
平成21年度　全九州高等学校体育大会　 女子決勝記録一覧表 場所：熊本県民総合運動公園陸上競技場

　秩父宮賜杯　第６２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　南九州地区予選大会 期日：平成21年6月18日～21日
DB　09443401 主催　熊本県高等学校体育連盟　　熊本陸上競技協会　　九州陸上競技協会

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
19日 １００ｍ 玉城　美鈴(3) 11.80 山城　梨緒(3) 11.90 川﨑　葵(3) 12.02 津波　茜(3) 12.10 開　かおり(3) 12.11 川畑　桃子(1) 12.17 鳥原　有華(3) 12.26 宮本　楓子(2) 12.38

風:+1.0 沖　縄･中部商業 NGR 沖　縄･那覇西 NGR 宮　崎･宮崎商 沖　縄･那覇西 熊　本･鹿本 鹿児島･松陽 鹿児島･鹿児島女 熊　本･熊本商
21日 ２００ｍ 玉城　美鈴(3) 24.74 山城　梨緒(3) 25.00 鳥原　早貴(3) 25.03 小久保　遥奈(1 25.22 竹中　ひかる(1) 25.32 開　かおり(3) 25.34 西田　彩乃(3) 25.87 増永　彩花(2) 25.90

風:+0.0 沖　縄･中部商業 沖　縄･那覇西 鹿児島･鹿児島女 宮　崎･宮崎北 鹿児島･松陽 熊　本･鹿本 宮　崎･宮崎北 熊　本･熊本商
18日 ４００ｍ 鳥原　早貴(3) 西田　彩乃(3) 竹山　由希子(3       小川　愛加(2)       吉良　愛美(3)       比嘉　万美子(3)       山下　純歩(2)       

(※) 鹿児島･鹿児島女 宮　崎･宮崎北 鹿児島･鹿児島女 宮　崎･都城商 熊　本･熊本商 沖　縄･那覇西 宮　崎･宮崎商
20日 ８００ｍ 山口　祐美(3)  2:12.78 丸山　萌(2)  2:12.89 杉本　理穂(1)  2:13.03 満枝　まどか(2)  2:13.75 穴見　千夏(3)  2:13.83 池尻　千尋(2)  2:13.85 比嘉　万美子(3)  2:15.81 池満　綾乃(3)  2:18.32

熊　本･熊本信愛 熊　本･熊本信愛 宮　崎･小林 鹿児島･鹿児島女 熊　本･熊本信愛 熊　本･開新 沖　縄･那覇西 鹿児島･鹿児島情報
19日 １５００ｍ 前田　彩里(3)  4:24.39 加藤　岬(3)  4:26.46 大倉野　愛(2)  4:27.39 田山　絵理(2)  4:27.65 杉本　理穂(1)  4:27.91 上野　由香子(2  4:28.19 西　真衣香(2)  4:30.63 池田　絵里香(3  4:33.29

熊　本･熊本信愛 NGR 宮　崎･宮崎日大 鹿児島･神村学園 鹿児島･神村学園 宮　崎･小林 熊　本･熊本千原台 熊　本･熊本信愛 熊　本･熊本千原台
21日 ３０００ｍ 加藤　岬(3)  9:20.97 野田　沙織(2)  9:23.06 前田　彩里(3)  9:23.86 西　真衣香(2)  9:25.16 池田　絵里香(3  9:25.76 上野　由香子(2  9:27.41 田辺　千尋(3)  9:37.91 西田　美咲(3)  9:39.33

宮　崎･宮崎日大 熊　本･熊本千原台 熊　本･熊本信愛 熊　本･熊本信愛 熊　本･熊本千原台 熊　本･熊本千原台 鹿児島･神村学園 鹿児島･神村学園
21日 １００ｍＨ 清山　ちさと(3) 13.94 鳥原　有華(3) 14.06 川﨑　葵(3) 14.16 吉良　愛美(3) 14.60 藤本　優未(1) 14.61 田中　美有(2) 14.99 大村　明日香(3) 15.04 伊敷　綾乃(2) 15.07

風:+0.0 宮　崎･宮崎商 NGR 鹿児島･鹿児島女 NGR 宮　崎･宮崎商 熊　本･熊本商 熊　本･九州学院 鹿児島･大口明光学園 鹿児島･松陽 沖　縄･那覇西
19日 ４００ｍＨ 吉良　愛美(3)  1:01.83 比嘉　万祐子(3  1:01.90 梅元　里菜(2)  1:02.16 小川　愛加(2)  1:03.12 井上　理沙(3)  1:04.11 片岡　里香(3)  1:04.38 深谷　華菜(2)  1:05.00 水本　優美子(2  1:05.38

