
 第51回県北少年少女スポーツ大会陸上競技
 期日:2012年5月3日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:西階陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 5/03
 中学1年女子

 100m
 1  -0.5  1  山部  遥音(1)  東海中  13"84  2  黒木  結愛(1)  西階中  14"01  3  節賀  文音(1)  東海中  14"66  4  高橋  凪沙(1)  土々呂中  15"10

 5  甲斐  美至(1)  日之影中  15"34  6  甲斐  千尋(1)  東海中  15"36  7  木村  真紀(1)  西階中  15"50  8  飯干  潮音(1)  高千穂中  15"60

 5/03
 200m

 1  +2.3  1  荒木  菜緒(1)  東海中  27"75  2  山部  遥音(1)  東海中  28"25  3  吉薗  侑未(1)  土々呂中  29"63

 5/03
 800m

 1  1  節賀  文音(1)  東海中  2'44"54  2  南條  朱璃(1)  高千穂中  2'46"67  3  甲斐万柚子(1)  日之影中  2'47"90  4  池田  麻美(1)  日之影中  2'54"39

 5  岡部  成畝(1)  高千穂中  3'07"96  6  佐藤  芽以(1)  高千穂中  3'14"87  7  飯干  潮音(1)  高千穂中  3'15"52

 5/03
 中学2年女子

 100m
 1  +4.4  1  川野  伶奈(2)  南中  13"04  2  熊本  夏萌(2)  東海中  13"18  3  長山  未来(2)  土々呂中  13"57  4  重黒木和花(2)  延岡中  13"62

 5  黒木  千春(2)  日向中  13"92  6  和田  明莉(2)  土々呂中  13"97  7  早瀬  美佑(2)  東海中  14"01  8  本田  千奈(2)  門川中  14"04

 5/03
 200m

 1  +3.6  1  本田  千奈(2)  門川中  29"62  2  川崎  未波(2)  門川中  29"89  3  谷    優奈(2)  西階中  31"27  4  宮田  凪彩(2)  富島中  31"57

 5  生島  未来(2)  黒岩中  31"74  6  坂本  愛生(2)  黒岩中  34"20

 2  +2.4  1  熊本  夏萌(2)  東海中  27"05  2  和田  明莉(2)  土々呂中  28"17  3  原田  葉月(2)  土々呂中  28"20  4  長山  未来(2)  土々呂中  28"59

 5  中城  奈那(2)  岡富中  29"18  6  黒木  千春(2)  日向中  29"56  7  森竹  彩圭(2)  東海中  31"85

 5/03
 800m

 1  1  甲斐茉莉穂(2)  東海中  2'42"41  2  堰口  恵菜(2)  門川中  2'55"91  3  甲斐    梓(2)  高千穂中  3'00"14  4  安藤  樹里(2)  富島中  3'00"93

 5  南薗  彩花(2)  富島中  3'02"44  6  佐藤  真耶(2)  岩戸中  3'04"13

 2  1  原田  葉月(2)  土々呂中  2'25"75  2  古小路七海(2)  岡富中  2'34"03  3  平田しずく(2)  西階中  2'46"20  4  藤井    彩(2)  門川中  2'46"38

 5  橋本佐智子(2)  日之影中  2'47"99  6  田口由希菜(2)  土々呂中  2'48"92  7  甲斐  晴佳(2)  東海中  2'51"00  8  佐藤  涼夏(2)  日向中  2'51"12

 9  岩崎  紗綾(2)  土々呂中  2'52"95  10  甲斐  早希(2)  高千穂中  2'53"20  11  竹森  夏実(2)  岡富中  2'54"75  12  椎葉  彩香(2)  松尾中  3'04"12

 5/03
 中学3年女子

 100m
 1  +3.0  1  藤田  結奈(3)  岡富中  13"40  2  河野  聖子(3)  西階中  13"43  3  山本  由香(3)  南中  13"43  4  村田麻由夏(3)  富島中  13"46

