
日付日付日付日付 1111位位位位 2222位位位位 3333位位位位 4444位位位位 5555位位位位 6666位位位位 7777位位位位 8888位位位位

氏 名 新宮 美歩 渡辺 愛梨 辻岡 佐記 斉藤 有紀 福井 美和 中村 梨穂 立澤 典子 南川 亜侑美

所 属 東大阪大敬愛・大阪 西京・京都 東大阪大敬愛・大阪 城南・大阪 添上・奈良 八幡商・滋賀 武庫荘総合・兵庫 八幡商・滋賀

記 録 12.47(-0.1) 12.54(-0.1) 12.61(-0.1) 12.71(-0.1) 12.72(-0.1) 12.85(-0.1) 12.90(-0.1) 12.95(-0.1)

氏 名 筬島 愛 新宮 美歩 野渥 麻衣 三井 智代 渡辺 愛梨 工藤 真希 衣笠 由理佳 田村 有沙

所 属 東大阪大敬愛・大阪 東大阪大敬愛・大阪 園田・兵庫 薫英女学院・大阪 西京・京都 京都橘・京都 添上・奈良 西城陽・京都

記 録 25.66(-1.4) 25.67(-1.4) 25.81(-1.4) 25.96(-1.4) 26.15(-1.4) 26.30(-1.4) 26.43(-1.4) 26.56(-1.4)

氏 名 横田 唯 野渥 麻衣 筬島 愛 北村 なつき 菊池 里江 衣笠 由理佳 山田 佳奈 江口 美菜

所 属 姫路商・兵庫 園田・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 薫英女学院・大阪 和歌山北・和歌山 添上・奈良 神戸龍谷・兵庫 薫英女学院・大阪

記 録 57.44 57.77 58.04 58.44 58.53 58.87 59.52 60.08

氏 名 中新井 美波 伊藤 紋 江口 美菜 横瀬 彩也香 前田 華枝 大迫 梨乃 内海 未寿姫 平岡 由里恵

所 属 須磨学園・兵庫 立命宇治・京都 薫英女学院・大阪 東大阪大敬愛・大阪 須磨学園・兵庫 添上・奈良 姫路商・兵庫 立命宇治・京都

記 録 2:11.35（大会新） 2:13.70 2:16.07 2:17.32 2:20.21 2:21.05 2:22.45 2:26.21

氏 名 中新井 美波 伊藤 紋 藪下 明音 竹上 千咲 田端 沙紀 中野 円花 芳村 雅世 松下 倭子

所 属 須磨学園・兵庫 立命宇治・京都 須磨学園・兵庫 桂・京都 奈良育英・奈良 薫英女学院・大阪 奈良学園・奈良 姫路西・兵庫

記 録 4:23.34 4:23.99 4:24.96 4:38.29 4:40.18 4:40.26 4:41.07 4:41.74

氏 名 藪下 明音 近藤 好 福永 恵里 森下 幸穂 長谷川 梨奈 田端 沙紀 中野 円花 横山 由起

所 属 須磨学園・兵庫 立命宇治・京都 立命宇治・京都 京都光華・京都 西脇工・兵庫 奈良育英・奈良 薫英女学院・大阪 薫英女学院・大阪

記 録 9:27.18 9:30.18 9:34.29 9:49.77 9:59.08 10:02.91 10:09.85 10:11.94

氏 名 西川 佳那 中村 梨穂 鹿島 日雅里 山田 亜古 金城 千恵 竹野 冴香 脚ノ 早紀 中嶋 美生

所 属 添上・奈良 八幡商・滋賀 薫英女学院・大阪 洛北・京都 城南・大阪 洛北・京都 明石南・兵庫 京都橘・京都

記 録 14.59(-0.3) 14.63(-0.3) 14.79(-0.3) 15.06(-0.3) 15.33(-0.3) 15.36(-0.3) 15.46(-0.3) 15.83(-0.3)

氏 名 藤井 明花 三木 汐莉 鹿島 日雅里 畑中 友希 熊谷 有希巴 岩本 栞 藤田 理恵子 西川 佳那

所 属 明石城西・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 薫英女学院・大阪 園田・兵庫 西城陽・京都 西京・京都 姫路商・兵庫 添上・奈良