熊　本･熊本商 NGR 沖　縄･那覇西 NGR 宮　崎･宮崎商 NGR 宮　崎･都城商 宮　崎･宮崎商 宮　崎･宮崎工 鹿児島･出水 熊　本･水俣
20日 ３０００ｍＷ 谷頭　聖華(2) 14:32.99 梶原　奈菜子(3 14:33.17 上原　衣津美(3 14:33.89 有働　麗香(3) 14:34.13 荒竹　知世(2) 15:30.53 木場　絵梨奈(2 16:24.95 玉城　亜衣理(3 16:53.65 黒木　美乃里(3 16:57.80

熊　本･熊本商 鹿児島･中種子・中央 熊　本･有明 熊　本･熊本千原台 宮　崎･宮崎日大 鹿児島･中種子・中央 沖　縄･那覇西 宮　崎･宮崎日大
19日 ４×１００ｍ 那覇西･沖　縄 46.43 鹿児島女･鹿児島 46.92 宮崎商･宮　崎 47.17 松陽･鹿児島 47.68 熊本信愛･熊　本 48.17 熊本中央･熊　本 48.29 宮崎北･宮　崎 48.41 鹿本･熊　本 48.75

   比屋根　理沙(3) NGR    加藤　未来(3) EGR    月野　鈴華(1)    坂上　理沙(2)    本田　由紀(3)    米田　希里(1)    山口　千尋(3)    若杉　恵里香(2)

   山城　梨緒(3)    鳥原　有華(3)    川﨑　葵(3)    川畑　桃子(1)    木村　友香(2)    上蔀　奈津未(2)    西田　彩乃(3)    開　かおり(3)

   金城　かんな(2)    竹山　由希子(3)    山下　純歩(2)    渡邉  沙莉衣(2)    礒部　美里(3)    佐竹　春南(1)    小久保　遥奈(1)    斉藤　来夢(3)

   津波　茜(3)    鳥原　早貴(3)    清山　ちさと(3)    竹中　ひかる(1)    山下　香織(2)    児玉　成美(2)    古谷　真唯(3)    石川　紋名(3)

21日 ４×４００ｍ 鹿児島女･鹿児島  3:46.68 熊本商･熊　本  3:50.50 宮崎商･宮　崎  3:52.02 熊本信愛･熊　本  3:53.00 那覇西･沖　縄  3:53.37 延岡商･宮　崎  3:55.73 宮崎北･宮　崎  3:57.86 都城商･宮　崎  4:00.68
   川原  亜紀保(2) NGR    永田　千紘(2)    山下　純歩(2)    丸山　萌(2)    金城　かんな(2)    吉岡　千春(3)    小久保　遥奈(1)    井之上　愛美(3)

   鳥原　早貴(3)    吉良　愛美(3)    川﨑　葵(3)    山下　香織(2)    比嘉　万祐子(3)    末吉　萌(3)    西田　彩乃(3)    小川　愛加(2)

   鳥原　有華(3)    塚本　亮子(2)    瀬尾　咲貴子(3)    山口　祐美(3)    津波　茜(3)    石川　晴捺(3)    橋口　舞乙(2)    仮屋　千尋(3)

   竹山　由希子(3)    増永　彩花(2)    梅元　里菜(2)    礒部　美里(3)    比嘉　万美子(3)    安藤　希(3)    古谷　真唯(3)    花房　奈月(3)

21日 走高跳 堂之下　藍(3) 1m70 井上　愛(3) 1m64 南野　菜々恵(3 1m64 山川　亜実(3) 1m61 河野　なつき(3) 1m61 太原　千夏(3) 1m61 池間　舞(3) 1m58 渡邊　実加子(3) 1m58
鹿児島･鹿児島女 宮　崎･宮崎工 熊　本･熊本フェイス 沖　縄･中部商業 宮　崎･都城泉ヶ丘 鹿児島･鹿児島女 沖　縄･伊良部 熊　本･熊本商

18日 走幅跳 岩山　侑加(3)   5m73 上川　紗友里(1   5m51 藤澤　澄香(3)   5m43 坂田　理紗子(2   5m42 奥村　穂乃美(3)   5m38 大村　明日香(3   5m38 仲村　杏理(1)   5m28 井上　愛(3)   5m26
熊　本･松橋 +0.1 鹿児島･鹿児島 +3.8 熊　本･大津 +3.2 熊　本･熊本中央 +3.3 宮　崎･宮崎第一 +1.7 鹿児島･松陽 +1.7 沖　縄･那覇西 +1.7 宮　崎･宮崎工 +2.2

