
　　女子　成績一覧表
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位

8/3 １００ｍ 高橋  萌木子 12.00 中村  宝子 12.18 北田  由香子 12.19 河野  千波 12.20

風:-1.9 埼玉栄・埼玉 浜松西・静岡 盛岡三・岩手 東京学館浦安・千葉

8/5 ２００ｍ 高橋  萌木子 24.12 長倉  由佳 24.12 中村  宝子 24.58 河野  千波 24.66

風:+0.8 埼玉栄・埼玉 静岡市立・静岡 浜松西・静岡 東京学館浦安・千葉

8/2 ４００ｍ 久保  瑠里子 55.28 田中  千智 55.52 宮原  綾 55.52 飯尾  絢 55.58

広島井口・広島 筑紫女学園・福岡 星稜・石川 浜松西・静岡

8/5 ８００ｍ 小林  祐梨子  2:05.90 太田  暁音  2:08.59 瓜生  朱音  2:09.65 山本  明日香  2:11.11

須磨学園・兵庫 村上桜ケ丘・新潟 郡山東・福島 浜松日体・静岡

8/3 １５００ｍ 小林  祐梨子  4:15.70 森  唯我  4:24.63 絹川  愛  4:25.01 ﾍﾞﾛﾆｶ・ｶﾆｰ  4:25.11

須磨学園・兵庫 桂・京都 仙台育英・宮城 青森山田・青森

8/6 ３０００ｍ 新谷  仁美  9:18.34 鈴木  悠里  9:19.16 ﾍﾞﾛﾆｶ・ｶﾆｰ  9:20.26 高田  鮎実  9:21.43

興譲館・岡山 常磐・群馬 青森山田・青森 諫早・長崎

8/6 １００ｍＨ 寺田  明日香 14.32 野村  有香 14.44 q竹尾  明佑美 14.61 中山  ゆかり 14.67

風:-2.7 恵庭北・北海道 敦賀・福井 若松商・福岡 松江北・島根

8/4 ４００ｍＨ 宮原  綾 58.66 津留  加奈 59.52 吉牟田  佳奈 60.06 上田  千暁 60.68

星稜・石川 NGR 修猷館・福岡 NGR 埼玉栄・埼玉 駿台甲府・山梨

8/3 ３０００ｍＷ 越  弓恵 13:33.25 占部  磨美 13:47.25 上野  恵理華 13:57.81 伊藤  由季子 13:58.06

進修館・埼玉 同志社国際・京都 藤沢・神奈川 至学館・愛知

8/4 ４×１００ｍ 埼玉栄・埼玉 46.41 市船橋・千葉 47.18 札幌大谷・北海道 47.19 浜松西・静岡 47.35

   吉牟田・劉紅美    山口・野口    田村・小田    肥田・中村

   宮沢・高橋    植田・岡部    吉田・熊坂    村松 麻・飯尾

8/6 ４×４００ｍ 埼玉栄・埼玉  3:45.84 浜松西・静岡  3:47.85 静岡市立・静岡  3:47.89 愛知淑徳・愛知  3:48.38

   渡辺・木村    渋谷・飯尾    青野・小沢    成田・川崎

   中田・吉牟田    肥田・中村    笹本・長倉    蜂須賀・坂田

8/3 走高跳 三村  有希 1m75 佐藤  芳美 1m75 山崎  絵理 1m72 駒場  萌美 1m72

太成学院大高・大阪 沼田・広島 市浦和・埼玉 鳥取西・鳥取

