
第第第第60606060回回回回　　　　兵庫県高等学校兵庫県高等学校兵庫県高等学校兵庫県高等学校ユースユースユースユース陸上競技対校選手権大会陸上競技対校選手権大会陸上競技対校選手権大会陸上競技対校選手権大会　　　　神戸地区予選会神戸地区予選会神戸地区予選会神戸地区予選会 （（（（大会大会大会大会コードコードコードコード：：：：08281509082815090828150908281509）））） 平成平成平成平成20202020年年年年7777月月月月22222222日日日日（（（（火火火火））））・・・・23232323日日日日（（（（水水水水））））

　　　　　　　　１１１１年女子年女子年女子年女子　　　　成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表 神戸神戸神戸神戸ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場（（（（競技場競技場競技場競技場コードコードコードコード：：：：281050281050281050281050））））

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

42 22日 １００ｍ 三軒  真央(1) 12.40 佐久間愛夏(1) 13.18 立田  友子(1) 13.21 山野井沙帆(1) 13.23 宮本くみこ(1) 13.59 小林    恵(1) 13.76 中川  瑞希(1) 13.77

神戸龍谷 +0.7 六甲アイ +0.7 北須磨 +0.8 神戸龍谷 +0.8 舞子 +0.7 須磨東 +0.8 東灘 +0.7

上西  杏奈(1) 13.76

兵庫 +0.7

35 23日 ２００ｍ 山野井沙帆(1) 26.99 立田  友子(1) 28.04 宮本くみこ(1) 28.05 岡本  有希(1) 28.12 高橋  杏奈(1) 28.45 中野  由貴(1) 29.20 荒田  紫織(1) 29.22 小林    恵(1) 29.39

神戸龍谷 -0.1 北須磨 -3.1 舞子 -0.1 六甲アイ -0.1 山手女 -0.1 兵庫 -3.1 御影 -0.1 須磨東 -0.1

24 22日 ４００ｍ 澤野友里子(1)  1:02.19 中野  由貴(1)  1:03.25 浦田  清楓(1)  1:03.31 沖田    恵(1)  1:03.71 齋藤菜々美(1)  1:04.03 吉川明香里(1)  1:04.41 岡本  有希(1)  1:04.48 手塚美有紀(1)  1:04.77

長田 兵庫 神戸龍谷 六甲アイ 星陵 兵庫 六甲アイ 須磨東

31 23日 ８００ｍ 寺西佑加莉(1)  2:23.39 榎本  優波(1)  2:26.48 山本  愛海(1)  2:30.15 齋藤菜々美(1)  2:35.27 村部  真帆(1)  2:36.53 熊  智奈美(1)  2:38.40 岡    里美(1)  2:41.22 直木  美佳(1)  2:44.42

須磨学園 長田 伊川谷 星陵 須磨東 須磨友が丘 神戸星城 夢野台

27 23日 １５００ｍ 池田  睦美(1)  4:52.44 湯田佐枝子(1)  4:52.44 榎本  優波(1)  5:02.71 吉峯  知里(1)  5:05.13 山本  愛海(1)  5:17.73 竹中  美貴(1)  5:18.24 大森菜桜子(1)  5:18.30 熊  智奈美(1)  5:20.77

須磨学園 須磨学園 長田 神戸鈴蘭台 伊川谷 星陵 神戸龍谷 須磨友が丘

15 22日 ３０００ｍ 小宮  沙紀(1)  9:56.26 吉峯  知里(1) 10:47.18 髙谷  美翔(1) 10:49.40 戸田  朱音(1) 11:20.56 竹中  美貴(1) 11:32.75 橘  ひかり(1) 11:34.65 今竹ひかる(1) 11:42.62 富樫沙由美(1) 11:52.16

須磨学園 神戸鈴蘭台 須磨友が丘 長田 星陵 須磨友が丘 兵庫 啓明

7 22日 １００ｍＨ 太田  菜々(1) 17.24 西沢  友里(1) 17.98 中井妃花梨(1) 18.02 東条  愛美(1) 18.33 谷本すみれ(1) 19.01 平松  千英(1) 20.58 河口  加奈(1) 21.53

風:-1.1 御影 須磨学園 神戸甲北 神戸龍谷 親和 舞子 神戸星城

11 23日 ４００ｍＨ 澤野友里子(1)  1:09.47 太田  菜々(1)  1:11.67 沖田    恵(1)  1:12.35 井川  愛子(1)  1:15.75 九冨めぐみ(1)  1:16.07 吉川明香里(1)  1:16.64 中井妃花梨(1)  1:16.92 西沢  友里(1)  1:17.16

