
大会新記録

種類 月 日 男女 種　　目 予準決 記　録 氏　　名 所　属 旧記録

若杉　寧々

前山　美優

№　　１ 田中　友海

西山　じゅり

期　日 2013年6月14～16日 競技場名 富山県総合運動公園陸上競技場 大会新 6 14 男 ﾊﾝﾏｰ投 決勝 57m88 林　真暉人 敦賀 56m12

大会新 6 14 女 400m 決勝 54"55 神保　祐希 金沢二水 55"33

北信越高校新記録 大会新 6 14 女 やり投 決勝 48m41 小島　鈴菜
十日町総

合
47m68

種類 月 日 男女 種　　目 予準決 記　録 氏　　名 所　属 旧記録 大会新 6 14 女 やり投 決勝 47m69 田中　麻友 高岡南 47m68

若杉　寧々 若杉　寧々

前山　美優 前山　美優

田中　友海 田中　友海

西山　じゅり 西山　じゅり
北信越
高校新 6 16 女 200m 決勝 23"65 神保　祐希 金沢二水 23"89 大会新 6 16 女 200m 決勝 23"65 神保　祐希 金沢二水 24"34

田中　友海 田中　友海

前山　美優 前山　美優

椎谷　佳奈子 椎谷　佳奈子

西山　じゅり 西山　じゅり

北信越高校タイ記録 大会タイ記録

種類 月 日 男女 種　　目 予準決 記　録 氏　　名 所　属 旧記録 種類 月 日 男女 種　　目 予準決 記　録 氏　　名 所　属 旧記録

新潟商 46"84

大会
新

6 16 女 4×400mR 決勝 3.43"79 新潟商 3.46"51

大会
新

6 14 女 4×100mR

決勝 3.43"79 新潟商 3.45"35

北信
越

高校
新

6 16 女 4×400mR

新潟商 47"02
大会名　第52回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会

北信
越

高校
新

6 14 女 4×100mR

新記録・タイ記録　　一覧表

大会新 6 14 女 4×100mR

準決勝 46"67 新潟商 46"84

予選 46"94

準決勝 46"67



決勝記録一覧表
(HR GR:北信越高新,GR:大会新) 女  子 【競技場】富山県総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/15 女子  -0.8神保  祐希(3) 11.92 前山  美優(3) 12.21 上口  有帆(2) 12.40 浅香  万由子(3) 12.41 鈴木  千穂(3) 12.43 秋田  理沙(2) 12.45 橋本  亜也(3) 12.46 土井  聖蘭(3) 12.50

１００ｍ 石  川･金沢二水 新  潟･新潟商 富  山･呉羽 新  潟･新潟明訓 長  野･長野吉田 石  川･星稜 福  井･足羽 石  川･金沢錦丘
 6/16  +1.4神保  祐希(3) 23.65 前山  美優(3) 24.46 浅香  万由子(3) 24.81 秋田  理沙(2) 25.05 椎谷  佳奈子(2) 25.17 出塚  千恵(3) 25.31 橋本  亜也(3) 25.59 上口  有帆(2) 26.00

２００ｍ 石  川･金沢二水 HR GR 新  潟･新潟商 新  潟･新潟明訓 石  川･星稜 新  潟･新潟商 新  潟･新潟明訓 福  井･足羽 富  山･呉羽
 6/14 神保  祐希(3) 54.55 出塚  千恵(3) 55.44 椎谷  佳奈子(2) 56.15 内山  成実(3) 56.72 松ヶ谷  茜里(3) 56.88 広田  有紀(3) 57.25 田中  友海(3) 57.95 山﨑  菜月(3) 58.54

４００ｍ 石  川･金沢二水 GR 新  潟･新潟明訓 新  潟･新潟商 長  野･長野吉田 福  井･敦賀 新  潟･新潟 新  潟･新潟商 長  野･上田
 6/16 広田  有紀(3) 2:08.42 村上  りさ子(3) 2:12.64 山﨑  菜月(3) 2:12.92 上田  江里子(3) 2:13.20 真柄  碧(2) 2:13.23 中村  あゆみ(3) 2:13.91 室谷  唯佳(2) 2:15.62 杉森  亜莉沙(2) 2:18.01

８００ｍ 新  潟･新潟 長  野･長野吉田 長  野･上田 富  山･砺波 福  井･美方 石  川･金沢泉丘 富  山･砺波 富  山･高岡商
 6/14 福居  紗希(3) 4:28.79 土田  佳奈(1) 4:29.41 五島  莉乃(1) 4:29.51 小林  真帆(3) 4:29.71 小口  雪音(2) 4:29.96 塩崎  葵(1) 4:29.98 真柄  碧(2) 4:30.05 榎  千遥(1) 4:40.41

