
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 竹内 彩華 藤原 遥 三宅 奈緒香 中村 優子 前田 和香 大田垣 満依 山本 奈緒子 金野 志保

所 属 神戸・兵庫 城南・大阪 北条・兵庫 太成学院・大阪 添上・奈良 園田・兵庫 田辺・和歌山 添上・奈良

記 録 12.28(-0.8) 12.48(-0.8) 12.51(-0.8) 12.56(-0.8) 12.64(-0.8) 12.91(-0.8) 12.95(-0.8) 12.99(-0.8)

氏 名 加藤 亜友美 大田垣 満依 柳井 美里 山本 奈緒子 森本 あかね 有松 美弥 島田 沙矢佳 田渕 美沙樹

所 属 神戸龍谷・兵庫 園田・兵庫 園田・兵庫 田辺・和歌山 彦根翔陽・滋賀 和歌山北・和歌山 添上・奈良 京都光華・京都

記 録 25.21(-0.3) 25.71(-0.3) 25.72(-0.3) 26.13(-0.3) 26.13(-0.3) 26.17(-0.3) 26.20(-0.3) 26.21(-0.3)

氏 名 加藤 亜友美 田中 ひかる 岡田 愛理 北方 希実 内田 旬 藤原 愛 板垣 美沙枝 宮川 詩文

所 属 神戸龍谷・兵庫 薫英女学院・大阪 東大津・滋賀 東大阪大敬愛・大阪 洛北・京都 薫英女学院・大阪 草津東・滋賀 西京・京都

記 録 56.73 57.68 57.70 58.03 58.76 59.30 59.69 60.63

氏 名 林 美樹 岩橋 優 辻井 美智子 森元 麻帆 小嶋 優花莉 華岡 みか 浦井 彩加 本多 奈都子

所 属 須磨学園・兵庫 大手前・大阪 立命宇治・京都 須磨学園・兵庫 伊吹・滋賀 星翔・大阪 大塚・大阪 立命宇治・京都

記 録 2:13.57 2:13.96 2:16.67 2:18.23 2:18.59 2:19.11 2:19.92 2:23.79

氏 名 池本 かいり 林 美樹 藤林 真里奈 辻井 美智子 宮下 亜弓 高谷 静香 堀井 直子 山村 桃代

所 属 立命宇治・京都 須磨学園・兵庫 薫英女学院・大阪 立命宇治・京都 県和歌山商・和歌山 須磨友が丘・兵庫 草津東・滋賀 大塚・大阪

記 録 4:28.94 4:30.23 4:32.00 4:37.15 4:37.58 4:38.02 4:39.09 4:39.83
23日 氏 名 夏原 育美 池本 かいり 竹地 志帆 小川 智香 宮下 亜弓 藤林 真里奈 山村 桃代 村田 宏美

所 属 立命宇治・京都 立命宇治・京都 須磨友が丘・兵庫 桂・京都 県和歌山商・和歌山 薫英女学院・大阪 大塚・大阪 西脇工・兵庫

記 録 9:22.95 9:30.68 9:31.16 9:32.02 9:44.31 9:50.31 9:55.28 9:56.61

氏 名 島田 沙矢佳 赤井 涼香 中本 彩 三木 茉莉奈 米田 知美 川原 未希 藤本 彩花 白石 有紀子

所 属 添上・奈良 西京・京都 姫路商・兵庫 洛北・京都 薫英女学院・大阪 園田・兵庫 三国丘・大阪 鳥羽・京都

記 録 14.36(-0.7) 14.52(-0.7) 14.84(-0.7) 14.87(-0.7) 14.88(-0.7) 15.12(-0.7) 15.32(-0.7) 15.33(-0.7)

氏 名 戸田 絵里菜 芝田 陽香 中本 彩 米田 知美 北本 加奈 岡田 愛理 岡村 春菜 高光 麻未

所 属 神戸龍谷・兵庫 西京・京都 姫路商・兵庫 薫英女学院・大阪 明石城西・兵庫 東大津・滋賀 柴島・大阪 東大阪大敬愛・大阪

記 録 61.20 61.61 61.80 62.23 63.49 63.55 63.58 64.23

氏 名 若松 美歩 津田 葵子 東 優佳 金川 優香 濱 ももこ 山本 理加 多田 博子 加藤 優佳

所 属 西京・京都 立命宇治・京都 星翔・大阪 県和歌山商・和歌山 和歌山北・和歌山 玉川・滋賀 美原・大阪 草津東・滋賀

記 録 14:17.30 14:43.15 14:58.95 15:08.29 15:27.18 15:39.60 15:56.51 16:01.31

添上・奈良 園田・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 神戸龍谷・兵庫 薫英女学院・大阪 西京・京都 姫路商・兵庫 草津東・滋賀

