
平成24年度関東高等学校陸上競技大会 決勝記録一覧表
秩父宮賜杯第65回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
南関東地区予選会
主　催：関東高等学校体育連盟　関東陸上競技協会　（社）東京陸上競技協会　群馬県教育委員会
主　管：関東高等学校体育連盟陸上競技専門部・（財）群馬陸上競技協会・群馬県高等学校体育連盟
後　援：（財）群馬県スポーツ協会・前橋市教育委員会
競技場：正田醤油ｽﾀｼﾞｱﾑ群馬 期日:平成24年6月15日（金）～18日(月)

種目 日程 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
100m 16日 高森　真帆(2) 12秒01 藤森　安奈(3) 12秒08 佐藤　彩(2) 12秒11 杉山　奈誇(3) 12秒14 牧野　百恵 (3) 12秒21 笹子　真衣 (3) 12秒34 小門　珠美 (3) 12秒37 男澤　菜穂(3) 12秒39
風+0.0 東　京･東京 東　京･東京 神奈川･川和 東　京･八王子 千　葉･市立船橋 千　葉･安房 千　葉･市立船橋 東　京･文京

女 ト 200m 17日 杉山　奈誇(3) 23秒86 杉崎　ゆうな(2) 24秒10 高森　真帆(2) 24秒16 牧野　百恵 (3) 24秒33 寺田　梨紗(2) 24秒54 利藤　野乃花(2) 24秒54 清水　友紀 (2) 24秒64 松尾　佳奈(2) 24秒78
ラ 風+3.7 東　京･八王子 神奈川･相洋 東　京･東京 千　葉･市立船橋 東　京･城西 東　京･白梅学園 千　葉･千葉東 神奈川･川崎北

子 ッ 400m 15日 福里　秋帆(3) 55秒43 利藤　野乃花(2) 55秒46 平野　綾子(3) 55秒67 須藤　唯 (3) 55秒95 安西　この実(3) 56秒15 阿部　彩香 (3) 56秒31 今井　美月(3) 57秒44 及川　夏菜(3) 57秒68
ク 神奈川･川和 東　京･白梅学園 神奈川･横須賀 千　葉･船橋法典 東　京･白梅学園 千　葉･成田 神奈川･弥栄 東　京･駒場
800m 17日 平野　綾子(3) 2分08秒18 福里　秋帆(3) 2分12秒42 太田　優紀 (2) 2分13秒95 丹羽　七海(2) 2分14秒46 北村　夢(2) 2分14秒48 天神林　舞子 (2 2分14秒67 佐藤　美杏樹(3) 2分14秒69 山中　千鶴 (3) 2分18秒36

神奈川･横須賀 神奈川･川和 千　葉･成田 神奈川･白鵬女子 東　京･東京 千　葉･千葉黎明 神奈川･白鵬女子 千　葉･西武千葉
1500m 16日 市村　萌捺美 (2 4分23秒25 卜部　蘭(2) 4分24秒61 出水田　眞紀(2) 4分25秒16 森田　香織(2) 4分25秒17 太田　優紀 (2) 4分25秒55 秋山　桃子(3) 4分26秒13 今村　咲織(2) 4分26秒14 坂口　真子(1) 4分26秒48

千　葉･成田 東　京･白梅学園 神奈川･白鵬女子 神奈川･荏田 千　葉･成田 神奈川･白鵬女子 神奈川･希望ヶ丘 山　梨･山梨学院
3000m 18日 出水田　眞紀(2) 9分17秒74 内藤　早紀子(3) 9分17秒93 谷萩　史歩(2) 9分19秒38 青葉　愛(2) 9分21秒14 今村　咲織(2) 9分22秒53 竹内　あさひ(3) 9分22秒78 赤坂　よもぎ(2) 9分29秒43 土田　美優(3) 9分34秒30

