
（様式３）

平成２１年度全国高等学校総合体育大会　　秩父宮賜杯　　第６２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

陸上競技場 ｺｰﾄﾞ　291010

日付 種　目 参加人員 風　力

木村　茜 (1) 11.71 中尾　優里 (2) 11.87 山田　朱莉 (2) 11.92 名倉　千晃 (1) 12.13 奥田　芽理 (2) 12.13 伊達　愛美 (1) 12.16 池内　英里香 (2) 12.24 衣笠　由理佳 (3) 12.27
京都：京都橘 NKHR･NGR 和歌山：和歌山北 京都：西城陽 大阪：東大阪大敬愛 大阪：近大附 京都：洛北 兵庫：姫路商 奈良：添上

山田　朱莉 (2) 24.37 木村　茜 (1) 24.64 三木　汐莉 (3) 24.79 正垣　知保里 (2) 24.95 吉本　有希 (2) 24.96 伊達　愛美 (1) 25.06 筬島　愛 (3) 25.09 立澤　典子 (3) 25.36
京都：西城陽 京都：京都橘 大阪：東大阪大敬愛 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：姫路商 京都：洛北 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：武庫荘総合

新宮　美歩 (3) 55.30 藤井　奈摘 (3) 56.22 衣笠　由理佳 (3) 56.65 菊地　里江 (3) 56.70 三木　汐莉 (3) 56.70 斎藤　裕花 (2) 56.73 筬島　愛 (3) 57.12 山田　佳奈 (2) 57.30
大阪：東大阪大敬愛 京都：西京 奈良：添上 和歌山：和歌山北 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：姫路商 大阪：東大阪大敬愛 京都：西京

新宮　美歩 (3) 2.07.58 菊地　里江 (3) 2.08.34 髙橋　満里 (2) 2.08.37 磯部　維 (2) 2.10.48 米田　絵里 (1) 2.10.72 酒井　絵莉 (3) 2.10.76 清水　里保 (2) 2.10.79 池田　睦美 (2) 2.15.10
大阪：東大阪大敬愛 和歌山：和歌山北 大阪：東大阪大敬愛 大阪：岸和田 大阪：薫英女学院 兵庫：神戸龍谷 兵庫：姫路商 兵庫：須磨学園

藪下　明音 (3) 4.26.73 池田　睦美 (2) 4.28.51 伊藤　紋 (3) 4.29.90 中新井　美波 (3) 4.30.01 大澤　茉衣子 (2) 4.30.19 牧　恵里奈 (1) 4.31.79 鈴木　玖美 (3) 4.32.81 永田　成美 (2) 4.34.68
兵庫：須磨学園 兵庫：須磨学園 京都：立命館宇治 兵庫：須磨学園 和歌山：海南 京都：立命館宇治 京都：京都光華 京都：立命館宇治

久馬　萌 (1) 9.09.75 藪下　明音 (3) 9.19.46 伊藤　紋 (3) 9.21.92 湯田　佐枝子 (2) 9.24.54 近藤　好 (3) 9.24.77 鈴木　玖美 (3) 9.25.69 竹上　千咲 (3) 9.29.71 竹内　綾菜 (1) 9.40.96
京都：綾部 兵庫：須磨学園 京都：立命館宇治 兵庫：須磨学園 京都：立命館宇治 京都：京都光華 京都：桂 奈良：奈良育英

中村　梨穂 (3) 13.71 山本　遥 (2) 13.88 鹿島　日雅里 (3) 14.09 山田　亜古 (3) 14.11 菅野　沙耶 (2) 14.29 奥田　芽理 (2) 14.29 竹野　冴香 (3) 14.31 上田　繭 (1) 14.46
滋賀：八幡商 京都：京教大附 大阪：薫英女学院 京都：洛北 兵庫：明石西 大阪：近大附 京都：洛北 大阪：大阪

三木　汐莉 (3) 59.77 畑中　友希 (3) 1.00.06 鹿島　日雅里 (3) 1.00.34 藤井　奈摘 (3) 1.00.36 熊谷　有希巴 (3) 1.01.33 不破　夏美 (2) 1.01.76 古指　伊織 (2) 1.01.93 岩本　栞 (3) 1.03.18
大阪：東大阪大敬愛 兵庫：園田 大阪：薫英女学院 京都：西京 京都：西城陽 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：姫路商 京都：西京

前田　浩唯 (3) 13.17.41 中　友香 (3) 13.34.82 井上　麗 (3) 13.35.16 瀧山　佳穂 (2) 14.07.12 奥　文香 (3) 14.09.06 高木　志穂 (3) 14.11.57 谷　紗佳 (3) 14.19.79 山口　恵里佳 (3) 14.45.25
京都：立命館宇治 NGR 大阪：星翔 兵庫：市尼崎 大阪：泉陽 和歌山：耐久 滋賀：滋賀学園 滋賀：草津東 大阪：岸和田

