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日付 種目
エドバー　イヨバ(2) 12.25 増永　明莉(3) 12.47 大石　沙南(2) 12.49 熊谷　妙子(3) 12.50 廣田　丹子(3) 12.54 上村　希実(2) 12.62 須田　真子(2) 12.62 斉藤　優香(2) 12.70

東京・東京 千葉・流山南 神奈川・相洋 神奈川・弥栄 東京・つばさ総合 東京・東京 神奈川・川崎市立橘 神奈川・荏田

増永　明莉(3) 24.57 杉山　菫(2) 24.65 エドバー　イヨバ(2) 24.89 村　友佳(2) 25.03 大石　沙南(2) 25.07 広沢　真愛(2) 25.12 豊田　麗(2) 25.32 竪山　菜々(3) 25.43

千葉・流山南 神奈川・相洋 東京・東京 千葉・市立松戸 神奈川・相洋 東京・八王子 千葉・成田 東京・東京成徳

奥田　真澄(3) 55.68 井上　里咲(2) 56.53 村　友佳(2) 56.66 加藤　瑞稀(3) 56.70 山田　美衣(2) 56.80 西村　緋菜乃(2) 57.09 小林　茉由(3) 57.43 深澤　みなみ(2) 58.89

東京・東京 神奈川・荏田 千葉・市立松戸 神奈川・相洋 山梨・駿台甲府 神奈川・相洋 東京・八王子 東京・國學院

奥田　静香(3) 2:11.51 上田　未奈(3) 2:11.79 杉山　香南(3) 2:13.15 菊地　梨紅(2) 2:13.16 齋藤　佑以加(1) 2:13.53 吉澤　伶(3) 2:13.73 白鳥　さゆり(3) 2:13.97 五十嵐　恋(2) 2:17.60

東京・東京 千葉・成田 神奈川・白鵬女子 千葉・市立船橋 千葉・市立船橋 東京・日本橋女学館 千葉・佐原 東京・日本橋女学館

上田　未奈(3) 4:33.25 加藤　美菜(3) 4:33.37 杉山　香南(3) 4:33.56 白鳥　さゆり(3) 4:34.17 平賀　奏美(1) 4:34.25 佐藤　みな実(2) 4:34.26 保坂　野恋花(2) 4:34.43 佐藤　成葉(2) 4:34.49

千葉・成田 神奈川・白鵬女子 神奈川・白鵬女子 千葉・佐原 東京・順天 東京・順天 山梨・韮崎 神奈川・荏田

加藤　美菜(3) 9:19.42 原田　紗枝(3) 9:19.70 関谷　夏希(2) 9:22.21 畠山　実弓(3) 9:22.97 寺内　希(3) 9:23.09 佐藤　成葉(2) 9:23.16 酒井　優莉菜(3) 9:23.53 池亀　彩花(2) 9:25.17

神奈川・白鵬女子 千葉・成田 千葉・市立船橋 山梨・山梨学院大附 神奈川・秦野 神奈川・荏田 千葉・柏日体 千葉・市立船橋

堀池　香穂(3) 14.13 鳴川　亜美(2) （1位）14.13 鈴木　美羽(3) 14.50 湯原　美月(3) 14.53 鈴木　美帆(3) 14.56 柳下　美佐子(3) 14.58 長坂　くるみ(3) 14.60 尾張　叶歩(3) 14.71

神奈川・相洋 東京・白梅学園 千葉・市立船橋 神奈川・東海大相模 神奈川・松陽 東京・戸板女 東京・吉祥女 東京・白梅学園

堀池　香穂(3) 59.91 小宇佐　香澄(3) 1:00.83 松村　涼(3) 1:01.04 吉澤　伶(3) 1:01.58 カラザース圭菜ヴィヴィアン(3) 1:01.59 柳下　美佐子(3) 1:02.39 野田　夏美(3) 1:03.28 田島　梨紗乃(2) 1:04.31