長田 御影 六甲アイ 須磨東 啓明 兵庫 神戸甲北 須磨学園

2 23日 ３０００ｍＷ 髙谷  美翔(1) 18:53.32 橘  ひかり(1) 24:10.61

須磨友が丘 須磨友が丘

6 22日 走高跳 東    沙紀(1) 1m35 星    牧穂(1) 1m35 高松さくら(1) 1m25 立野なつき(1) 1m20

親和 兵庫商 御影 舞子

田上  真衣(1) 1m35 木村千彩子(1) 1m25

六甲アイ 山手女

19 23日 走幅跳 佐久間愛夏(1)   4m89 新屋敷優子(1)   4m79 上西  杏奈(1)   4m69 住野  未優(1)   4m61 速水  葵美(1)   4m52 今西  綾香(1)   4m45 小竹真理子(1)   4m34 近藤はるひ(1)   4m28

六甲アイ +2.5 御影 +3.3 兵庫 +2.1 星陵 +1.3 東灘 +2.6 舞子 +2.0 長田 -0.3 神戸鈴蘭台 +1.2

10 23日 砲丸投 佐藤  佳子(1)  10m56 清水  美里(1)   9m98 東    みな(1)   8m90 市井  更奈(1)   8m62 井上奈津美(1)   8m14 浦田  清楓(1)   7m37 田宮  晴菜(1)   7m15 荒木  千草(1)   6m43

神戸科技 長田 北須磨 神戸 神戸商 神戸龍谷 須磨東 神戸北

6 22日 円盤投 清水  美里(1)  32m03 藤本  夏生(1)  26m80 井上奈津美(1)  23m80 荒木  千草(1)  23m42 清水  夏穂(1)  16m55

長田 伊川谷北 神戸商 神戸北 葺合

村上    優(1)  23m80

葺合

13 23日 やり投 佐藤  佳子(1)  35m30 市井  更奈(1)  31m20 上出あゆみ(1)  29m77 楠本  鮎美(1)  23m35 村上    優(1)  22m74 松岡  侑衣(1)  22m62 東    みな(1)  20m89 藤本  夏生(1)  18m97

神戸科技 神戸 神戸北 御影 葺合 星陵 北須磨 伊川谷北

気象状況 主催主催主催主催：：：：兵庫県高等学校体育連盟兵庫県高等学校体育連盟兵庫県高等学校体育連盟兵庫県高等学校体育連盟

天候 気温 風向・風速 湿度 　　　　　　　　　　　　兵 庫 陸 上 競 技 協 会兵 庫 陸 上 競 技 協 会兵 庫 陸 上 競 技 協 会兵 庫 陸 上 競 技 協 会 総総総総　　　　　　　　　　　　　　　　務務務務：：：： 藤藤藤藤　　　　田田田田　　　　和和和和　　　　洋洋洋洋
競技開始時

(9:00) 晴れ 32.0℃   東　1.0ｍ 61% 主管主管主管主管：：：：高体連神戸支部陸上競技部高体連神戸支部陸上競技部高体連神戸支部陸上競技部高体連神戸支部陸上競技部 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：：：： 井井井井　　　　澤澤澤澤　　　　孝孝孝孝　　　　彦彦彦彦
正午時 晴れ 32.5℃  北東 1.8ｍ 53% 神戸市陸上競技協会神戸市陸上競技協会神戸市陸上競技協会神戸市陸上競技協会 フィールドフィールドフィールドフィールド審判長審判長審判長審判長：：：： 池池池池　　　　亀亀亀亀　　　　治治治治　　　　樹樹樹樹

競技終了時
(16:00) 晴れ 31.5℃   南  2.9ｍ 66% 後援後援後援後援：：：：神神神神　　　　戸戸戸戸　　　　新新新新　　　　聞聞聞聞　　　　社社社社 記 録 主 任記 録 主 任記 録 主 任記 録 主 任：：：： 五  島      昇五  島      昇五  島      昇五  島      昇

競技開始時
(9:00) 晴れ 30.0℃  南東 1.1ｍ 75%

正午時 晴れ 32.5℃  南西 2.2ｍ 58%
競技終了時

(15:00) 晴れ 32.0℃   西  1.3ｍ 61%
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