大阪：東大阪大敬愛 46.40 京都：京都橘 46.75 奈良：添上 46.86 大阪：太成学院 47.19 兵庫：姫路商 47.29 大阪：近大附 47.38 大阪：薫英女学院 47.58 大阪：城南学園 47.66
  名倉　千晃 (1) NGR   中嶋　美生 (3)   上林　茉美 (3)   浜田　美月 (3)   和田　早織 (1)   竜田　夏苗 (2)   久貝　瞳 (1)   岸田　亜沙美 (2)
  正垣　知保里 (2)   木村　茜 (1)   衣笠　由理佳 (3)   河本　晴香 (1)   池内　英里香 (2)   奥田　芽理 (2)   今市　翔子 (3)   斉藤　有紀 (3)
  辻岡　佐記 (3)   小森　美奈 (2)   保井　沙予 (2)   上垣　麻衣子 (1)   吉本　有希 (2)   永山　梓 (3)   江口　美菜 (3)   奥平　香奈 (3)
  三木　汐莉 (3)   工藤　真希 (3)   福井　美和 (3)   東浦　加奈 (3)   斎藤　裕花 (2)   大槻　萌 (1)   鹿島　日雅里 (3)   山崎　布美 (2)
大阪：東大阪大敬愛 3.42.07 京都：西京 3.46.70 兵庫：園田 3.48.37 奈良：添上 3.49.13 大阪：薫英女学院 3.49.19 京都：西城陽 3.49.23 兵庫：姫路商 3.49.41 滋賀：大津商 3.52.91

  新宮　美歩 (3) NGR   片上　麻佑子 (2)   栁井　千尋 (3)   福井　美和 (3)   高橋　瑶 (2)   吉田　鈴菜 (2)   横田　唯 (3)   中井　梨瑚 (2)
  筬島　愛 (3)   山田　佳奈 (2)   野渥　麻衣 (3)   衣笠　由理佳 (3)   新谷　香菜子 (3)   橋本　真衣 (3)   池内　英里香 (2)   南里　早紀 (2)
  髙橋　満里 (2)   岩本　栞 (3)   垣内　優 (3)   上林　茉美 (3)   北村　なつき (3)   熊谷　有希巴 (3)   古指　伊織 (2)   三浦　清香 (2)
  三木　汐莉 (3)   藤井　奈摘 (3)   畑中　友希 (3)   保井　沙予 (2)   鹿島　日雅里 (3)   山田　朱莉 (2)   斎藤　裕花 (2)   伊場　彩七 (3)
吉岡　毬奈 (3) 1m69 苅田　萌 (2) 1m69 岩田　未玲 (1) 1m69 下間　祥子 (3) 1m69 加藤　愛 (3) 1m66 萬　玲奈 (2) 1m66 吉田　奈珠 (2) 1m63 高嶋　絵里香 (3) 1m63
京都：南陽 京都：京都共栄 滋賀：草津東 同順 奈良：平城 同順 兵庫：滝川第二 滋賀：東大津 京都：西京 京都：京都両洋

中尾　優里 (2) 5m86 +2.9 青木　沙弥 (3) 5m76 +2.3 福田　亜耶乃 (3) 5m76 -1.3 大木　彩香 (3) 5m67 +1.6 北川　知広 (3) 5m63 -1.1 柳　依里 (3) 5m61 +1.7 山田　朊花 (3) 5m59 -0.7 井手　宥沙 (3) 5m54 +1.6

和歌山：和歌山北 公5m55　+0.2 奈良：登美ケ丘 公5m65　+1.7 兵庫：柏原 兵庫：園田 滋賀：伊吹 奈良：添上 大阪：大阪市立 兵庫：明石城西

渡邊　茜 (3) 13m77 佐藤　友佳 (2) 13m66 原田　千恵子 (3) 13m26 田中　沙苗 (3) 13m01 福富　栄莉奈 (2) 12m66 大崎　かな (2) 12m50 肥後　麗華 (3) 12m16 笠松　千尋 (2) 11m88
大阪：東大阪大敬愛 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：園田 京都：花園 兵庫：園田 和歌山：日高 大阪：成蹊 大阪：東大阪大敬愛

渡邊　茜 (3) 44m97 西羅　万葉 (2) 41m76 福富　栄莉奈 (2) 40m78 磯﨑　汐美 (2) 40m66 鈴木　春香 (3) 40m53 久下　由希子 (2) 38m50 森下　緑子 (2) 38m03 小林　恵 (2) 37m05
大阪：東大阪大敬愛 大阪：大体大浪商 兵庫：園田 大阪：大体大浪商 兵庫：市尼崎 京都：西京 大阪：太成学院 兵庫：姫路商