 5  佐藤  寛子(3)  東海中  13"58  6  原田  紗希(3)  土々呂中  14"11  7  椎    美智(3)  南中  14"32  8  渕上  愛海(3)  土々呂中  14"48

 5/03
 200m

 1  +1.5  1  山本明日香(3)  富島中  30"05  2  戸髙  菜緒(3)  日之影中  30"42  3  岸本  亜衣(3)  富島中  30"96  4  吉岡  美佳(3)  土々呂中  31"46

 5  椎葉  真菜(3)  大王谷学園  32"54  6  杉本  星華(3)  高千穂中  33"65

 2  +2.5  1  梅田  祐衣(3)  土々呂中  28"68  2  佐藤  寛子(3)  東海中  28"97  3  中嶋ほのか(3)  岡富中  29"65  4  椎    美智(3)  南中  30"60

 5  村田麻由夏(3)  富島中  30"69  6  田住  聡子(3)  土々呂中  31"10  7  下堂薗飛鳥(3)  高千穂中  31"13

 3  +0.3  1  長納  瑞希(3)  岡富中  27"73  2  藤田  結奈(3)  岡富中  28"00  3  黒田  吏沙(3)  土々呂中  28"47  4  河野  聖子(3)  西階中  29"13

 5  金丸  美咲(3)  富島中  30"56

 5/03
 800m

 1  1  甲斐  綾音(3)  岡富中  2'29"70  2  渕上  愛海(3)  土々呂中  2'32"54  3  佐藤  里緒(3)  高千穂中  2'33"07  4  梅田  祐衣(3)  土々呂中  2'33"64

 5  黒木  真奈(3)  日向中  2'36"76  6  成水    渚(3)  岡富中  2'38"83  7  安田  紀穂(3)  門川中  2'39"22  8  中川    蓮(3)  門川中  2'40"75

 9  髙見  若奈(3)  日之影中  2'43"26  10  藤井萌々花(3)  門川中  2'47"50  11  上村  七海(3)  富島中  2'50"90  12  山本  美空(3)  東海中  3'04"12

 13  大村  朱里(3)  富島中  3'13"56

 5/03
 中学共通女子

 1500m
 1  1  甲斐  綾音(3)  岡富中  5'12"20  2  古小路七海(2)  岡富中  5'13"21  3  黒木  真奈(3)  日向中  5'13"60  4  中川    蓮(3)  門川中  5'18"14

 5  佐藤  里緒(3)  高千穂中  5'19"13  6  成水    渚(3)  岡富中  5'26"31  7  甲斐茉莉穂(2)  東海中  5'32"09  8  髙見  若奈(3)  日之影中  5'32"70

 9  橋本佐智子(2)  日之影中  5'41"57  10  竹森  夏実(2)  岡富中  5'50"58  11  甲斐  早希(2)  高千穂中  5'52"12  12  佐藤  涼夏(2)  日向中  5'54"15

 6/10



 第51回県北少年少女スポーツ大会陸上競技
 期日:2012年5月3日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:西階陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 5/03
 中学共通女子

 1500m
 1  13  津田  優莉(2)  南中  6'17"82  14  佐藤  真耶(2)  岩戸中  6'26"77

 5/03
 100mH

 1  +1.5  1  長納  瑞希(3)  岡富中
 15"39

 大会新
 2  黒田  吏沙(3)  土々呂中  16"22  3  中嶋ほのか(3)  岡富中  17"90  4  中城  奈那(2)  岡富中  18"14

 5  佐藤真梨乃(2)  土々呂中  20"01

 2  +2.1  1  金丸  美咲(3)  富島中  17"27  2  工藤  麻矢(3)  日之影中  17"64  3  原田  紗希(3)  土々呂中  18"01  4  緒方祐日子(2)  日之影中  19"28

 5/03

 4x100mR

 1  1  南中B

 田丸  莉奈(2)
 山本  麻優(3)
 川崎  麻未(2)