神奈川･白鵬女子 千　葉･市立船橋 東　京･八王子 山　梨･山梨学院 神奈川･希望ヶ丘 神奈川･秦野 神奈川･元石川 東　京･順天
100mH 18日 原　美咲 (3) 14秒44 山形　今日子 (3 14秒51 酒向　里奈(3) 14秒67 内田　莉奈(3) 14秒89 奥﨑　咲希 (3) 15秒01 足立　花子(3) 15秒05 猿田　綸咲 (3) 15秒08 福田　真理菜 (3 15秒15
風-2.4 千　葉･流山南 千　葉･市立船橋 神奈川･川崎市橘 山　梨･巨摩 千　葉･横芝敬愛 神奈川･川崎市橘 千　葉･専修松戸 千　葉･敬愛学園
400mH 16日 清水　友紀 (2) 1分00秒78 杉崎　ゆうな(2) 1分01秒16 宇田川　奈桜(2) 1分01秒35 香坂　さゆり(2) 1分02秒03 佐藤　あゆ子(3) 1分02秒13 内田　莉奈(3) 1分03秒05 長畑　瑶子(3) 1分03秒24 柳下　美佐子(1) 1分04秒62

千　葉･千葉東 神奈川･相洋 神奈川･川崎市橘 東　京･白梅学園 東　京･早稲田実 山　梨･巨摩 東　京･文京 東　京･戸板女
5000mW 15日 山口　茜 (3) 25分16秒88 森　歩(3) 25分57秒03 雨宮　弥沙(2) 26分27秒38 川崎　真理(3) 26分32秒46 猿田　愛実 (2) 26分42秒63 雨宮　凪咲(2) 26分56秒53 吉田　百見(2) 27分17秒59 上原　佳奈 (3) 27分40秒23

千　葉･佐原 山　梨･桂 山　梨･山梨農林 神奈川･白鵬女子 千　葉･佐原 山　梨･山梨農林 東　京･文京 千　葉･君津
4×100mR 16日 東京・東京 46秒97 東京・白梅学園 47秒22 東京・八王子 47秒39 千葉・市立船橋 47秒49 神奈川・川崎市橘 47秒71 神奈川・川崎北 47秒86 千葉・東京学館 48秒57

鈴木  夢桜(2) 香坂  さゆり(2) 尾崎  草苗(2) 田久保  志穂(3) 酒向  里奈(3) 久家  愛理(2) 伊藤  奈々(2)
中嶋  瑞穗(3) 利藤  野乃花(2) 杉山  奈誇(3) 後藤  百花 (2) オウイエ  聖羅(3) 松尾  佳奈(2) 香取  優花(3)
高森  真帆(2) 安西  この実(3) 林  小百合(2) 牧野  百恵 (3) 田原  寧々(2) 杉崎  円香(2) 佐藤  里佳(3)
武田  夏子(1) 村上  ちはる(1) 小林  茉由(1) 小門  珠美 (3) 武内  緩奈(1) 土屋  美乃里(2) 明石  優理(3)

4×400mR 18日 東京・白梅学園 3分44秒50 神奈川・相洋 3分46秒39 東京・東京 3分48秒52 神奈川・希望ヶ丘 3分48秒85 神奈川・弥栄 3分49秒51 千葉・市立船橋 3分49秒52 神奈川・川和 3分49秒74 千葉・成田 3分51秒49
利藤  野乃花(2) 田井  茜(3) 新田  真未(3) 鈴木  理咲子(2) 根本  真衣(3) 後藤  百花 (2) 杉山  葵(3) 中島  美咲(3)
安西  この実(3) 久家  由貴奈(2) 高森  真帆(2) 宮城  朝香(2) 垣谷  瑛里子(2) 牧野  百恵 (3) 松岡  杏樹(3) 鬼塚  咲伎(2)
志茂  里佳(3) 菊池  瑠依奈(2) 北村  夢(2) 中辻  彩加(3) 長嶋  美樹(2) 本間  理良(3) 佐藤  彩(2) 髙島  里奈子(2)
香坂  さゆり(2) 杉崎  ゆうな(2) 中嶋  瑞穗(3) 藤沼  朱音(2) 今井  美月(3) 小門  珠美 (3) 福里  秋帆(3) 阿部  彩香 (3)