8/5 走幅跳 白神  有美   5m96 佐藤  芳美   5m87 高田  泉   5m85 安藤  結   5m82

下関商・山口 +0.7 沼田・広島 +0.3 新潟商・新潟 +1.3 大垣商・岐阜 +0.4

8/6 砲丸投 吉田  いずみ  14m60 佐藤  あずさ 14m09 宋華麗  13m90 沢水  はるか  13m43

埼玉栄・埼玉 帯広農・北海道 東京・東京 博多工・福岡

8/4 円盤投 緒方  えりこ  45m21 本田  綾花 43m07 江島  成美 43m03 辻原  宏美 41m40

帯広農・北海道 富良野・北海道 熊本西・熊本 敦賀・福井

8/2 やり投 松本  百子 50m51 的場  葉瑠香 49m99 町岡  絵里香  47m99 前所  友佳  47m68

口加・長崎 大阪成蹊女・大阪 金沢二水・石川 丸子実・長野

8/4 七種総合得点 庄司  安那 5073 冨山  朝代 5054 山添  一慧 4933 山下  絢 4918

8/5 恵庭南・北海道 敬愛女・大阪 長崎女・長崎 園田学園・兵庫

女子　総合 埼玉栄・埼玉 50点 浜松西・静岡 30点 須磨学園・兵庫 27点 敦賀・福井 15.5点

　　　ﾄﾗｯｸ 埼玉栄・埼玉 42点 浜松西・静岡 30点 須磨学園・兵庫 27点 青森山田・青森 15点

　　　ﾌｨｰﾙﾄﾞ 帯広農・北海道 15点 沼田・広島 14点 太成学院大高・大阪 9点 東京・東京 9点

　　　七種競技 恵庭南・北海道 8点 敬愛女・大阪 7点 長崎女・長崎 6点 園田学園・兵庫 5点

　　　都道府県対抗 埼玉 74点 北海道 55点 静岡 49点 兵庫 41.5点

女子最優秀選手 高橋  萌木子 埼玉栄･埼玉

NGR:大会新記録

天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時 曇 30.7℃ 南南西　0.5m 74%

2日 正　午　時 曇 30.4℃ 西南西　0.1m 78%

競技終了時 曇 29.1℃ 南南西　2.2m 76%

競技開始時 曇 30.2℃ 南南東　2.5m 78%

3日 正　午　時 晴 33.0℃ 南　　　2.9m 58%

競技終了時 曇 31.0℃ 南南東　2.6m 65%

競技開始時 曇 32.0℃ 東南東　0.2m 72%

4日 正　午　時 曇 33.5℃ 南東　　1.0m 61%

競技終了時 曇 30.8℃ 東南東　0.2m 68%

競技開始時 晴 34.0℃ 東南東　0.1m 61%

5日 正　午　時 晴 35.0℃ 南南東　1.3m 50%

競技終了時 晴 31.3℃ 南南西　0.1m 56%

競技開始時 晴 34.6℃ 東南　　0.2m 53%

6日 正　午　時 晴 35.0℃ 南南西　2.6m 53%

競技終了時 曇 32.6℃ 南南東　2.5m 57%

   平成17年度全国高等学校総合体育大会
　 秩父宮賜杯　第58回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 （大会コード：05500210）