吉見　明日香 (3) 50m51 佐藤　友佳 (2) 49m21 田上　恵 (3) 48m24 渡邊　茜 (3) 47m80 吉良　夏穂 (2) 44m86 松本　紗也加 (3) 44m47 濱野　美涼 (3) 43m11 西田　弥生 (3) 41m92
大阪：薫英女学院 大阪：東大阪大敬愛 和歌山：新宮 大阪：東大阪大敬愛 京都：福知山成美 滋賀：八幡 京都：加悦谷 大阪：和泉

谷口　紗和子 (3) 4599 狭川　綾幸 (3) 4536 永尾　美樹 (2) 4497 坂上　明穂 (3) 4440 国井　眞紀 (2) 4154 岩見　彬可 (2) 4132 山下　未歩 (2) 4099 鶴原　美沙都 (3) 4057
兵庫：園田 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：市尼崎 大阪：東大阪大敬愛 兵庫：小野 京都：西城陽 京都：西城陽 京都：北稜

121 42 33 30 28 27 26 26

73 33 28 22 22 21 21 19

36 21 12 8 8 8 7 7

12 8 6 5 4 1 － －

NKHR：近畿高校新記録 NGR：大会新記録　　　 主催者 近　畿 高等学校体育連盟 記録主任

都道府県内の予選会校数・人数 近　畿 陸上競技協会 総 務

【都道府県大会前の予選会を含む】
ト ラ ッ ク
審 判 長

参加校数 158 校
跳 躍
審 判 長

参加人数 636 名
投 て き
審 判 長
混 成
審 判 長

髙原　俊治

西城陽  (京都)市尼崎  (兵庫)園田  (兵庫)

女　　子

近　　畿　　地　　区　 予　 選　 会　 成　 績　 表　　　　ｺｰﾄﾞ０９５０１７０１ 奈良市鴻ノ池運動公園 地区名

木下　泰彦

土谷　宗伯

フィールド

七種競技

＜気象状況＞

安達　昌広

近畿

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

6/20 ２００ｍ ３６ -0.6

6/19 １００ｍ ３６ +1.0

6/21 ８００ｍ ３６

6/18 ４００ｍ ３６

6/21 ３０００ｍ ３６

6/19 １５００ｍ ３６

6/20 ４００ｍＨ ３６

6/21 １００ｍＨ ３６ +1.0

6/19 ４×１００ｍ ３６

6/20 ３０００ｍＷ １８

6/19 走高跳 ３６

6/21 ４×４００ｍ ３６

6/21 砲丸投 ３６

6/20 走幅跳 ３６

6/18 やり投 ３６

6/19 円盤投 ３６

学校名 得　点

6/20･21 七種競技 １８

上田　忠和

西田　育子

京都橘  (京都)立命館宇治  (京都)須磨学園  (兵庫)東大阪大敬愛  (大阪)

立命館宇治  (京都)

和歌山北  (和歌山)西京  (京都)西城陽  (京都)薫英女学院  (大阪)

総　　　合

ト ラ ッ ク

薫英女学院  (大阪)須磨学園  (兵庫)

東大阪大敬愛  (大阪) －－北稜  (京都)小野  (兵庫)

園田  (兵庫)東大阪大敬愛  (大阪) 西京  (京都)西城陽  (京都)和歌山北  (和歌山)

15.72-1m55-9m84-28.52

5m20-34m80-2.27.72

15.30-1m55-7m88-26.51 15.46-1m43-9m33-26.55 16.69-1m35-9m95-27.74 15.55-1m43-7m92-26.73

5m01-20m80-2.32.41 4m60-29m33-2.33.32 4m88-36m10-2.28.67 4m96-23m22-2.28.055m11-40m26-2.49.87

14.80-1m52-11m41-26.68 15.46-1m55-10m66-27.36

4m92-37m97-2.33.04

16.86-1m58-8m87-27.02

5m29-37m54-2.25.76

南陽  (京都)大体大浪商  (大阪)園田  (兵庫)東大阪大敬愛  (大阪) 7位　登美ケ丘  (奈良)京都共栄  (京都)4位　和歌山北  (和歌山)4位　薫英女学院  (大阪)

日 時刻 風向・風速 m/s気温 ℃ 湿度％ 天候 コンディション

18 13:00 南西1.8 27.5 77 晴 良
19 13:00 東南東2.5 30.5 42 晴 良
20 13:00 東2.0 27.0 56 晴 良
21 13:00 北西1.2 28.5 71 曇 良


