
第３９回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会　（大会コード：０６５０１７０１） 　決勝記録一覧表　（１年女子） 平成１８年９月１５日（金）・１６日（土）・１７日（日）

奈良市鴻ノ池総合運動公園陸上競技場　（競技場コード：２９１０１０）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 竹内 彩華 １２．０４ 前田 和香 １２．３１ 中野 瞳 １２．３３ 辻 千恵 １２．５４ 三宅 奈緒香 １２．６４ 藤原 遥 １２．６６ 田中 ひかる １２．７３ 金野 志保 １２．９６

風:＋１．１ 神戸・兵庫 ＮＧＲ 添上・奈良 長田・兵庫 洛北・京都 北条・兵庫 城南・大阪 薫英女学院・大阪 添上・奈良

２００ｍ 竹内 彩華 ２５．２２ 前田 和香 ２５．２３ 加藤 亜友美 ２５．４５ 田中 ひかる ２５．７２ 横 和花菜 ２６．４１ 山本 奈緒子 ２６．５１ 八尾 絵美 ２６．５６ 田渕 美沙樹 ２６．６９

風:－１．０ 神戸・兵庫 添上・奈良 神戸龍谷・兵庫 薫英女学院・大阪 天理・奈良 田辺・和歌山 神戸龍谷・兵庫 京都光華・京都

４００ｍ 加藤 亜友美 ５８．２５ 北方 希実 ５８．５０ 吉井 佐世子 ６０．２１ 菅田 玲奈 ６０．３６ 糸井 奈津希 ６０．４２ 山口 小百合 ６１．３９ 門松 亜美 ６１．４０ 仲村 裕美 ６２．４７

神戸龍谷・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 添上・奈良 加古川西・兵庫 姫路商・兵庫 汎愛・大阪 薫英女学院・大阪 大津商・滋賀

８００ｍ 林 美樹 ２：１５．８７ 夏原 育美 ２：１６．５３ 村上 真弓 ２：１７．５３ 北方 希実 ２：１７．５９ 若林 有香 ２：１８．７５ 岩橋 優 ２：２２．９２ 華岡 みか ２：２６．２０ 宮野 歌帆 ２：２７．２３

須磨学園・兵庫 立命宇治・京都 龍野・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 県和歌山商・和歌山 大手前・大阪 星翔・大阪 桃山・京都

１５００ｍ 池本 かいり ４：２７．７７ 夏原 育美 ４：２７．９６ 中道 早紀 ４：２８．５６ 小川 智香 ４：２９．７２ 木下 亜衣子 ４：３４．８８ 若林 有香 ４：３５．６０ 藤林 真里奈 ４：３７．１２ 宮下 亜弓 ４：３７．５５

立命宇治・京都 立命宇治・京都 須磨学園・兵庫 桂・京都 和歌山北・和歌山 県和歌山商・和歌山 薫英女学院・大阪 県和歌山商・和歌山

３０００ｍ 小川 智香 ９：３５．６４ 池本 かいり ９：３７．７５ 宮下 亜弓 ９：３７．７９ 中道 早紀 ９：４９．４９ 木下 亜衣子 ９：５０．８５ 藤林 真里奈 ９：５１．７３ 辻井 美智子 ９：５３．３２ 中村 彩貴 ９：５４．３６

桂・京都 立命宇治・京都 県和歌山商・和歌山 須磨学園・兵庫 和歌山北・和歌山 薫英女学院・大阪 立命宇治・京都 奈良育英・奈良

１００ｍＨ 島田 沙矢佳 １４．４４ 赤井 涼香 １４．５７ 中本 彩 １４．６９ 神田 早妃 １４．８８ 梶木 千妃呂 １４．９８ 藤本 彩花 １５．６０ 上垣 由布子 １５．８８ 藤村 恵里 １６．３２

風:＋０．６ 添上・奈良 西京・京都 姫路商・兵庫 園田・兵庫 平城・奈良 三国丘・大阪 武庫川大附・兵庫 鳥羽・京都

４００ｍＨ 中本 彩 ６３．２３ 高光 麻未 ６４．８９ 内田 旬 ６６．０９ 宮川 詩文 ６７．４９ 北本 加奈 ６７．６５ 岡田 愛理 ６８．６８ 吉井 佐世子 ６９．３４ 脇坂 香里 ７０．６１

姫路商・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 洛北・京都 西京・京都 明石城西・兵庫 東大津・滋賀 添上・奈良 一条・奈良

３０００ｍＷ 若松 美歩 １５：２２．５８ 金川 優香 １５：４２．７９ 津田 葵子 １５：４６．４１ 濱 ももこ １６：１７．２７ 東 優佳 １６：２６．０３ 鈴木 あゆみ １６：５４．２８ 多田 博子 １７：１７．４０ 権田 夏美 １７：２１．８１

西京・京都 ＮＧＲ 県和歌山商・和歌山 立命宇治・京都 和歌山北・和歌山 星翔・大阪 須磨友が丘・兵庫 美原・大阪 長田・兵庫

４×１００ｍ 八尾 絵美 ４８．７８ 金野 志保 ４８．８８ 永井 美帆 ４８．９２ 湯浅 友里 ４９．０１ 高光 麻未 ４９．６９ 中西 由香 ５０．０３ 久斗 茜 ５０．４１ 佐竹 萌 ５０．５３

