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日付 種目

土井　杏南(3) 11.70 野林　祐実(3) 11.93 杉山　美貴(3) 11.98 神保　祐希(3) 12.01 青山　聖佳(2) 12.02 重永　乃理子(3) 12.04 緒賀　悠(3) 12.05 高森　真帆(3) 12.08

埼　玉・埼玉栄 熊　本・九州学院 愛　知・中京大中京 石　川・金沢二水 島　根・松江商 福　岡・中村学園女 大　分・大分舞鶴 東　京・東京

神保　祐希(3) 24.05 青山　聖佳(2) 24.16 杉浦　はる香(3) 24.25 野林　祐実(3) 24.46 土橋　智花(3) 24.48 松本　沙耶子(3) 24.56 前山　美優(3) 24.63 大木　彩夏(3) 24.69

石　川・金沢二水 島　根・松江商 静　岡・浜松市立 熊　本・九州学院 岩　手・盛岡誠桜 静　岡・静岡市立 新　潟・新潟商 群　馬・新島学園

大木　彩夏(3) 53.66 杉浦　はる香(3) 54.10 神保　祐希(3) 54.24 青山　聖佳(2) 54.24 松本　奈菜子(2) 54.81 菊池　瑠依奈(3) 55.42 出塚　千恵(3) 55.74 岡本　佑菜(3) 56.06

群　馬・新島学園 GR 静　岡・浜松市立 GR 石　川・金沢二水 島　根・松江商 静　岡・浜松市立 神奈川・相洋 新　潟・新潟明訓 大　阪・東大阪大敬愛

広田　有紀(3) 2:05.65 倉岡　奈々(1) 2:07.11 塚中　彩海(3) 2:07.73 卜部　蘭(3) 2:08.51 松本　奈菜子(2) 2:09.09 加藤　美菜(2) 2:11.34 佐々木　明花(3) 2:11.54 奥田　静香(2) 2:15.42

新　潟・新潟 鹿児島・鹿児島女 岐　阜・益田清風 東　京・白梅学園 静　岡・浜松市立 神奈川・白鵬女 愛　知・岡崎城西 東　京・東京

ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ(3) 4:09.90 倉岡　奈々(1) 4:16.20 由水　沙季(3) 4:16.38 田邉　美咲(3) 4:16.70 鷲見　梓沙(2) 4:17.49 森田　香織(3) 4:17.59 足立　知世(3) 4:17.64 出水田　眞紀(3) 4:17.74

青　森・青森山田 鹿児島・鹿児島女 福　岡・筑紫女学園 福　島・田村 愛　知・豊川 神奈川・荏田 岡　山・興譲館 神奈川・白鵬女

ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ(3) 8:49.32 ﾏﾘｱﾑ ﾜｲﾃﾞｨﾗ(2) 9:04.68 上原　美幸(3) 9:07.58 出水田　眞紀(3) 9:07.97 髙松 望ﾑｾﾝﾋﾞ(1) 9:08.22 松田　瑞生(3) 9:08.23 西澤　果穂(3) 9:08.82 加治屋　ななこ(3) 9:09.12

青　森・青森山田 GR 宮　城・仙台育英 鹿児島・鹿児島女 神奈川・白鵬女 大　阪・薫英女学院 大　阪・薫英女学院 青　森・青森山田 愛　知・豊川

福部　真子(3) 13.57 荒川　沙絵(3) 13.83 大村　美香(3) 13.93 川上　風花(2) 13.94 佐々木　天(1) 14.01 萩原　加奈子(3) 14.04 藤森　菜那(1) 14.10

広　島・広島皆実 岩　手・盛岡一 鹿児島・鹿児島南 埼　玉・昌平 岩　手・盛岡一 愛　知・豊橋南 静　岡・浜松市立

伊藤　明子(3) 59.19 内山　成実(3) 59.59 清水　友紀(3) 1:00.23 北野　有紀(3) 1:00.46 西山　じゅり(3) 1:00.81 英　　未来(3) 1:00.89 香坂　さゆり(3) 1:01.23 宇田川　奈桜(3) 1:01.57

