
秩父宮賜杯 第６５回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
新潟県・東北電力ビッグスワン陸上競技場

順位通過 記録 順位通過 記録 順位 記録

日程 8組2着+8 3組2着+2

中島中島中島中島ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 1111 QQQQ 12"13(+0.0)12"13(+0.0)12"13(+0.0)12"13(+0.0) 3333 ---- 12"14(+0.0)12"14(+0.0)12"14(+0.0)12"14(+0.0)

日程 8組2着+8 3組2着+2

藤井彩和子(1)藤井彩和子(1)藤井彩和子(1)藤井彩和子(1) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 7777 ---- 26"26(+0.2)26"26(+0.2)26"26(+0.2)26"26(+0.2)

淡田夏都香(2)淡田夏都香(2)淡田夏都香(2)淡田夏都香(2) 兵庫兵庫兵庫兵庫 神戸神戸神戸神戸 4444 ---- 25"32(+0.0)25"32(+0.0)25"32(+0.0)25"32(+0.0)

日程 8組2着+8 3組2着+2

中野絵理子(3)中野絵理子(3)中野絵理子(3)中野絵理子(3) 神戸龍谷神戸龍谷神戸龍谷神戸龍谷 神戸神戸神戸神戸 5555 ---- 57"0257"0257"0257"02

西山  沙優(2)西山  沙優(2)西山  沙優(2)西山  沙優(2) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 4444 ---- 56"5256"5256"5256"52

下村  香穂(2)下村  香穂(2)下村  香穂(2)下村  香穂(2) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 4444 qqqq 56"0656"0656"0656"06 6666 ---- 56"9656"9656"9656"96

日程 8組2着+8 3組2着+2

中田  美保(3)中田  美保(3)中田  美保(3)中田  美保(3) 県西宮県西宮県西宮県西宮 阪神阪神阪神阪神 1111 QQQQ 2'11"222'11"222'11"222'11"22 2222 QQQQ 2'10"422'10"422'10"422'10"42 4444 2'07"302'07"302'07"302'07"30

澤井  喜百(2)澤井  喜百(2)澤井  喜百(2)澤井  喜百(2) 加古川東加古川東加古川東加古川東 東播東播東播東播 3333 qqqq 2'12"022'12"022'12"022'12"02 8888 ---- 2'16"462'16"462'16"462'16"46

日程 4組3着+4

福田  有以(2)福田  有以(2)福田  有以(2)福田  有以(2) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 14141414 ---- 4'36"294'36"294'36"294'36"29

中田  美保(3)中田  美保(3)中田  美保(3)中田  美保(3) 県西宮県西宮県西宮県西宮 阪神阪神阪神阪神 2222 QQQQ 4'20"214'20"214'20"214'20"21 7777 4'19"784'19"784'19"784'19"78

小林  美香(3)小林  美香(3)小林  美香(3)小林  美香(3) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 13131313 ---- 4'40"854'40"854'40"854'40"85

林田林田林田林田みさき(2)みさき(2)みさき(2)みさき(2) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 2222 QQQQ 4'21"904'21"904'21"904'21"90 8888 4'19"984'19"984'19"984'19"98

横江  里沙(3)横江  里沙(3)横江  里沙(3)横江  里沙(3) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 10101010 ---- 4'27"354'27"354'27"354'27"35

日程 3組5着+3

小林  美香(3)小林  美香(3)小林  美香(3)小林  美香(3) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 18181818 ---- 10'01"3510'01"3510'01"3510'01"35

太田  琴菜(2)太田  琴菜(2)太田  琴菜(2)太田  琴菜(2) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 9999 ---- 9'26"059'26"059'26"059'26"05

林田林田林田林田みさき(2)みさき(2)みさき(2)みさき(2) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 4444 QQQQ 9'22"749'22"749'22"749'22"74 15151515 9'20"629'20"629'20"629'20"62

宮永  梨紗(3)宮永  梨紗(3)宮永  梨紗(3)宮永  梨紗(3) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 ---- ---- DNSDNSDNSDNS

日程 8組2着+8 3組2着+2

中島中島中島中島ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 2222 QQQQ 14"34(+0.0)14"34(+0.0)14"34(+0.0)14"34(+0.0) 4444 ---- 14"26(-0.3)14"26(-0.3)14"26(-0.3)14"26(-0.3)

日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 5555 ---- 14"76(-0.9)14"76(-0.9)14"76(-0.9)14"76(-0.9)

日程 8組2着+8 3組2着+2

毎床  結紀(3)毎床  結紀(3)毎床  結紀(3)毎床  結紀(3) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 4444 qqqq 1'02"101'02"101'02"101'02"10 6666 ---- 1'01"811'01"811'01"811'01"81

2組6着+4

新井  志織(3)新井  志織(3)新井  志織(3)新井  志織(3) 市尼崎市尼崎市尼崎市尼崎 阪神阪神阪神阪神 8888 qqqq 24'38"3424'38"3424'38"3424'38"34 14141414 25'31"6625'31"6625'31"6625'31"66

