
平成２２年度 全国高等学校総合体育大会 　秩父宮賜杯　第６３回　全国高等学校陸上競技対校選手権大会 佐賀

都  道  府  県  予  選  会  成  績  表 佐賀県総合運動場 陸上競技場 平成２２年６月４日(金)～６月７日(月)

種　目 参加数 風力 １ ２ ３ ４ ５ ６

6月5日 １００ｍ 76 +3.9 12.27 北村　悠衣 (2) 佐賀北 12.35 無津呂志帆 (3) 佐賀東 12.49 八谷　美里 (2) 佐賀北 12.50 近藤　朱里 (3) 佐賀北 12.60 園田　真子 (2) 鳥栖商 12.72 筬　亜依子 (1) 伊万里商

6月7日 ２００ｍ 60 +0.4 ★● 24.45 森　　鮎美 (2) 佐賀北 25.89 北村　悠衣 (2) 佐賀北 25.97 近藤　朱里 (3) 佐賀北 26.01 無津呂志帆 (3) 佐賀東 26.47 園田　真子 (2) 鳥栖商 26.57 横尾　明子 (3) 佐賀清和

6月4日 ４００ｍ 39 58.71 森屋あやめ (3) 佐賀北 59.22 衞藤　千佳 (2) 唐津商 59.39 横尾　明子 (3) 佐賀清和  1:00.17 畑瀬　　彩 (3) 佐賀商  1:00.25 平石有佳里 (3) 鹿島  1:00.51 松隈　　遥 (2) 鳥栖商

6月6日 ８００ｍ 67  2:15.77 宮﨑　悠香 (3) 鹿島  2:16.97 今山　結未 (2) 佐賀清和  2:17.87 衞藤　千佳 (2) 唐津商  2:18.30 大島　由佳 (3) 牛津  2:19.95 夏秋　佑美 (2) 神埼清明  2:21.23 中野　和音 (1) 唐津東

6月4日 １５００ｍ 67  4:35.61 宮﨑　悠香 (3) 鹿島  4:38.71 光延　友希 (3) 佐賀清和  4:40.30 天野　　栞 (3) 佐賀西  4:41.67 竹本　未来 (2) 多久  4:48.22 古賀　鈴華 (3) 鹿島実  4:50.53 北島美也子 (3) 小城

6月7日 ３０００ｍ 46  9:49.52 光延　友希 (3) 佐賀清和  9:54.24 中島　遥子 (3) 鹿島実  9:55.15 天野　　栞 (3) 佐賀西 10:01.71 古賀　晴香 (3) 鹿島実 10:02.80 犬塚　春花 (1) 多久 10:10.28 古賀　悠華 (2) 鹿島実

6月7日 １００ｍＨ 23 -1.4 15.71 丸田しのぶ (3) 佐賀商 16.31 渡邊明日香 (3) 武雄 16.66 林　るのあ (3) 杵島商 16.73 相島美沙里 (2) 佐賀北 17.01 田中　絢弓 (3) 伊万里商 17.68 吉田　早希 (2) 佐賀清和

6月5日 ４００ｍＨ 20 ●  1:02.04 森　　鮎美 (2) 佐賀北  1:06.57 諸岡　亜耶 (3) 鹿島  1:07.68 丸田しのぶ (3) 佐賀商  1:07.76 松尾　美咲 (2) 鹿島  1:08.97 嶋田　麻美 (3) 牛津  1:09.05 中村　和希 (1) 神埼清明

6月4日 ３０００ｍＷ 9 16:09.75 米満　裕美 (3) 牛津 16:54.29 松田　里菜 (2) 牛津 18:59.28 森山　　静 (3) 鳥栖商 19:36.09 中嶋　莉央 (3) 佐賀清和 19:36.11 原田　　栞 (2) 佐賀商 20:40.84 山﨑　佳澄 (2) 嬉野

6月5日 ４×１００ｍ 21 ● 48.06 相島美沙里 (2) 佐賀北 49.57 山下　裕子 (1) 佐賀商 49.81 岩永　恵実 (2) 鹿島 50.04 佐藤　仁美 (3) 鳥栖 50.28 松隈　　遥 (2) 鳥栖商 50.30 坂田　郁美 (3) 佐賀東

森　　鮎美 (2) 畑瀬　　彩 (3) 諸岡　亜耶 (3) 岡本　彩希 (3) 園田　真子 (2) 無津呂志帆 (3)

近藤　朱里 (3) 栗林　未樹 (3) 平石有佳里 (3) 籾山佐耶加 (3) 宮本　奈々 (1) 皆良田ちあき (3)

八谷　美里 (2) 丸田しのぶ (3) 山下　真実 (2) 高尾亜利沙 (3) 津田　聖佳 (3) 坂田　智美 (3)