東　京・田園調布学園 長　野・長野吉田 千　葉・千葉東 愛　知・愛知淑徳 新　潟・新潟商 石　川・星稜 東　京・白梅学園 神奈川・川崎市立橘

河添　香織(3) 22:45.28 溝田　桃子(3) 22:55.27 内海　紗希(3) 23:35.89 山田　はな(3) 23:40.99 永田　美結(3) 23:59.90 水澤　茜(2) 24:19.32 溝口　友己歩(1) 24:26.27 峰村　かな(2) 24:42.14

京　都・立命館宇治 GR 静　岡・伊豆中央 GR 兵　庫・西脇工 京　都・堀川 兵　庫・市尼崎 群　馬・伊勢崎清明 長　野・長野東 埼　玉・久喜

埼玉栄・埼　玉 45.62 浜松市立・静　岡 45.73 恵庭北・北海道 45.90 東京・東　京 45.96 相洋・神奈川 46.19 九州学院・熊　本 46.51 新潟商・新　潟 46.54 駿河総合・静　岡 46.93

初見　笑里(2) 予選45.23 藤森　菜那(1) 石井　茉衣(3) 鈴木　夢桜(3) 風間　由衣(3) 田中　芹奈(2) 若杉　寧々(1) 瀧下　恵梨菜(3)

阿部　彩花(3) HR・GR 大竹　佑奈(1) 西本　亜海(2) 高森　真帆(3) 杉崎　ゆうな(3) 福嶋　美幸(2) 前山　美優(3) 高山　亜弓(1)

吉田　実結(3) 杉浦　はる香(3) 澤口　有香(2) 上村　希実(1) 中村　有里(3) 村本　美桜(3) 田中　友海(3) 大橋　萌子(3)

土井　杏南(3) 建部　カオリ(3) 玉田　菜摘(3) ｴﾄﾞﾊﾞｰ ｲﾖﾊﾞ(1) 久家　由貴奈(3) 野林　祐実(3) 西山　じゅり(3) 平木　真美(3)

浜松市立・静　岡 3:37.99 新潟商・新　潟 3:42.24 東大阪大敬愛・大　阪 3:42.61 相洋・神奈川 3:43.80 東北・宮　城 3:45.89 八王子・東　京 3:46.73 弥栄・神奈川 3:47.19 埼玉栄・埼　玉 3:47.84

大竹　佑奈(1) 椎谷　佳奈子(2) 宮田　明莉(3) 菊池　瑠依奈(3) 門間　彩(3) 中村　玲子(3) 落合　真結(3) 近藤　栞奈(3)

松本　奈菜子(2) 前山　美優(3) 石塚　晴子(1) 風間　由衣(3) 森　　美悠(2) 尾崎　草苗(3) 小宇佐　香澄(2) 奥冨　莉央(3)

建部　カオリ(3) 田中　友海(3) 木本　彩葉(2) 杉崎　ゆうな(3) 日野　沙南(1) 伊藤　莉子(1) 泉田　怜恵(2) 吉田　実結(3)

杉浦　はる香(3) 西山　じゅり(3) 岡本　佑菜(3) 堀池　香穂(2) 大坂　汐里(3) 小林　茉由(2) 長嶋　美樹(3) 池田　菜月(2)

宗包　麻里菜(3) 1m82 松島　美羽留(3) 1m74 松井　紗希(2) 1m71 石岡　柚季(1) 1m71 辻　　愛(3) 1m71 寺谷　諭美(2) 1m68 石川　千尋(3) 1m68

京　都・西京 静　岡・浜松市立 愛　知・中京大中京 宮　城・東北 奈　良・添上 鳥　取・倉吉東 神奈川・川崎市立橘

岩下　美桜(3) 1m71

大　阪・鳳

藤野　茜(2) 5m98(-0.3) 加藤　伊織(2) 5m94(+0.2) 岩崎　幸菜(3) 5m92(+1.6) 大竹　彩音(3) 5m92(+1.4) 三藤　祐梨子(3) 5m88(+0.7) 早坂　知華(3) 5m78(0.0) 浦山　静奈(3) 5m76(+0.9) 山縣　彩瑛(3) 5m71(+1.6)

兵　庫・三田祥雲館 京　都・京都文教 福　井・敦賀 千　葉・佐原 新　潟・長岡大手 岡　山・倉敷中央 山　口・田部 宮　城・宮城一

長沼　瞳(3) 14m12 伊知地　千奈(2) 13m78 木暮　佳奈(3) 13m76 麓　　沙恵(3) 13m35 立花　あゆみ(3) 13m22 石丸　来未(1) 13m20 山本　遥(2) 13m19 内田　千香子(3) 12m92