チ ー ム 勝部 優季 永井 美帆 小園 奈穂美 八尾 絵美 湯浅 友里 田中 愛莉 寺田 さゆ 板垣 美沙枝

選 手 前田 和香 柳井 美里 北方 希実 加藤 亜友美 田中 ひかる 白石 晴奈 平山 奈央 島元 葵生

島田 沙矢佳 神田 早妃 高光 麻未 碓井 恵理 門松 亜美 芝田 陽香 中本 彩 杉山 伶奈

記 録 金野 志保 大田垣 満依 寺嶋 梨紗 戸田 絵里菜 小池 宏美 赤井 涼香 平山 真依子 中井 沙織

48.04 48.08 48.85 49.33 49.66 49.80 49.85 50.21

添上・奈良 薫英女学院・大阪 西京・京都 園田・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 神戸龍谷・兵庫 東大津・滋賀 姫路商・兵庫

チ ー ム 勝部 優季 門松 亜美 宮川 詩文 永井 美帆 小園 奈穂美 碓井 恵理 井上 裕美子 中本 彩

選 手 前田 和香 米田 知美 芝田 陽香 大田垣 満依 高光 麻未 戸田 絵里菜 永野 真衣 須山 愛

吉井 佐世子 藤原 愛 白石 晴奈 柳井 美里 北方 希実 八尾 絵美 伊藤 麻由美 平山 真依子

記 録 島田 沙矢佳 田中 ひかる 赤井 涼香 神田 早妃 中西 千尋 加藤 亜友美 岡田 愛理 寺田 さゆ

3:52.69 3:53.12 3:54.98 3:57.64 3:58.07 3:58.28 4:03.10 4:06.87

氏 名 野添 七瀬 脇坂 香里 横井 友紀 ／前田 真里奈 畠山 涼子 松尾 瞳 傳 美帆子 柏崎 浩代

所 属 北稜・京都 一条・奈良 平城・奈良／近大和歌山・和歌山 姫路商・兵庫 太成学院・大阪 須磨東・兵庫 大体大浪商・大阪

記 録 1.67 1.64 1.61 1.61 1.61 1.58 1.58

氏 名 前田 和香 芝田 陽香 三木 茉莉奈 辻江 奈美 赤井 涼香 森本 あかね 和田 愛里 島田 瑞穂

所 属 添上・奈良 西京・京都 洛北・京都 添上・奈良 西京・京都 彦根翔陽・滋賀 神戸・兵庫 太成学院・大阪

記 録 5.79(+0.8) 5.64(+2.0) 5.55(+2.4) 5.55(+1.9) 5.50(+0.4) 5.48(+2.0) 5.43(+3.7) 5.41(+1.8)

氏 名 保平 加奈絵 阿曽 良幸 中川 さよ 奥野 緑 廣野 由理 篠原 亜由美 岡田 静香 小森 由起子

所 属 添上・奈良 園田・兵庫 守山・滋賀 園田・兵庫 加悦谷・京都 添上・奈良 大阪女子・大阪 大阪女子・大阪

記 録 13.50（大会新） 12.04 11.94 11.32 11.22 10.68 10.62 10.49

氏 名 保平 加奈絵 神原 亜有子 阿曽 良幸 清水 美智 森川 あいみ 松岡 未夏 三浦 梓 奥野 緑

所 属 添上・奈良 東大阪大敬愛・大阪 園田・兵庫 海南・和歌山 京都光華・京都 琴丘・兵庫 北嵯峨・京都 園田・兵庫

記 録 41.80 37.58 37.39 34.67 34.14 33.69 33.69 33.57

氏 名 辻本 亜希 木積 利果 成井 なつ美 杉本 真奈 竿本 梓 関口 栞 中川 さよ 上杉 陽子

所 属 橿原・奈良 東大阪大敬愛・大阪 成蹊・大阪 向陽・京都 紀央館・和歌山 関西大倉・大阪 守山・滋賀 西京・京都
記 録 48.10 43.37 41.47 39.82 39.71 39.70 38.71 37.10

天 候 気 温 ( ℃ ) 湿 度 (%) 風 向 風 速 (m/s)
10:00 曇 29.0℃ 64.0% 北東 1.1
12:00 曇 30.5℃ 65.0% 北 1.7
14:00 曇 30.0℃ 68.0% 南 1.6
10:00 晴れ 32.5℃ 55.0% 北 2.1 総務総務総務総務：：：： 山　本　博　司

12:00 晴れ 33.0℃ 61.0% 東 2 ﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸ審判長審判長審判長審判長：：：： 岩　田　千　秋

14:00 晴れ 32.0℃ 61.0% 南東 2.2 跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長：：：： 関　本　孝　夫

10:00 晴 31.5℃ 58.0% 北東 1.6 投擲審判長投擲審判長投擲審判長投擲審判長：：：： 児　島　洋　幸

12:00 曇 32.5℃ 58.0% 南東 1.8 記録主任記録主任記録主任記録主任：：：： 市　川　貴　英

14:00
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