神奈川・相洋 神奈川・弥栄 神奈川・希望ヶ丘 東京・日本橋女学館 神奈川・川崎市立橘 東京・戸板女 東京・白梅学園 東京・東京

櫻井　結花(3) 23:56.68 水無瀬　都(3) 25:47.02 大澤　亜美(2) 25:57.74 加藤　泉美(3) 26:01.33 栗原　悠帆(3) 26:33.16 川原　早智(2) 26:35.47 波木井　愛(3) 26:38.32 内田　真織(3) 26:49.18

千葉・成田 東京・錦城 千葉・市立船橋 東京・高島 東京・上水 千葉・成田 神奈川・逗葉 神奈川・藤沢西

相洋・神奈川 46.30 東京・東京 46.69 つばさ総合・東京 47.25 川崎市立橘・神奈川 47.32 東海大望洋・千葉 47.53 流山南・千葉 47.78 荏田・神奈川 47.85 日本工大駒場・東京 52.37

大石　沙南(2) 武田　夏子(3) 鳥海　朱音(3) 須田　真子(2) 松本　理夏子(2) 浅香　茉里(2) 古正　凪沙(1) 山本　早姫(1)

杉山　菫(2) エドバー　イヨバ(2) 加田　美香(3) 武内　緩奈(3) 進藤　若菜(3) 中里　夕雅(1) 井上　里咲(2) 海老沢　伶那(1)

越智　めぐみ(3) 上村　希実(2) 伊藤　有花(2) 深田　菜緒(2) 中村　美里(3) 増永　笑来(1) 斉藤　優香(2) 梅津　茜(1)

堀池　香穂(3) 奥田　真澄(3) 廣田　丹子(3) 真部　優花(2) 秦野　南美(1) 増永　明莉(3) 山脇　琴音(1) 久保　亜理紗(3)

相洋・神奈川 3:45.23 白梅学園・東京 3:46.28 八王子・東京 3:48.29 東京・東京 3:48.56 川崎市立橘・神奈川 3:51.40 成田・千葉 3:52.03 菅・神奈川 3:53.81 駿台甲府・山梨 3:54.03

堀口　麻夏(3) 村上　ちはる(3) 並木　理莉奈(3) 森川　侑果(2) 小山　佳奈(1) 林　舞香(3) 関口　幸美(2) 小松　さくら(2)

加藤　瑞稀(3) 渡邉　真央(2) 伊藤　莉子(2) 上村　希実(2) 武内　緩奈(3) 大橋　結衣(3) 渡邉　明日香(3) 白倉  若奈(3)

西村　緋菜乃(2) 野田　夏美(3) 広沢　真愛(2) 大野　穂花(3) 須田　真子(2) 清野　真帆(1) 木村　優希(2) 横山　文香(1)

堀池　香穂(3) 鳴川　亜美(2) 小林　茉由(3) 奥田　真澄(3) カラザース圭菜ヴィヴィアン(3) 豊田　麗(2) 河野　智美(2) 山田　美衣(2)

青山　夏実(2) 1m70 清水　爽香(2) 1m67 松元　珠凜(2) 1m67 古川　聡美(3) 1m67 具志堅　実希(3) 1m67 伊德　有加(2) 1m64 菅原　千尋(1) 1m64 田中　女瑠萌(2) 1m64

神奈川・川崎市立橘 千葉・八千代松陰 千葉・柏日体 東京・片倉 神奈川・有馬 東京・芦花 千葉・成田 山梨・桂

水口　怜(3) 5m78(-0.4) 剱持　クリア(2) 5m52(-1.6) 伊藤　由莉愛(2) 5m50(-0.7) アコウア　奈菜(1) 5m49(-0.9) 近藤　祐未(3) 5m48(0.0) 高橋　このか(2) 5m47(-0.2) 大槻　優渚(2) 5m47(-0.9) 古谷　夢華(1) 5m44(-2.0)

東京・白梅学園 山梨・山梨学院大附 神奈川・希望ヶ丘 東京・城東 山梨・山梨学院大附 東京・白梅学園 千葉・我孫子 神奈川・山北

上坂　優稀(3) 13m88 坂本　早映(2) 13m52 鈴木　夢(3) 13m07 岸　夏希(3) 12m26 清水　捺帆(2) 11m94 藤田　幸楓(2) 11m91 能登　亜里紗(2) 11m91 武井　仁美(2) 11m66