東　京・郁文館 宮　崎・宮崎学園 群　馬・中之条 京　都・西京 北海道・帯広農 福　岡・自由ケ丘 香　川・観音寺中央 兵　庫・姫路商

寺井　沙希(3) 44m43 吉留　明夏里(3) 44m04 石井　明日夏(2) 43m07 藤森　夏美(3) 42m00 當村　春郁(3) 41m67 辻川　美乃利(3) 41m54 中山　和子(3) 40m37 本多　真菜(3) 40m22

北海道・帯広農 大　阪・関西大倉 茨　城・茨城キリスト 東　京・つばさ総合 福　岡・福大若葉 大　阪・生野 大　阪・東大阪大敬愛 京　都・加悦谷

斉藤　真理菜(3) 54m98 梶原　美波(2) 53m80 小島　鈴菜(3) 50m32 坂倉　杏奈(3) 50m30 田中　来夢(2) 49m84 前野　舞(3) 48m86 小山　あかね(2) 48m54 當間　汐織(3) 46m70

茨　城・土浦湖北 大　阪・薫英女学院 新　潟・十日町総合 三　重・四日市四郷 岡　山・倉敷中央 宮　崎・宮崎工 奈　良・添上 沖　縄・久米島

ヘンプヒル　恵(2) 5143点 澤田　珠里(2) 5091点 南野　智美(2) 5058点 伊藤　明子(3) 5001点 佐藤　有沙(3) 4813点 大坪　菜々美(3) 4800点 高橋　このか(1) 4784点 貫井　茜(3) 4721点

京　都・京都文教 東　京・白梅学園 山　口・西京 東　京・田園調布学園 大　阪・大塚 栃　木・國學院栃木 東　京・白梅学園 愛　知・明和

女子総合 浜松市立 45点 鹿児島女 20点 金沢二水 19点 青森山田 18点 埼玉栄 17点 松江商 16点 白梅学園 16点 京都文教 15点

女子トラック 浜松市立 38点 鹿児島女 20点 金沢二水 19点 青森山田 18点 埼玉栄 17点 松江商 16点 九州学院 15点 新潟商 15点

女子フィールド 西京 13点 帯広農 12点
土浦湖北
郁文館
三田祥雲館

8点

浜松市立
京都文教
関西大倉
薫英女学院
宮崎学園

7点

凡例  HR:日本高校記録 GR:大会記録

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

7月31日
女子100m
風：-0.5

8月2日
女子200m
風：-0.7

7月30日 女子400m

8月2日 女子800m

7月31日 女子1500m

8月3日 女子3000m

8月3日
女子

100mH(0.838m)
風：+1.4

8月1日
女子

400mH(0.762m)

7月31日 女子5000mW

8月1日 女子4X100mR

8月3日 女子4X400mR

7月31日 女子走高跳

女子七種競技

8月2日 女子走幅跳

8月3日
女子砲丸投
(4.000kg)

8月1日
女子円盤投
(1.000kg)

5m48(+0.9)-38m06-2:20.30

14.29(+0.2)-1m60-9m58-26.40(+0.6)

5m37(0.0)-36m83-2:18.11

14.54(+0.3)-1m69-7m68-25.13(+1.7)

5m25(-1.2)-30m15-2:14.83

7月31日 女子やり投(600g)

13.90(+0.3)-1m54-10m04-25.39(+1.8)

4m84(0.0)-42m66-2:16.85

8月1日
～2日 14.81(+0.2)-1m51-9m08-25.99(+2.0)

5m16(0.0)-31m93-2:18.87

14.77(+0.6)-1m54-10m03-26.60(+0.6)

5m49(-0.4)-37m46-2:30.82

14.97(+0.9)-1m51-11m10-26.05(+1.8)

5m12(0.0)-34m61-2:23.89

15.95(+0.6)-1m63-9m36-26.10(+1.7)

5m35(-0.6)-31m77-2:18.03

14.86(+0.9)-1m63-9m93-26.06(+2.0)

平成全国高等学校２５年度総合体育大会 
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女子一覧表 