１５００ｍ 富  山･富山商 新  潟･新潟明訓 石  川･星稜 長  野･長野 長  野･長野東 長  野･長野東 福  井･美方 新  潟･新潟
 6/16 福居  紗希(3) 9:24.07 五島  莉乃(1) 9:25.97 小口  雪音(2) 9:36.21 玉城  かんな(2) 9:38.13 原澤  萌加(3) 9:42.18 北林  由里(3) 9:44.26 牧野  夏奈(3) 9:49.95 澤田  侑季(3) 9:50.28

３０００ｍ 富  山･富山商 石  川･星稜 長  野･長野東 長  野･長野東 新  潟･新潟明訓 長  野･長野東 福  井･武生 新  潟･佐渡
 6/14  -0.7戸田  あすか(3) 14.27 西山  じゅり(3) 14.42 大久保  有梨(2) 14.42 羽鳥  遥(3) 14.48 清水  咲帆(3) 14.52 山田  智香(3) 14.75 新井田  遥奈(2) 14.81 鈴木  里佳(3) 14.98

１００ｍＨ 新  潟･新潟商 新  潟･新潟商 福  井･敦賀 福  井･敦賀 石  川･小松商 新  潟･長岡商 新  潟･新潟商 新  潟･三条
 6/15 内山  成実(3) 1:00.05 西山  じゅり(3) 1:00.15 英  未来(3) 1:01.38 松ヶ谷  茜里(3) 1:02.25 中俣  薫(2) 1:02.79 小山  清夏(3) 1:03.24 高野  雅子(3) 1:04.14 小山  綾菜(2) 1:04.95

４００ｍＨ 長  野･長野吉田 新  潟･新潟商 石  川･星稜 福  井･敦賀 新  潟･六日町 新  潟･新津 長  野･大町 長  野･長野吉田
 6/14 石崎  彩(2) 24:42.66 溝口 友己歩(1) 24:50.41 高野  寛子(3) 25:10.60 高本  瑞季(1) 25:48.26 中井  翠(2) 25:48.48 高山  瑞佳(2) 26:05.70 西田  未織(3) 26:22.67 三平 知加子(3) 26:58.69

５０００ｍ競歩 石  川･七尾 長  野･長野東 富  山･高岡 石  川･遊学館 石  川･金沢錦丘 富  山･富山商 富  山･富山商 石  川･輪島
 6/16 山我  杏寿実(2) 1.64 小野  美紗(2) 1.64 3位 平山  紗衣(2) 新  潟･新潟商 1.64 岩田  栞(2) 1.64 中村  芽以(3) 1.58 若松  彩美(3) 1.58 古見  由莉香(3) 1.58

走高跳 長  野･野沢北 長  野･篠ノ井 3位 片山  かれん(3) 福  井･北陸 富  山･富山商 長  野･松本美須々丘 新  潟･十日町 新  潟･長岡大手
 6/14 岩崎 幸菜(3) 5.98(+1.5) 三藤祐梨子(3)5.93(+1.1) 氏家 凪咲(1) 5.74(+1.1) 室谷優里奈(2)5.60(+0.6) 足立 晴香(3) 5.60(0.0) 管田由理華(3)5.55(-0.1) 林 玖瑠美(1) 5.50(+0.1) 植田 朱音(2) 5.49(0.0)

走幅跳 福  井･敦賀 新  潟･長岡大手 富  山･龍谷富山 福  井･高志 福  井･敦賀 富  山･富山中部 福  井･足羽 石  川･星稜
 6/15 富山  絵菜(3) 12.02 柳原  真緒(1) 11.28 森下  美沙(3) 11.27 長谷川  優美(3) 11.23 金谷  千尋(3) 11.05 植田  菜々実(2) 11.03 巣山  夏歩(3) 10.94 山口  萌々(3) 10.75

砲丸投 新  潟･八海 福  井･敦賀 福  井･敦賀 新  潟･東京学館新潟 富  山･高岡商 富  山･富山高専 長  野･丸子修学館 長  野･豊科
 6/16 金谷  千尋(3) 39.36 森下  美沙(3) 39.13 渡邉  可奈子(3) 37.92 長谷川  瑠菜(3) 37.06 山口  萌々(3) 36.57 森川  絵美子(1) 36.46 馬場  恵(3) 36.25 地村  栄(2) 35.80

円盤投 富  山･高岡商 福  井･敦賀 新  潟･三条東 新  潟･柏崎常盤 長  野･豊科 新  潟･新潟明訓 新  潟･十日町 富  山･富山高専
 6/14 小島  鈴菜(3) 48.41 田中  麻友(3) 47.69 井口  華穂(3) 47.66 折戸  智恵(3) 46.00 山本  妃那(2) 41.79 小林  茜(3) 41.02 濵  麗(3) 40.34 高野  希恵(3) 40.28