 請関優利子(3)

 58"01  2  東海中C

 外山  菜々(2)
 日高  光彩(2)
 甲斐  千尋(1)
 髙田  裕里(2)

 58"33  3  土々呂中C

 茂    紀香(2)
 山浦菜々花(2)
 岩崎  紗綾(2)

 佐藤真梨乃(2)

 58"47  4  富島中C

 新野  安未(3)
 南薗  彩花(2)
 大村  朱里(3)
 奈須  晴香(3)

 1'02"15

 2  1  東海中B

 節賀  文音(1)
 早瀬  美佑(2)
 吉田  ゆい(2)
 森竹  彩圭(2)

 56"21  2  日之影中

 戸髙  菜緒(3)
 緒方祐日子(2)
 佐藤  葉月(3)
 工藤  麻矢(3)

 56"96  3  土々呂中B

 田口由希菜(2)
 吉岡  美佳(3)
 渕上  愛海(3)
 原田  紗希(3)

 57"53  4  富島中B

 岸本  亜衣(3)
 宮田  凪彩(2)
 上村  七海(3)
 安藤  樹里(2)

 58"84

 5  高千穂中

 杉本  星華(3)
 下堂薗飛鳥(3)
 甲斐  早希(2)
 佐藤  里緒(3)

 58"93

 3  1  東海中A

 佐藤  寛子(3)
 熊本  夏萌(2)
 荒木  菜緒(1)
 山部  遥音(1)

 53"04  2  岡富中A

 藤田  結奈(3)
 中城  奈那(2)
 長納  瑞希(3)

 中嶋ほのか(3)

 53"58  3  土々呂中A

 和田  明莉(2)
 黒田  吏沙(3)
 梅田  祐衣(3)
 長山  未来(2)

 54"13  4  富島中A

 山本明日香(3)
 大津亜衣奈(2)
 金丸  美咲(3)

 村田麻由夏(3)

 54"40

 5  南中A

 吉田  優海(3)
 川野  伶奈(2)
 椎    美智(3)

 山本  由香(3)

 55"12  6  西階中

 川﨑惠理奈(3)
 河野  聖子(3)
 谷    優奈(2)
 平田しずく(2)

 57"15  7  門川中

 安田  紀穂(3)
 中川    蓮(3)

 川崎  未波(2)
 本田  千奈(2)

 1'00"07

 5/03
 小学5年女子

 100m
 1  -2.2  1  吉村  楓野(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"17  2  大﨑  菜央(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"75  3  橋本  千里(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  15"88  4  夏田和香菜(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"17

 5  木田  汐音(5)  財光寺Jr陸上  16"19  6  井上  日向(5)  延岡南部陸上  16"38  7  小島  礼子(5)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  16"53  8  重黒木純花(5)  東海ｱｽﾘｰﾄ  16"63

 5/03
 小学6年女子

 100m
 1  +2.7  1  寺田  汐里(6)  南方ｱｽﾘｰﾄ  13"22  2  甲斐  菜奈(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  13"58  3  川崎  有彩(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  13"69  4  松田莉央菜(6)  東海ｱｽﾘｰﾄ  14"16

 5  北林    爽(6)  延岡ｼﾞｭﾆｱ  14"71  6  田中  知香(6)  南方ｱｽﾘｰﾄ  14"80  7  岡本  百香(6)  南方ｱｽﾘｰﾄ  14"84  8  三重野岬支(6)  南方ｱｽﾘｰﾄ  15"02

 5/03

 小学共通女子

 4x100mR

 1  1  延岡ｼﾞｭﾆｱB

 富髙  紗矢(6)
 山本亜莉沙(6)
 甲斐  絢女(6)
 吉村  楓野(5)

 59"39  2  延岡ｼﾞｭﾆｱC

 大﨑  菜央(5)
 夏田和香菜(5)
 富山  幸乃(6)
 銀島  朱季(6)