記 録 61.98（大会新） 62.25（大会新） 63.35 64.92 65.35 65.39 66.56 66.72

氏 名 日名 裕子 前田 浩唯 山口 恵里佳 谷野 里奈 戸田 結奈 柚木 彩華 奥 文香 小山内 薫

所 属 西京・京都 立命宇治・京都 岸和田・大阪 奈良学園・奈良 西京・京都 教大天王寺・大阪 耐久・和歌山 明石・兵庫

記 録 14:41.20 14:46.74 15:34.55 15:57.78 16:00.63 16:23.65 16:39.94 17:02.03

東大阪大敬愛・大阪 薫英女学院・大阪 添上・奈良 園田・兵庫 西京・京都 城南・大阪 神戸龍谷・兵庫 八幡商・滋賀

チ ー ム 辻岡 佐記 中村 恵莉子 福井 美和 丸山 結花 横井 愛加 柳原 麻里 岡 聡美 福島 里紗

選 手 筬島 愛 三井 智代 衣笠 由理佳 柳井 千尋 渡辺 愛梨 斉藤 有紀 上山 真結美 南川 亜侑美

新宮 美歩 鹿島 日雅里 西川 佳那 片岡 久美 橋本 美子 奥平 香奈 池本 亜美 小森 純佳

記 録 三木 汐莉 今市 翔子 上林 茉美 野渥 麻衣 藤井 奈摘 金城 千恵 山田 佳奈 中村 梨穂

48.00（大会新） 48.80 48.84 49.31 49.67 49.77 50.11 56.08

東大阪大敬愛・大阪 薫英女学院・大阪 園田・兵庫 添上・奈良 姫路商・兵庫 明石城西・兵庫 西京・京都 西城陽・京都

チ ー ム 筬島 愛 新谷 香菜子 大木 彩香 福井 美和 杉本 亜味 藤井 明花 岩本 栞 木村 茜

選 手 三木 汐莉 江口 美菜 垣内 優 衣笠 由理佳 横田 唯 井手 宥沙 橋本 美子 桑原 沙希

横瀬 彩也香 鹿島 日雅里 畑中 友希 上林 茉美 山根 瑞歩 大野 綾沙 森 由美子 橋本 真衣

記 録 新宮 美歩 北村 なつき 野渥 麻衣 西川 佳那 藤田 理恵子 藤永 あかね 藤井 奈摘 熊谷 有希巴

3:50.15 (大会新) 3:54.07 3:56.07 3:58.51 3:58.88 3:58.92 4:00.32 4:02.95

氏 名 加藤 愛 北井 里奈 下間 祥子 石飛 沙織 鍔田 充希 中園 桃代 ／ 松下 めい　／今入 裕子

所 属 滝川第二・兵庫 鳥羽・京都 平城・奈良 清教学園・大阪 彦根翔陽・滋賀 汎愛・大阪／大津商・滋賀／添上・奈良

記 録 1.64 1.64 1.61 1.58 1.55 1.50

氏 名 青木 沙弥 竹内 千恵 菊池 里江 柳 依里 大木 彩香 前田 あゆみ 北川 知広 藤原 美月

所 属 登美ケ丘・奈良 添上・奈良 和歌山北・和歌山 添上・奈良 園田・兵庫 京都共栄・京都 伊吹・滋賀 桜宮・大阪

記 録 5.47(+0.1) 5.46(+0.3) 5.40(+0.9) 5.28(-0.2) 5.22(+0.1) 5.20(-0.3) 5.18(+1.5) 5.11(+0.1)

氏 名 田中 沙苗 渡邊 茜 原田 千恵子 掘井 菜穂子 竹安 彩夏 石田 真菜 垣田 さやか 福島 里紗

所 属 花園・京都 東大阪大敬愛・大阪 園田・兵庫 神戸科技・兵庫 京都女子・京都 大体大浪商・大阪 明石城西・兵庫 八幡商・滋賀

記 録 12.38 12.01 11.96 11.17 10.71 10.49 10.25 10.24

氏 名 渡邊 茜 石田 真菜 原田 千恵子 沖 秀霞 野田 詩織 土江 真央 鈴木 春香 兒玉 さくら

所 属 東大阪大敬愛・大阪 大体大浪商・大阪 園田・兵庫 西京・京都 添上・奈良 関西大倉・大阪 市尼崎・兵庫 笠田・和歌山

記 録 43.05(大会新) 36.37 34.58 33.06 32.49 32.48 32.37 30.26

氏 名 吉見 明日香 田上 恵 濱野 美涼 中江 璃子 掘井 菜穂子 西田 弥生 中川 万理恵 加藤 彩

所 属 薫英女学院・大阪 新宮・和歌山 加悦谷・京都 綾部・京都 神戸科技・兵庫 和泉・大阪 添上・奈良 野洲・滋賀

記 録 42.41 39.84 36.20 35.56 35.50 35.40 34.60 34.16

所 属 添上・奈良 東大阪大敬愛・大阪 薫英女学院・大阪 園田・兵庫 西京・京都 立命館宇治・京都 須磨学園・兵庫 神戸龍谷・兵庫

得 点 115点 108点 96点 95点 81点 77点 54点 36点

所 属 東大阪大敬愛・大阪 薫英女学院・大阪 添上・奈良 園田・兵庫 西京・京都 立命館宇治・京都 須磨学園・兵庫 姫路商・兵庫

得 点 78点 57点 52点 45点 37点 35点 34点 16点

所 属 添上・奈良 園田・兵庫 西京・京都 立命館宇治・京都 薫英女学院・大阪 神戸龍谷・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 須磨学園・兵庫

得 点 63点 50点 44点 42点 39点 32点 30点 20点

(大会大会大会大会コードコードコードコード０７５０１７０１０７５０１７０１０７５０１７０１０７５０１７０１)
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