碓井 恵理 前田 和香 栁井 美里 藤原 愛 北方 希実 島田 瑞穂 菅田 玲奈 三木 茉莉奈

戸田 絵里菜 島田 沙矢佳 神田 早妃 小池 宏美 小園 奈穂美 松尾 瞳 蔭木 茜 辻 千恵

加藤 亜友美 勝部 優季 大田垣 満依 田中 ひかる 寺嶋 梨紗 中村 優子 高田 早規 内田 旬

神戸龍谷・兵庫 添上・奈良 園田・兵庫 薫英女学院・大阪 東大阪大敬愛・大阪 太成学院・大阪 加古川西・兵庫 洛北・京都

４×４００ｍ 戸田 絵里菜 ３：５６．１４ 島田 沙矢佳 ３：５６．３０ 中西 千尋 ４：００．１０ 糸井 奈津希 ４：０１．１２ 浅井 萌花 ４：０１．３４ 宮川 詩文 ４：０３．２８ 久斗 茜 ４：０７．４９ 佐軒 茜 ４：１３．２０

八尾 絵美 吉井 佐世子 高光 麻未 中本 彩 門松 亜美 赤井 涼香 菅田 玲奈 和辻 澪

碓井 恵理 勝部 優季 北方 希実 須山 愛 藤原 愛 芝田 陽香 蔭木 茜 白木 沙織

加藤 亜友美 前田 和香 野出 琴乃 寺田 さゆ 田中 ひかる 田中 愛莉 高田 早規 須山 奈々恵

神戸龍谷・兵庫 添上・奈良 東大阪大敬愛・大阪 姫路商・兵庫 薫英女学院・大阪 西京・京都 加古川西・兵庫 八幡商・滋賀

走高跳 脇坂 香里 1m64 松尾 瞳 1m61 近藤 園子 1m61 野添 七瀬 1m58 前田 真里奈 1m58 横井 友紀 1m55 ６位　氏家 綾花 1m55 ６位　堂柿 美帆 1m55

一条・奈良 太成学院・大阪 園田・兵庫 北稜・京都 近大和歌山・和歌山 平城・奈良 加古川南・兵庫 北野・大阪

走幅跳 中野 瞳 5m76(+1.1) 梶木 千妃呂 5m71(+0.9) 島田 瑞穂 5m37(+2.2) 寺田 さゆ 5m36(-0.8) 平山 奈央 5m33(+1.7) 赤井 涼香 5m25(-0.7) 中村 優子 5m17(±0.0) 安田 有沙 5m12(+1.5)

長田・兵庫 平城・奈良 太成学院・大阪 公5m24(0.0) 姫路商・兵庫 姫路商・兵庫 西京・京都 太成学院・大阪 畝傍・奈良

砲丸投 保平 加奈絵 12m71 中川 さよ 11m88 上坂 千春 11m59 奥野 緑 11m32 嶋谷 奈津美 10m97 阿曽 良幸 10m85 廣野 由理 10m47 小森 由起子 10m44

添上・奈良 守山・滋賀 神戸科技・兵庫 園田・兵庫 太成学院・大阪 園田・兵庫 加悦谷・京都 大阪女子・大阪

円盤投 保平 加奈絵 40m92 阿曽 良幸 35m53 奥野 緑 35m05 大村 玲加 34m59 神原 亜有子 33m99 三浦 梓 33m73 安陵 友紀 30m78 津田 瞳 29m23

添上・奈良 ＮＧＲ 園田・兵庫 園田・兵庫 太成学院・大阪 東大阪大敬愛・大阪 北嵯峨・京都 久米田・大阪 神戸高塚・兵庫

やり投 辻本 亜希 44m44 関口 栞 41m32 成井 なつ美 37m02 上坂 千春 36m88 中山 侑紀 36m19 杉本 真奈 36m16 中川 さよ 35m10 竿本 梓 33m94

橿原・奈良 ＮＧＲ 関西大倉・大阪 成蹊・大阪 神戸科技・兵庫 同志社香里・大阪 向陽・京都 守山・滋賀 紀央館・和歌山

１年総合 添上・奈良 61点 園田・兵庫 38点 立命宇治・京都 37点 東大阪大敬愛・大阪 33点 神戸龍谷・兵庫 32点 姫路商・兵庫 32点 太成学院・大阪 27点 西京・京都 26点

女子総合 添上・奈良 119点 東大阪大敬愛・大阪 101.5点 立命宇治・京都 65点 園田・兵庫 63点 須磨学園・兵庫 61点 薫英女学院・大阪 54点 姫路商・兵庫 51点 西京・京都 37点

NGR:大会新記録 ＜気象状況＞

主催 近畿陸上競技協会 総 務

近畿高等学校体育連盟 トラック審判長

主管 奈良陸上競技協会 跳 躍 審 判 長

奈良県高等学校体育連盟 投てき審判長

優秀選手 竹内 彩華（神戸・兵庫） 記 録 主 任   堺 　　 隆 司

  上 田　 忠 和

  相 和 　潤 一

  駒 谷 　輝 男

  山 田    　隆
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日 時刻 天候 気温 ℃ 湿度％ 風向・風速 m/s

15 12:00 晴れ 28.0 58 北東1.2

16 12:00 曇り 25.0 65 北北西1.8

17 12:00 晴れ 27.0 66 北北東1.9