 1'01"53  3  南方ｱｽﾘｰﾄB

 北林なるみ(6)
 甲斐麻菜美(6)
 橋口  天音(6)
 亀山  愛香(6)

 1'02"65  4  東海ｱｽﾘｰﾄB

 佐々木つぐみ(5)
 重黒木純花(5)
 佐藤  天音(5)
 西山  清香(5)

 1'06"55

 5  南方ｱｽﾘｰﾄC

 甲斐  愛奈(5)
 下田祐梨子(5)
 湯浅  遼奈(5)
 甲斐  理子(5)

 1'07"00

 2  1  延岡ｼﾞｭﾆｱA

 柳田  芽亜(6)
 川崎  有彩(6)
 北林    爽(6)

 甲斐  菜奈(6)

 55"53  2  南方ｱｽﾘｰﾄA

 田中  知香(6)
 寺田  汐里(6)
 岡本  百香(6)

 三重野岬支(6)

 58"03  3  東海ｱｽﾘｰﾄA

 太田  怜那(5)
 松田莉央菜(6)
 甲斐  桃香(6)
 日高  佳穂(6)

 1'01"37  4  財光寺Jr陸上

 青山  ひな(5)
 谷口  由芽(5)
 森田  千尋(5)
 木田  汐音(5)

 1'06"71

 5/03
 中学共通女子

 走高跳
 1  1  佐藤真梨乃(2)  土々呂中  1m35  2  請関優利子(3)  南中  1m30  3  日高  光彩(2)  東海中  1m15  4  外山  菜々(2)  東海中  1m15

 5  吉田  ゆい(2)  東海中  1m10

 5/03
 走幅跳

 1  1  川野  伶奈(2)  南中
 5m12

 大会新
 2  山本  由香(3)  南中  4m54  3  荒木  菜緒(1)  東海中  4m53  4  早瀬  美佑(2)  東海中  4m32

 5  山浦菜々花(2)  土々呂中  4m31  6  吉田  ゆい(2)  東海中  4m21  7  髙田  裕里(2)  東海中  4m16  8  佐藤  葉月(3)  日之影中  4m13

 9  木村  萌々(3)  大王谷学園  4m05  10  佐藤    南(2)  岩戸中  3m95  11  吉薗  侑未(1)  土々呂中  3m92  12  久保崎鈴菜(3)  門川中  3m48

 13  上村  七海(3)  富島中  3m47  14  田島  梨央(1)  土々呂中  3m46  15  金丸  加奈(2)  門川中  3m26

 5/03
 砲丸投

 1  1  吉村  朱可(3)  日向中  9m44  2  山本  真由(2)  松尾中  9m24  3  川﨑惠理奈(3)  西階中  7m81  4  新野  安未(3)  富島中  6m05

 7/10



 第51回県北少年少女スポーツ大会陸上競技
 期日:2012年5月3日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:西階陸上競技場
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 5/03
 中学共通女子

 砲丸投
 1  5  山本  美空(3)  東海中  5m65  6  日高  光彩(2)  東海中  5m43  7  松岡    星(1)  松尾中  5m39  8  甲斐  晴佳(2)  東海中  5m10

 9  外山  菜々(2)  東海中  4m79

 5/03
 円盤投

 1  1  那須    葵(2)  松尾中  19m53

 5/03
 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ･ｽﾛｰ

 1  1  吉村  朱可(3)  日向中
 27m43
 大会新

 2  久保崎鈴菜(3)  門川中
 26m50
 大会新

 3  茂    紀香(2)  土々呂中  24m01  4  奈須  晴香(3)  富島中  20m96

 5  佐藤    南(2)  岩戸中  19m40  6  黒木那々美(2)  岩戸中  19m16  7  藤野  瑞穂(3)  高千穂中  18m36  8  吉岡  美佳(3)  土々呂中  15m49

 8/10




