
日付 種目

佐藤　愛夢 (1) 14.16 星野　真菜 (1) 14.50 益子　綾菜 (1) 14.50 齋須　愛菜 (1) 14.82 窪田　芽衣 (1) 15.29 磯　楓来 (1) 15.29 小田部　好夏 (1) 15.30 大田原　綾音 (1) 15.40

那須中央中 東那須野中 東那須野中 大田原中 黒羽中 箒根中 黒羽中 高林中

福田　菜々子 (2) 12.94 塩谷　菜月 (2) 13.55 石井　沙奈 (2) 13.63 金子　樹 (2) 13.64 常盤　葉月 (2) 13.77 小川　凜夢 (2) 13.82 大森　冴彩 (2) 14.12 増渕　心寧 (2) 14.26

黒磯北中 大会記録 日新中 大田原中 日新中 那須中央中 西那須野中 三島中 三島中

平山　佳暖 (3) 13.33 津久井　和美 (3) 13.33 大山　ミチル (3) 13.39 大島　采音 (3) 13.42 手塚　朱里 (3) 13.87 高根沢　瑚花 (3) 13.94 岡本　愛音 (3) 14.12 金子　紫音 (3) 14.15

三島中 大田原中 西那須野中 西那須野中 三島中 厚崎中 黒磯北中 厚崎中

福田　菜々子 (2) 26.34 平山　佳暖 (3) 27.09 津久井　和美 (3) 27.69 大島　采音 (3) 27.77 鈴木　日菜子 (3) 27.95 矢吹　遥奈 (3) 28.00 岡田　愛永 (3) 28.29 金子　紫音 (3) 29.12

黒磯北中 +0.5
大会記録

三島中 +0.5 大田原中 +0.5 西那須野中 +0.5 大田原中 +0.5 三島中 +0.5 西那須野中 -0.9 厚崎中 +0.5

田中　美羽 (1) 2.30.61 深澤　雫月 (1) 2.31.53 髙野　佑香 (1) 2.37.81 木村　華音 (1) 2.38.81 君　さくら (1) 2.40.73 遠藤　佑李 (1) 2.42.23 髙久　虹彩 (1) 2.43.82 石川　美洋 (1) 2.44.02

西那須野中 大田原中 三島中 三島中 野崎中 日新中 厚崎中 西那須野中

渡辺　凜花 (3) 2.20.11 西田　真花 (2) 2.20.90 佐藤　あいり (2) 2.21.37 斉藤　彩里紗 (3) 2.25.02 大江　愛結 (3) 2.27.14 大金　未歩 (3) 2.30.07 星野　梨歩 (2) 2.30.70 柏﨑　美月 (2) 2.30.97

厚崎中 三島中 大田原中 三島中 大田原中 西那須野中 黒磯北中 西那須野中

小林　咲那 (2) 4.41.13 渡辺　凜花 (3) 4.45.94 佐藤　あいり (2) 4.47.62 吉田　芹梨 (2) 4.50.50 後藤　莉乃愛 (2) 4.57.22 大江　愛結 (3) 5.01.67 柏﨑　美月 (2) 5.01.68 高橋　里緒 (3) 5.01.68

三島中 厚崎中 大田原中 三島中 厚崎中 大田原中 西那須野中 日新中

大山　ミチル (3) 16.07 高根沢　瑚花 (3) 16.62 金子　樹 (2) 17.70 菊池　紅里 (3) 17.96 藤巻　優来 (3) 18.16 湯崎野　汐里 (2) 18.56 菊地　星奈 (3) 18.67 松田　弥咲妃 (2) 19.33

西那須野中 -2.3 厚崎中 -2.3 日新中 -0.2 箒根中 -2.1 西那須野中 -2.3 大田原中 -2.3 那須中央中 -2.3 野崎中 -0.2

西那須野中 51.18 三島中 51.29 日新中 52.67 黒磯北中 53.12 厚崎中 54.53 那須中 54.93 黒羽中 55.88 金田北中 56.05

小川　凜夢 (2) 手塚　朱里 (3) 菅井　亜美 (3) 鈴木　海帆 (2) 川嶋　日南 (3) 野中　ニコル (2) 大金　遙空 (3) 松本　彩良 (3)

大山　ミチル (3) 矢吹　遥奈 (3) 金子　樹 (2) 福田　菜々子 (2) 高根沢　瑚花 (3) 梅崎　七美絵 (3) 大森　彩音 (3) 渡邉　真帆 (3)

人見　梓 (3) 平山　佳暖 (3) 村井　李圭 (3) 星野　梨歩 (2) 金子　紫音 (3) 人見　有瑠葉 (3) 齋藤　葵 (3) 藤田　心優 (3)

大島　采音 (3) 大森　冴彩 (2) 塩谷　菜月 (2) 岡本　愛音 (3) 越路　遙菜 (3) 小山田　優空 (3) 鈴木　美里 (3) 星野　水綺 (3)