平成17年8月2日～8月6日

千葉県総合スポーツセンター競技場（競技場コード：121010）

日付 種目 ５位 ６位 ７位 ８位

8/3 １００ｍ 熊坂  都 12.26 中沢  桂 12.28 紺野  可奈子 12.31 森井  翠 12.35

風:-1.9 札幌大谷・北海道 武蔵野・東京 橘・福島 伊奈学園総合・埼玉

8/5 ２００ｍ 熊坂  都 24.66 吉村  美紀 24.67 北田  由香子 24.72 長浜  弘実 24.74

風:+0.8 札幌大谷・北海道 市岐阜商・岐阜 盛岡三・岩手 大阪薫英女学院・大阪

8/2 ４００ｍ 吉牟田  佳奈 55.61 津留  加奈 55.68 磯貝  弘美 56.31 多々見  えりか 56.92

埼玉栄・埼玉 修猷館・福岡 栗橋・埼玉 札幌国際情報・北海道

8/5 ８００ｍ 上森  加奈子  2:12.44 新畑  志保里  2:12.86 成瀬  直  2:12.86 関根  聡美  2:14.59

熊谷女・埼玉 須磨学園・兵庫 至学館・愛知 浦和一女・埼玉

8/3 １５００ｍ 村岡  温子  4:25.48 太田  暁音  4:25.51 鈴木  悠里  4:25.62 飯野  摩耶  4:25.77

須磨学園・兵庫 村上桜ケ丘・新潟 常磐・群馬 韮崎・山梨

8/6 ３０００ｍ 高吉  理恵  9:21.53 太田  有希  9:21.70 小島  一恵  9:22.67 足立  依実子  9:23.69

須磨学園・兵庫 諫早・長崎 立命館宇治・京都 豊川工・愛知

8/6 １００ｍＨ 佃  朋弥 14.73 5位:山本  望 14.73 服部  愛美 14.73 山田  めぐみ 14.76

風:-2.7 敦賀・福井 姫路商・兵庫 洲本・兵庫 明大中野八王子・東京

8/4 ４００ｍＨ 定常  銘美 60.94 篠宮  香織 60.94 舟山  萌美 61.38 二宮  亜紀子 62.98

倉吉東・鳥取 白梅学園・東京 橘・福島 松山北・愛媛

8/3 ３０００ｍＷ 三浦  梢 13:59.27 織田  真美 14:02.73 中村  実歩 14:09.42 佐久間  若菜 14:16.55

青森山田・青森 桜宮・大阪 熊谷女・埼玉 郡山商・福島

8/4 ４×１００ｍ 福島東・福島 47.73 荏田・神奈川 47.73 津商・三重 47.84 沼南・千葉 48.15

   八巻・菱沼    樋川・幸喜    高橋・一尾    五十嵐・相馬

   国分・川口    新井田・須磨    伊藤・森田    山田・斉藤

8/6 ４×４００ｍ 熊本信愛女学院・熊本  3:48.85 東北・宮城  3:50.60 会津学鳳・福島  3:51.66 京都文教・京都  3:54.18

   山本 紗・武藤    高野・宮東    大谷・遠藤    上田・鈴木

   山本 奈・江良    蟹沢・千葉    山内・大竹    船越 愛・武田

8/3 走高跳 森  あゆ美 1m69 5位:萩原  愛 1m69 小沢  美希 1m69 鈴木  舞衣 1m69

茨城キリスト教学園・茨城 添上・奈良 湘南工大付・神奈川 浜松商・静岡

8/5 走幅跳 竹原  史恵   5m81 角山  美穂   5m79 遠藤  桃子   5m75 吉田  早希   5m72

伊川谷北・兵庫 +1.7 六日町・新潟 +0.8 桑名・三重 +1.0 西京・京都 +0.7

8/6 砲丸投 鈴木  梨枝  13m37 高橋  空  13m04 佐藤  明美 13m02 古後  百合子 12m73

真岡女・栃木 那覇商・沖縄 札幌拓北・北海道 九州女・福岡

8/4 円盤投 井手  志津香  41m15 東海  茉莉花  41m02 宮崎  茉莉奈  40m09 助永  仁美  39m79

就実・岡山 高岡工芸・富山 今治明徳・愛媛 太成学院大高・大阪

8/2 やり投 倉田  実奈 46m84 田中  あゆみ 46m00 宮本  理陽子 45m61 大野  真由美 45m09

宇治山田商・三重 東京・東京 竜ケ崎一・茨城 宮崎工・宮崎

8/4 七種総合得点 的場  遥 4715 高橋  圭 4607 大林  美子 4592 竹山  愛美 4580

8/5 添上・奈良 長岡大手・新潟 西条農・広島 中部商・沖縄

女子　総合 帯広農・北海道 15点 青森山田・青森 15点 星稜・石川 14点 沼田・広島 14点

　　　ﾄﾗｯｸ 星稜・石川 14点 札幌大谷・北海道 14点 静岡市立・静岡 13点 敦賀・福井 10.5点

　　　ﾌｨｰﾙﾄﾞ 埼玉栄・埼玉 8点 5位:下関商・山口 8点 5位:口加・長崎 8点
富良野・北海道 大阪成蹊女・大
阪 7点

　　　七種競技 添上・奈良 4点 長岡大手・新潟 3点 西条農・広島 2点 中部商・沖縄 1点

　　　都道府県対抗 福岡 29点 大阪 27点 広島 24点 長崎 22点


