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女子 １００ｍＨ　電気（公認）

順 記録 選手名 所 属 学年 日付 　　　　　大  会  名 競 技 場 名 備　考電

１０傑平均

１位記録

19 年 20 年 21 年

電1 14"30 新　裕衣 大久保 3年 09/07/29 兵庫中学総体 加古川 +1.0

電2 14"91 浅野　七瀬 大久保 3年 09/07/29 兵庫中学総体 加古川 +1.6

電3 15"73 折田　奈那 衣川 3年 09/07/05 通信陸上兵庫県大会 加古川 +1.6

電4 16"13 池田　真菜 大久保 2年 09/09/12 明石市中学選手権 明石 +1.1

電5 16"22 藤原　花衣 江井島 3年 09/07/12 明石市中学総体 明石 -1.6

電6 16"40 橋本　さくら 魚住東 2年 09/10/04 明石市中学新人 明石 -0.4

電7 16"61 入江　悠華 野々池 3年 09/09/12 明石市中学選手権 明石 +1.3

電8 16"62 真辺　　葵 大蔵 3年 09/06/20 明石市第３回記録会 明石 -1.2

電9 16"68 加藤　未奈子 魚住 1年 09/10/17 明石市第４回記録会 明石 -1.5

電10 16"75 茂川　詩織 江井島 2年 09/09/12 明石市中学選手権 明石 +1.5

電11 16"86 安尾　沙樹 衣川 3年 09/05/16 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +1.1

電12 16"88 俵　茉美 二見 3年 09/07/11 明石市中学総体 明石 -2.3

電13 16"95 山下　友実 大久保北 1年 09/09/12 明石市中学選手権 明石 +1.3

電14 17"10 中里　桃子 大久保北 2年 09/09/06 東播中学新人 加古川 +0.1

電15 17"11 西脇　由記 魚住 3年 09/05/04 加古川市記録会 加古川 0.0

電16 17"12 斎藤　遥香 魚住東 3年 09/07/12 明石市中学総体 明石 -0.7

電17 17"28 若松　寛奈 衣川 3年 09/05/16 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +1.1

電18 17"44 鳥本　菜々美 魚住 2年 09/09/12 明石市中学選手権 明石 +1.2

電19 17"45 大村　杏奈 大久保 3年 09/07/11 明石市中学総体 明石 -2.3

電20 17"50 大下　愛美 野々池 3年 09/03/31 明石市春季記録会 明石 0.0

電20 17"50 澤　いずみ 衣川 2年 09/09/26 兵庫中学新人 加古川 +1.1

電22 17"62 山口　瑠茄 朝霧 2年 09/09/06 東播中学新人 加古川 +1.0

電23 17"70 奥田　尚加 大久保北 3年 09/08/08 明石市夏季記録会 明石 -1.8

電24 17"74 小鴨　舞 野々池 2年 09/05/17 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +1.3

電25 17"75 岡本　茉子 江井島 1年 09/10/17 明石市第４回記録会 明石 -1.5

電26 17"82 原田　愛梨 江井島 2年 09/10/03 明石市中学新人 明石 -1.3

電27 17"89 安田　知華 大久保 3年 09/06/20 明石市第３回記録会 明石 +2.0

電28 17"95 平嶺　美友希 二見 3年 09/07/12 明石市中学総体 明石 0.0

電28 17"95 池上　真理 望海 2年 09/09/12 明石市中学選手権 明石 +1.4

電30 17"99 松本　眞季 二見 2年 09/10/04 明石市中学新人 明石 -0.4

電31 18"12 北野　詩織 大久保 3年 09/07/18 東播中学総体 加古川 +0.6

電32 18"21 渡邊香乃美　 衣川 3年 09/06/20 明石市第３回記録会 明石 +2.0

電33 18"23 森澤　紗子 衣川 3年 09/06/20 明石市第３回記録会 明石 +2.0

電34 18"31 藤井　多恵 野々池 2年 09/10/03 明石市中学新人 明石 -1.3

電35 18"36 大柿　知奈美 二見 3年 09/08/08 明石市夏季記録会 明石 -1.9

電36 18"41 東口　よし乃 朝霧 1年 09/10/03 明石市中学新人 明石 -1.3

電37 18"46 田中　千尋 魚住 3年 09/08/01 加古川ナイター 加古川 +1.6

電38 18"97 錦　夢子 大蔵 2年 09/08/08 明石市夏季記録会 明石 -1.7

電39 19"13 緒方　鈴 朝霧 3年 09/07/12 明石市中学総体 明石 -1.1

電40 19"14 水瀨　智子 附属明石 2年 09/08/08 明石市夏季記録会 明石 -1.7

電41 19"28 那須　真由 朝霧 1年 09/10/17 明石市第４回記録会 明石 -1.0

電42 19"42 秋山　千菜美 江井島 3年 09/07/18 東播中学総体 加古川 +0.6

電43 19"53 高垣　汐里 二見 3年 09/07/18 東播中学総体 加古川 +1.1

電44 19"72 田中　杏佳 衣川 2年 09/09/06 東播中学新人 加古川 +1.5

電45 19"73 福井　彩乃 江井島 3年 09/07/18 東播中学総体 加古川 +1.1

電46 19"83 北口　明奈 二見 3年 09/07/18 東播中学総体 加古川 +1.1

電47 19"84 田口　梓 大蔵 1年 09/10/17 明石市第４回記録会 明石 -0.1

電48 19"92 松下　夏奈子 二見 1年 09/10/04 明石市中学新人 明石 0.0

電49 19"97 浅井　美月 望海 2年 09/09/06 東播中学新人 加古川 +0.3

電50 20"01 小中　麻莉 朝霧 1年 09/10/04 明石市中学新人 明石 0.0