加藤　海咲 (3) 1m63 越路　遙菜 (3) 1m45 室井　英代 (2) 1m45 岡本　夏実 (2) 1m40 越路　結菜 (2) 1m30 平山　愛海 (3) 1m30 塩田　菫 (2) 1m30 永田　楓果 (3) 1m25

西那須野中 厚崎中 黒磯中 那須中 厚崎中 那須中 三島中 西那須野中

石田　真萌 (2) 1m25

那須中央中

益子　綾菜 (1) 4m15 齋須　愛菜 (1) 4m12 松本　音和 (1) 3m98 佐々木　咲桜 (1) 3m90 石川　美洋 (1) 3m85 佐藤　愛夢 (1) 3m85 阿部　望叶 (1) 3m81 阿美　里緒奈 (1) 3m69

東那須野中 +1.7 大田原中 +1.0 親園中 +1.0 大田原中 -0.8 西那須野中 +1.0 那須中央中 +0.0 厚崎中 +0.6 野崎中 +0.1

桑田　愛佳理 (3) 5m20 人見　梓 (3) 4m73 鈴木　日菜子 (3) 4m57 野中　ニコル (2) 4m40 加藤　真子 (2) 4m39 手塚　朱里 (3) 4m31 室井　杏菜 (2) 4m19 堀江　舞耶 (3) 4m16

西那須野中 +1.3 西那須野中 +1.7 大田原中 +1.6 那須中 +0.4 三島中 +2.3 三島中 +0.3 厚崎中 +1.7 親園中 +0.6

菅井　亜美 (3) 10m72 白倉　瑠菜 (2) 10m65 柳井　すみれ (2) 9m87 野口　紗渚 (2) 8m67 藤巻　優来 (3) 8m44 大野　美紀 (2) 8m36 髙久　愛莉珠 (3) 8m19 岡　柚月 (3) 8m12

日新中 黒羽中 三島中 厚崎中 西那須野中 黒磯北中 黒磯中 金田南中

永田　楓果 (3) 1982点 浅倉　朱李 (3) 1593点 山根　紫音 (3) 1487点 室井　菜那 (2) 1303点

西那須野中 西那須野中 西那須野中 大田原中

原　梓恩 (1) 2.43.87 八木澤　杏実 (1) 2.48.72 恒吉　優希 (1) 2.51.67 村田　美海 (1) 2.54.10 高柳　風花 (1) 2.55.21 大場　悠生 (1) 2.59.07 菊地　優来 (1) 3.00.13 菊地　真央 (1) 3.05.79

野崎中 日新中 三島中 日新中 西那須野中 野崎中 日新中 日新中

豊島　夏季 (2) 2.29.07 露久保　ひより (2) 2.34.40 小保方　まりん (2) 2.41.23 塩澤　和花 (2) 2.41.48 眞田　英珠 (2) 2.41.84 渡邉　ユイリ (2) 2.44.32 渋井　萌笑子 (2) 2.46.20 永田　咲良 (2) 2.46.70

大田原中 大田原中 三島中 金田北中 厚崎中 那須中央中 那須中央中 黒磯中

岡田　陽香 (3) 2.24.39 松山　彩香 (3) 2.28.28 福井　凜 (3) 2.29.28 安藤　夏凜 (3) 2.30.39 遅澤　舞 (3) 2.33.57 長岡　薫子 (3) 2.36.92 増子　いち花 (3) 2.39.09 黒崎　和 (3) 2.39.62

三島中 大会記録 大田原中 三島中 三島中 三島中 大田原中 大田原中 黒羽中

女子総合 西那須野中 87.5点 三島中 83点 大田原中 75点 厚崎中 57点 日新中 36点 黒磯北中 28点 東那須野中 21点 那須中央中 17.5点

共通女子走高跳5/15

競技会コード：18 09 4001　　日付：平成30年5月15日(火)　　競技場：大田原市営美原公園陸上競技場　　競技場コード：093060 フ ィ ー ル ド 審 判 長 星　　政明

審 判 長 小瀧　直人

第46回　那須地区中学校春季体育大会陸上競技大会　決勝一覧（女子） ト ラ ッ ク 審 判 長 小林　隆士
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1年女子100m
風：-1.6

記 録 主 任 福﨑　悠平

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5/15
2年女子100m
風：-1.3

5/15
3年女子100m
風：-2.4

5/15 共通女子200m

5/15 1年女子800m

5/15 共通女子800m

5/15 共通女子1500m

5/15 共通女子100mH(0.762m/8.00m)

5/15 共通女子4×100mR

5/15 1年女子走幅跳

5/15 共通女子走幅跳

5/15 共通女子砲丸投(2.721kg)

5/15 3年女子800mOP

5/15 共通女子四種競技

5/15 1年女子800mOP

5/15 2年女子800mOP


