0

5月17日 女子400m

5月25日 女子800m

5位 6位 7位 8位

5月18日
女子100m
風：-3.1

女子 第５２回神奈川県高等学校総合体育大会

1位 2位 3位 4位