走高跳 15日 松枝　美紗子(3) 1m70 津吹　アイリ(3) 1m67 柏木　千明(3) 1m64 田中　里実(2) 1m64 剱持　早紀(3) 1m64 根岸　志帆(3) 1m64 亀山　佳奈(3) 1m61 石川　千尋(2) 1m61
千　葉･柏中央 神奈川･弥栄 神奈川･希望ヶ丘 神奈川･藤沢西 山　梨･山梨学院 東　京･戸板女 千　葉･市立船橋 神奈川･川崎市橘

フ 走幅跳 17日 林　小百合(2) 5m72 藤沼　朱音(2) 5m66 剱持　早紀(3) 5m64 千葉　瑞穂(3) 5m59 佐野　恵(3) 5m57 國分　春菜(3) 5m57 今　友香(3) 5m50 鈴木　利佳(2) 5m49
ィ 東　京･八王子 W3.1 神奈川･希望ヶ丘 W4.3 山　梨･山梨学院 0.1 神奈川･横須賀学 -0.5 東　京･文京 -0.3 東　京･東京 0.0 千　葉･市立松戸 1.4 東　京･駒大高 1.4
｜ 砲丸投 18日 山内　愛(3) 13m83 長沼　瞳(2) 12m60 晴山　江梨花(2) 12m13 鈴木　　夢(1) 11m94 芳賀　鼓(2) 11m94 新崎　美深(2) 11m90 佐藤　優莉愛(2) 11m89 上坂　優稀(1) 11m40
ル 神奈川･城北工業 東　京･郁文館 東　京･東京 千　葉･千葉黎明 神奈川･平塚学園 東　京･東京 神奈川･荏田 神奈川･瀬谷西
ド 円盤投 16日 芳賀　鼓(2) 38m82 鬼塚　汐香 (3) 37m46 斉藤　友佳(3) 36m43 山内　愛(3) 35m96 吉田　佳菜(2) 34m74 矢向　花菜(3) 34m24 武末　優(3) 34m17 藤森　夏美(2) 33m12

神奈川･平塚学園 千　葉･柏中央 神奈川･大和 神奈川･城北工業 東　京･専大附 神奈川･川崎市橘 東　京･東京 東　京･つばさ
やり投 15日 山内　愛(3) 50m98 牧野　仁美(3) 45m04 武田　菜津美(3) 43m96 石井　鈴乃(3) 43m91 原田　愛理(3) 39m55 齊藤　瞳(3) 39m36 佐藤　百華(3) 38m88 荒木　麻佑(3) 38m03

神奈川･城北工業 神奈川･追浜 千　葉･成東 千　葉･柏 千　葉･実籾 神奈川･湘南 山　梨･身延 東　京･東京成徳
混 七種競技 17日 伊藤　明子(2) 5025点 澤田　珠里(1) 4757点 藤沼　朱音(2) 4718点 津吹　アイリ(3) 4517点 千葉　瑞穂(3) 4394点 速水　舞(1) 4366点 平野　栞(3) 4128点 木村　仁美(2) 3904点
成 東　京･田園調布 東　京･白梅学園 神奈川･希望ヶ丘 神奈川･弥栄 神奈川･横須賀学 東　京･駒場 千　葉･銚子 神奈川･希望ヶ丘

総合得点 18日 東京・東京 53点 東京・白梅学園 48点 千葉・市立船橋 35点 東京・八王子 33点 神奈川・希望ｹ丘 31点 神奈川・白鵬女子 29点 神奈川・川和 23点 神奈川・川崎市橘 23点
W=追風参考 NGR=大会新