19日 砲丸投 糸滿　みや(3)  13m51 戸髙　夏美(3)  12m43 池田　美乃里(3)  11m81 北里　優季(2)  11m52 山口　由加里(3  11m47 南　くらら(2)  11m37 儀間　美香(3)  11m21 羽山　友紀(3)  11m20
沖　縄･那覇西 宮　崎･宮崎工 鹿児島･鹿児島女 熊　本･鹿本 宮　崎･日南 鹿児島･鹿児島女 沖　縄･那覇西 鹿児島･鹿児島女

20日 円盤投 糸滿　みや(3)  48m84 福地　加恵(2)  38m69 知念　莉子(1)  37m53 浦崎　楓怜(2)  37m02 戸髙　夏美(3)  36m01 金丸　奈美(2)  36m00 谷　友里恵(3)  33m79 榎田　聖子(3)  32m29
沖　縄･那覇西 NGR 沖　縄･中部商業 沖　縄･那覇西 沖　縄･那覇西 宮　崎･宮崎工 鹿児島･鹿児島女 熊　本･河浦 宮　崎･延岡商

18日 やり投 島袋　優美(1)  44m60 池邉　亜祐美(3  43m18 池田　美乃里(3  42m56 日髙　美咲(1)  41m54 河野　由佳(3)  40m02 前田　理恵(3)  39m06 甲斐　沙也香(3  38m88 大城　李子(2)  38m46
沖　縄･那覇西 熊　本･河浦 鹿児島･鹿児島女 宮　崎･宮崎工 宮　崎･宮崎南 熊　本･鹿本 熊　本･熊本フェイス 沖　縄･那覇西

20日 七種競技 南野　菜々恵(3  4455 井上　愛(3)  4401 髙瀬　怜奈(2)  4270 松永美菜子(2)  3765 宮城　紫(2)  3523 比屋根　理沙(3  3479 嘉陽　杏菜(3)  3292 生田　つばさ(1)  3243
熊　本･熊本フェイス NGR 宮　崎･宮崎工 熊　本･熊本工 熊　本･八代工 沖　縄･那覇西 沖　縄･那覇西 沖　縄･普天間 鹿児島･松陽

100mH-HJ-SP 15.26(+2.5)-1m66-8m56 16.41(+2.5)-1m69-8m21 16.07(+1.6)-1m54-9m01 17.26(+1.6)-1m48-8m10 17.38(+2.5)-1m42-8m56 16.59(+2.5)-1m30-6m23 16.87(+1.6)-1m39-7m60 18.38(+1.6)-1m36-5m75
200m-LJ 27.15(+2.2)-5m25(+0.8) 26.24(+0.0)-5m25(+0.3) 27.19(+2.2)-4m92(+0.1) 27.84(+0.0)-4m89(0.0) 28.14(+0.0)-4m86(+0.4) 26.25(+2.2)-4m26(+0.7) 28.20(+0.0)-4m78(+0.8) 28.03(+2.2)-5m06(+0.6)
JT-800m 28m09-2:34.48 27m25-2:33.33 32m89-2:31.97 30m62-2:43.64 27m50-2:53.45 25m28-2:36.96 25m50-3:07.52 21m01-2:41.46

NGR‥大会新記録　 EGR・・大会タイ記録 （※）装置不具合のため記録未計測、着順のみ確定。

審判長
トラック：和田　豊重
跳　　躍：中田　大稔
投　　擲：松川洋次郎
混　　成：原田　恭宏
記録主任：村上　利満

対抗得点

トラック 鹿児島女子 33 点 熊本信愛 31 点 宮崎商 28 点 那覇西 27 点 熊本商 22 点 宮崎日大 13 点

フィールド 那覇西 25 点 鹿児島女子 17 点 宮崎工 15 点 中部商 8 点 松橋 6 点 河浦、鹿児島 5 点

混成 熊本フェイス 6 点 宮崎工 5 点 熊本工 4 点 八代工 3 点 那覇西 3 点 点

総合 那覇西 55 点 鹿児島女子 50 点 熊本信愛 31 点 宮崎商 28 点 熊本商 22 点 宮崎工 21 点

５位 ６位１位 ２位 ３位 ４位