6月7日 ４×４００ｍ 17 ★●  3:51.90 森　　鮎美 (2) 佐賀北  4:00.09 平石有佳里 (3) 鹿島  4:02.97 福地　　彩 (1) 佐賀清和  4:03.28 無津呂志帆 (3) 佐賀東  4:06.11 山田　広美 (2) 伊万里商  4:06.66 松隈　　遥 (2) 鳥栖商業

北村　悠衣 (2) 諸岡　亜耶 (3) 今山　結未 (2) 高柳　　瞳 (3) 松岡　直美 (3) 園田　真子 (2)

近藤　朱里 (3) 岩永　恵実 (2) 吉田　早希 (2) 山口　沙織 (3) 筬　亜依子 (1) 畦間　実咲 (1)

森屋あやめ (3) 松尾　美咲 (2) 横尾　明子 (3) 古賀　　恵 (3) 金子　真美 (3) 津田　聖佳 (3)

6月4日 走高跳 16 1m60 古賀　　恵 (3) 佐賀東 1m53 井上　美咲 (3) 牛津 1m50 溝口　千晶 (2) 白石 1m45 稲富　朱音 (2) 白石 1m45 川﨑　舞子 (2) 佐賀商 1m45 太田　千晶 (1) 伊万里

6月6日 走幅跳 45   5m45 栗林　未樹 (3) 佐賀商   5m30 八谷　美里 (2) 佐賀北   5m21 坂本　優奈 (3) 唐津東   5m13 籾山佐耶加 (3) 鳥栖   5m10 井上　美咲 (3) 牛津   5m09 門馬　江梨 (3) 鹿島実

+0.0 +1.6 +0.0 +0.3 +1.1 +0.9

6月7日 砲丸投 17   9m97 岩永　美笛 (3) 牛津   9m48 山下あゆみ (2) 鳥栖商   9m22 江頭　史華 (3) 致遠館   9m02 片渕　郁未 (2) 佐賀商   9m02 大坪　夏美 (3) 神埼清明   8m97 山本　朋果 (1) 佐賀商

6月5日 円盤投 9  34m25 大坪　夏美 (3) 神埼清明  33m13 岩永　美笛 (3) 牛津  28m40 原　　雅江 (3) 伊万里  27m42 江口　栞奈 (3) 佐賀商  27m36 宗　　夏海 (2) 佐賀清和  27m36 梶原　美咲 (2) 佐賀商

6月4日 やり投 30  37m29 酒井　由美 (3) 佐賀東  35m43 廣田　明奈 (3) 牛津  34m77 津田　聖佳 (3) 鳥栖商  34m61 西田　鮎美 (2) 佐賀商  34m55 梶原　美咲 (2) 佐賀商  33m60 江頭　史華 (3) 致遠館

七種競技 9  3819 古賀　　恵 (3) 佐賀東  3541 津田　聖佳 (3) 鳥栖商  3493 坂見　亜耶 (3) 牛津  3194 久野　瑞季 (2) 佐賀商  3041 酒井　由美 (3) 佐賀東  2882 坂口　　彩 (2) 唐津東

100mH-HJ-SP-200m  17.50(+0.3)-1m63-7m18-27.07(+0.7)  18.43(+0.3)-1m48-7m28-27.77(+0.7)  17.91(-0.5)-1m40-7m04-27.36(+3.0)  18.19(-0.5)-1m35-6m17-28.60(+3.0)  18.79(+0.3)-1m30-7m39-29.89(+0.7)  19.72(-0.5)-1m30-5m80-29.55(+3.0)

 LJ-JT-800m  4m51(+0.7)-22m43-2:30.28  4m26(+0.7)-32m90-2:38.20  4m66(+0.5)-25m23-2:37.07  4m32(+1.1)-24m55-2:34.24  4m23(+0.3)-35m99-2:54.40  4m34(+0.0)-19m74-2:29.25

佐賀北 佐賀商 牛津 佐賀東 鹿島 佐賀清和

佐賀北 鹿島 佐賀清和 佐賀商 牛津 佐賀東

牛津 佐賀商 佐賀東 鳥栖商 神埼清明 白石

佐賀東 鳥栖商 牛津 佐賀商 唐津東

時現在 風　向 気　温 湿　度 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 主 催 者　佐 賀 県 高 等 学 校 体 育 連 盟

都道府県内の予選会校数、人数 12:30 南東 25℃ 61% 曇り 　佐  賀  陸  上  競  技  協  会

　　３６　校 12:00 南東 30℃ 36% 晴れ 記録主任 　小城　典隆 印

　３３５　名 12:00 北東 29℃ 40% 晴れ 総　　務 　山下　和幸 印

　● 大会新　、▼ 大会タイ　、◎ 県新　、★ 県高校新 12:00 東 25℃ 54% 曇り 審 判 長 　白水　克明 印
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