村上  瑠生(3)村上  瑠生(3)村上  瑠生(3)村上  瑠生(3) 明石南明石南明石南明石南 東播東播東播東播 DQDQDQDQ
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平成２４年７月２９日～８月２日

女　子

種　目 氏　　名 (学年) 所　属 地区
予　　選 準 決 勝 決　　勝

備　考

100ｍ
7/30 7/30 7/30

Q:順位による通過、q:記録による通過、R:救済による通過



秩父宮賜杯 第６５回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
新潟県・東北電力ビッグスワン陸上競技場

平成２４年７月２９日～８月２日

女　子

順位通過 記録 順位通過 記録 順位 記録

日程 8組2着+8 3組2着+2

2222 QQQQ 47"1047"1047"1047"10 2222 QQQQ 46"8846"8846"8846"88 7777 47"0647"0647"0647"06

村上  彩花(3)村上  彩花(3)村上  彩花(3)村上  彩花(3) 村上  彩花(3)村上  彩花(3)村上  彩花(3)村上  彩花(3) ①①①① 村上  彩花(3)村上  彩花(3)村上  彩花(3)村上  彩花(3)  

田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)田中  杏梨(3) 田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)田中  杏梨(3) ②②②② 田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)田中  杏梨(3)  

日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3) 日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3) ③③③③ 日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)日高  眞妃(3)  

中島中島中島中島ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2) 中島中島中島中島ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2) ④④④④ 中島中島中島中島ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2)ひとみ(2)  

記録 記録

日程 標準1m65

原  香菜子(2)原  香菜子(2)原  香菜子(2)原  香菜子(2) 尼崎稲園尼崎稲園尼崎稲園尼崎稲園 阪神阪神阪神阪神 1m651m651m651m65 1m681m681m681m68

日程 標準5m70

福西穂乃佳(3)福西穂乃佳(3)福西穂乃佳(3)福西穂乃佳(3) 夙川夙川夙川夙川 阪神阪神阪神阪神 5m80(+0.0)5m80(+0.0)5m80(+0.0)5m80(+0.0) 5m86(+1.3)5m86(+1.3)5m86(+1.3)5m86(+1.3)

相原  佐紀(3)相原  佐紀(3)相原  佐紀(3)相原  佐紀(3) 長田長田長田長田 神戸神戸神戸神戸 5m56(-0.9)5m56(-0.9)5m56(-0.9)5m56(-0.9)

日程 標準12m40

永田    栞(3)永田    栞(3)永田    栞(3)永田    栞(3) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 11m7411m7411m7411m74

中島  美穂(3)中島  美穂(3)中島  美穂(3)中島  美穂(3) 市尼崎市尼崎市尼崎市尼崎 阪神阪神阪神阪神 11m2411m2411m2411m24

日程 標準39m00

松井  玲奈(3)松井  玲奈(3)松井  玲奈(3)松井  玲奈(3) 飾磨工飾磨工飾磨工飾磨工 西播西播西播西播 39m1539m1539m1539m15 43m2543m2543m2543m25

日程 標準45m50

中島  美穂(3)中島  美穂(3)中島  美穂(3)中島  美穂(3) 市尼崎市尼崎市尼崎市尼崎 阪神阪神阪神阪神 44m7844m7844m7844m78

記録

日程 8/1

通過19名

やり投
7/30 7/30 通過13名

----

備　考
順位

備　考

通過16名

14"88(-0.5) - 1m62 -  9m65 - 26"75(-0.3)14"88(-0.5) - 1m62 -  9m65 - 26"75(-0.3)14"88(-0.5) - 1m62 -  9m65 - 26"75(-0.3)14"88(-0.5) - 1m62 -  9m65 - 26"75(-0.3)

5m17(+0.0) - 37m24 - 2'25"905m17(+0.0) - 37m24 - 2'25"905m17(+0.0) - 37m24 - 2'25"905m17(+0.0) - 37m24 - 2'25"90

通過12名

8/1

七種競技

種　目 氏　　名 (学年) 所　属 地区
決　　勝

順位

4822点4822点4822点4822点

7/31

----

3333QQQQ

松岡  絵里(3)松岡  絵里(3)松岡  絵里(3)松岡  絵里(3) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 5555

砲丸投
8/2 8/2

----

②走幅跳 - やり投 - 800m

通過12名

①100mH - 走高跳 - 砲丸投 - 200m

----

円盤投
7/31 7/31

決　　勝

通過

予　　選

走幅跳
8/1

QQQQ 6666

種　目 氏　　名 (学年) 所　属 地区

QQQQ 9999
走高跳

②②②② ②②②②

③③③③ ③③③③

④④④④

7/30 7/30

④④④④

決　　勝

4×100ｍ
7/29 7/30 7/31

夙    川夙    川夙    川夙    川 阪神阪神阪神阪神

①①①① ①①①①

種　目 所　属 地区
予　　選 準 決 勝

Q:順位による通過、q:記録による通過、R:救済による通過