やり投 新  潟･十日町総合 GR 富  山･高岡南 GR 長  野･市立長野 石  川･星稜 福  井･高志 新  潟･久比岐 長  野･豊科 長  野･野沢北
 6/15 新  潟･新潟商      47.36 長  野･長野吉田      48.01 石  川･星稜       48.26 長  野･松商学園      48.54 福  井･北陸       48.58 福  井･敦賀       48.58 新  潟･新潟明訓      48.66 石  川･金沢錦丘      48.95

４×１００ｍ 若杉  寧々(1) 黒岩  夏都妃(2) 駒田  薫子(3) 中村  泉紀(3) 百足  千香(1) 今井  瑛子(1) 鈴木  多恵(1) 池田  香菜子(3)
前山  美優(3) 小山  綾菜(2) 秋田  理沙(2) モラード  華(2) 下川  萌来(2) 大久保  有梨(2) 浅香  万由子(3) 土井  聖蘭(3)
田中  友海(3) 内山  成実(3) 表  遥香(3) 奥島  美空(3) 松岡  比佐子(2) 松ヶ谷  茜里(3) 出塚  千恵(3) 辰田  純菜(3)
西山  じゅり(3) 鈴木  千穂(3) 葛巻  綾乃(3) ディアスタイナ(3) 川﨑  祐花(3) 岩崎  幸菜(3) 高橋  佳奈(2) 森田  蘭(2)

 6/16 新  潟･新潟商    3:43.79 長  野･長野吉田    3:47.61 福  井･敦賀     3:52.92 新  潟･新潟明訓    3:54.00 新  潟･長岡大手    3:54.86 石  川･星稜     3:55.08 福  井･北陸     3:57.47 石  川･小松商    4:00.60
４×４００ｍ 田中  友海(3) HR GR 小山  綾菜(2) 足立  晴香(3) 高橋  佳奈(2) 遠藤  早(3) 安田  結実(2) 下川  萌来(2) 五十村  萌華(2)

前山  美優(3) 内山  成実(3) 大久保  有梨(2) 出塚  千恵(3) 菅井  寿々穂(2) 表  遥香(3) 川﨑  祐花(3) 辻原  唯結(2)
椎谷  佳奈子(2) 村上  りさ子(3) 羽鳥  遥(3) 山﨑  里香(2) 島田  萌(2) 秋田  理沙(2) 松岡  比佐子(2) 森田  愛莉(1)
西山  じゅり(3) 鈴木  千穂(3) 松ヶ谷  茜里(3) 浅香  万由子(3) 三藤  祐梨子(3) 英  未来(3) 牧野  桃子(3) 北本  幸(3)

 6/16 足立  晴香(3) 4389 大谷内  菜々子(3) 4310 宮西  あゆみ(3) 4122 市岡  奈月(3) 4110 馬田  侑香(2) 4087 有賀  菜央(3) 3808 高嶋  理美(2) 3680 稲田  彩乃(3) 3677
七種競技 福  井･敦賀 新  潟･長岡商 富  山･砺波 長  野･松本蟻ヶ崎 石  川･金沢商 長  野･伊那弥生ヶ丘 福  井･藤島 福  井･金津

総合 　71.5点 新潟商高・新潟  ６９点 敦賀高・福井  ４２点 新潟明訓高・新潟  ４２点 星稜高・石川  ３９点 長野吉田高・長野  ２８点 長野東高・長野  ２５点 富山商高・富山  ２４点 金沢二水高・石川

トラック 　６６点 新潟商高・新潟  ３９点 長野吉田高・長野  ３９点 新潟明訓高・新潟  ３６点 星稜高・石川  ２９点 敦賀高・福井  ２８点 長野東高・長野  ２４点 金沢二水高・石川  ２１点 富山商高・富山
フィールド 　３２点 敦賀高・福井  １２点 高岡商高・富山  　９点 野沢北高・長野  　９点 高志高・福井  　８点 十日町総合高・新潟　八海高・新潟  　８点 長岡大手高・新潟 ７点高岡南高・富山篠ノ井高・長野

混成 　　８点 敦賀高・福井 　 ７点 長岡商高・新潟 　 ６点 砺波高・富山 　 ５点 松本蟻ケ崎高・長野 　 ４点 金沢商高・石川 　 ３点 伊那弥生々丘高・長野 　 ２点 藤島高・福井 　 １点 金津高・福井
新潟商高　２年連続２回目の総合優勝

時現在 風　速 湿　度 天　候
12:00 0.6m 50% 晴
12:00 0.5m 83% 雨
12:00 0.2m 75% 曇り

第　２　日 北北西 24.0℃ 良
第　３　日 東 24.5℃ 良

風　向 気　温 気　圧 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
第　１　日 東北東 30.0℃ 良