神奈川・瀬谷西 東京・戸板女 千葉・千葉黎明 神奈川・弥栄 東京・田無 東京・戸板女 *F8 神奈川・川崎市立橘 山梨・山梨

上坂　優稀(3) 41m45 伊東　史子(3) 38m76 石井　藍美(3) 37m07 淺田　蒔(3) 36m82 藤田　幸楓(2) 36m41 三橋　佳那子(3) 35m94 田中　朝香(3) 34m88 金子　アニサ(3) 34m62

神奈川・瀬谷西 神奈川・川崎市立橘 東京・東京 神奈川・平塚学園 東京・戸板女 神奈川・横須賀総合 神奈川・瀬谷西 千葉・木更津総合

小林　比奈乃(2) 45m27 田中　朝香(3) 42m92 守屋　佳江(2) 42m44 伊澤　茉那(3) 41m69 鈴木　綾夏(2) 41m44 荒谷　希海(3) 40m94 泉　文香(3) 40m77 小池　捺央(3) 39m64

東京・芦花 神奈川・瀬谷西 神奈川・藤沢西 千葉・我孫子 千葉・成田 神奈川・川崎市立橘 千葉・東葛飾 千葉・西武台千葉

澤田　珠里(3) 4929点 高橋　このか(2) 4919点 速水　舞(3) 4724点 今井　真優美(3) 4508点 石丸　理沙子(3) 4496点 佐藤　里咲(3) 4185点 岸　歩美(3) 4117点 髙橋　満南(1) 4095点

東京・白梅学園 東京・白梅学園 東京・駒場 千葉・東海大浦安 神奈川・希望ヶ丘 千葉・東京学館 神奈川・相模原総合 神奈川・川崎市立橘

総合 神奈川・相洋 56.5点 東京・東京 52点 千葉・成田 44点 東京・白梅学園 43.5点 神奈川・川崎市立橘 36点 千葉・市立船橋 28点 神奈川・白鵬女子 27点 神奈川・瀬谷西 25点

トラック 神奈川・相洋 56.5点 東京・東京 46点 千葉・成田 38点 千葉・市立船橋 28点 神奈川・白鵬女子 27点 千葉・流山南 18点 東京・白梅学園 17.5点 神奈川・川崎市立橘 15点

フィールド 神奈川・瀬谷西 25点 神奈川・川崎市立橘 20点 東京・戸板女 14点 東京・白梅学園 11点 東京・芦花 （4位）11点 山梨・山梨学院大附 11点 千葉・八千代松陰 7点 千葉・我孫子 7点

混成 東京・白梅学園 15点 東京・駒場 6点 千葉・東海大浦安 5点 神奈川・希望ヶ丘 4点 千葉・東京学館 3点 神奈川・相模原総合 2点 神奈川・川崎市立橘 1点

*F8:2番目の記録による順位
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16.03(-0.5)-1m45-8m41-27.67(+1.1)
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七種競技 15.34(-0.5)-1m45-7m97-26.53(+1.1)

 平成26年度　関東高等学校陸上競技大会
 秩父宮陽杯　第66回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北関東・南関東地区予選会

期日：平成26年6月20日（金）～23日（月）
会場：相模原ギオンスタジアム
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女子3000m
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女子100mH

(0.840m)�風：-2.2
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女子400mH

(0.762m)

7位

17.70(-0.5)-1m66-10m15-28.10(+1.2)

5m34(-0.5)-38m81-2:20.39 5m64(-1.5)-38m26-2:19.57 5m23(-1.7)-35m12-2:21.89 5m03(-1.6)-30m74-2:25.54 5m08(-0.5)-33m15-2:20.27 5m06(+0.2)-32m67-2:40.20 4m91(-1.4)-28m43-2:23.62 4m86(0.0)-35m94-2:47.06

14.56(+0.6)-1m54-9m39-26.48(+1.1) 15.67(-0.5)-1m54-9m81-26.23(+1.2) 15.06(-0.5)-1m54-9m04-26.41(+1.2) 15.01(+0.6)-1m51-8m30-25.86(+1.2) 14.93(+0.6)-1m35-9m17-26.28(+1.1)
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