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月 参加

日 人数

神崎  恵利(2) 12.45 村上  彩花(2) 12.54 日高  眞妃(2) 12.65 河口    悠(2) 12.99 秦  ほのか(2) 13.03 泉    奏子(2) 13.03 川端  真緒(2) 13.10 小林  美咲(2) 13.12

園田 夙川 夙川 神戸 市西宮 伊丹北 明石 姫路東

神崎  恵利(2) 25.35 熊谷  美咲(2) 26.22 田中  杏梨(2) 26.48 中野絵理子(2) 26.63 中安  菜摘(2) 27.34 柳    早紀(2) 27.49 西口  桃子(2) 27.60 松本  瑞黎(2) 27.63

園田 夙川 夙川 神戸龍谷 加古川西 小野 白陵 兵庫

熊谷  美咲(2) 57.30 田中  杏梨(2) 57.97 中野絵理子(2) 58.79 MEDRANO MITSUE(2) 59.03 岡  由依子(2) 59.72 中安  菜摘(2)  1:00.53 大北  瑠美(2)  1:00.85 西口  桃子(2)  1:01.31

夙川 夙川 神戸龍谷 松陽 姫路商 加古川西 加古川西 白陵

中田  美保(2)  2:11.51 宗廣千寿穂(2)  2:18.44 宮永  梨紗(2)  2:19.02 山口  未織(2)  2:21.68 仲田  実由(2)  2:24.10 白井ゆりか(2)  2:30.72 植之原理子(2)  2:31.95 森崎実花子(2)  2:38.40

県西宮 加古川西 須磨学園 明石城西 夙川 神戸北 葺合 小野

横江  里沙(2)  4:23.62 中田  美保(2)  4:25.20 清政  愛理(2)  4:26.11 新井  志織(2)  4:40.01 宗廣千寿穂(2)  4:40.94 中林    咲(2)  4:44.24 石本里緒奈(2)  4:44.40 久光  愛海(2)  4:46.28

須磨学園 NGR 県西宮 西脇工 市尼崎 加古川西 姫路商 西脇工 夙川

横江  里沙(2)  9:24.12 清政  愛理(2)  9:50.62 新井  志織(2)  9:56.92 中林    咲(2) 10:03.07 佐々木陽和(2) 10:13.13 石本里緒奈(2) 10:20.82 鶴田  千春(2) 10:23.58 田村  早理(2) 10:27.82

須磨学園 NGR 西脇工 市尼崎 姫路商 日ノ本 西脇工 夙川 須磨友が丘

１００ｍＨ 毎床  結紀(2) 14.97 日高  眞妃(2) 15.02 松岡  絵里(2) 15.12 新川  涼香(2) 15.27 有村  悠子(2) 15.61 石原  杏奈(2) 15.66 新    裕衣(2) 16.02 笹倉  珠実(2) 16.27

(0.840m) 姫路商 夙川 姫路商 園田 明石城西 市西宮 夙川 西脇

４００ｍＨ 毎床  結紀(2)  1:02.45 小松  未奈(2)  1:02.51 有村  悠子(2)  1:03.65 宮田    薫(2)  1:05.58 後藤  瑠美(2)  1:06.24 岸田  佳奈(2)  1:07.22 志水    愛(2)  1:07.41 後藤田幸奈(2)  1:08.12

(0.762m) 姫路商 夙川 明石城西 長田 姫路商 西脇 神戸北 明石南

村上  瑠生(2) 25:49.70 初井こころ(2) 28:00.35 松下  奈央(2) 28:42.21 竹原  優菜(2) 28:57.07 板垣  智奈(2) 30:18.30

明石南 日ノ本 夙川 須磨友が丘 西宮今津

番匠  菜緒(2) 1m65 大柿知奈美(2) 1m62 神崎  風香(2) 1m62 松岡  絵里(2) 1m59 田澤  麗奈(2) 1m56 西川  愛弓(2) 1m56 沖  真祐美(2) 1m50 8位:入江  悠華(2) 1m50

東播磨 明石商 北須磨 姫路商 園田 芦屋 赤穂 明石商

8位:橋本  麻央(2) 1m50

三田祥雲館

福西穂乃佳(2)   5m55 藤井まりあ(2)   5m49 田澤  麗奈(2)   5m34 秦  ほのか(2)   5m26 北勝  千明(2)   5m24 相原  佐紀(2)   5m22 多田  朱里(2)   5m18 住江    愛(2)   5m13

夙川 +1.6 長田 +0.3 園田 +1.8 市西宮 +0.0 北摂三田 +1.0 長田 +0.5 夢野台 +0.7 加古川西 +1.7

砲 丸 投 永田    栞(2)  11m83 中島  美穂(2)  11m25 工藤沙央里(2)  10m97 山中  梨加(2)  10m48 岸本  紋芽(2)  10m46 星長あゆみ(2)  10m10 下津明日香(2)   9m96 片桐  麻衣(2)   9m90

(4.000kg) 姫路商 市尼崎 長田 西宮今津 龍野 姫路商 明石商 洲本

円 盤 投 片桐  麻衣(2)  33m86 川口  未帆(2)  33m38 林    里紗(2)  31m56 工藤沙央里(2)  31m15 松井  玲奈(2)  30m97 野村  杏樹(2)  30m77 井上  裕美(2)  29m75 杉本  七海(2)  29m07

(1.000kg) 洲本 明石商 神戸龍谷 長田 飾磨工 赤穂 三木東 姫路南

や り 投 中島  美穂(2)  46m27 弦田れい愛(2)  43m92 大西    蘭(2)  38m55 林    康香(2)  37m10 永田    栞(2)  36m84 大柿知奈美(2)  35m92 渡辺まりこ(2)  35m62 細野  泰世(2)  35m22

(0.600kg) 市尼崎 夙川 篠山鳳鳴 兵庫 姫路商 明石商 明石商 姫路商

夙    川 47.83 園    田 49.46 小    野 49.70 兵    庫 50.00 姫 路 商 50.07 明 石 商 50.59 北 須 磨 50.80 長    田 51.15

   上原有以花(1) NGR    今村    澪(1)    柳    早紀(2)    原田  歩実(2)    松岡  絵里(2)    萩原    葵(2)    有馬めぐみ(1)    森下  奈菜(1)

   田中  杏梨(2)    福家あかり(1)    田中  千晴(1)    松本  瑞黎(2)    毎床  結紀(2)    入江  悠華(2)    澤井  碧香(1)    宮田    薫(2)

   村上  彩花(2)    新川  涼香(2)    山口佳那絵(1)    山副  真穂(1)    後藤  瑠美(2)    渡辺まりこ(2)    小倉穂乃子(2)    藤井まりあ(2)

   中島ひとみ(1)    神崎  恵利(2)    城谷美沙希(1)    淡田夏都香(1)    岡  由依子(2)    大柿知奈美(2)    浅井  柚美(2)    相原  佐紀(2)

夙    川  3:49.16 園    田  3:56.40 長    田  3:57.36 姫 路 商  3:57.77 兵    庫  3:58.24 神戸龍谷  4:02.52 加古川西  4:02.84 県 西 宮  4:03.34

   小松  未奈(2) NGR    原口  美咲(1)    宮田    薫(2)    岡  由依子(2)    松本  瑞黎(2)    秋江  明日(2)    住江    愛(2)    茶屋久美子(2)

   西山  沙優(1)    福家あかり(1)    藤井まりあ(2)    毎床  結紀(2)    淡田夏都香(1)    中村  夏帆(1)    中安  菜摘(2)    林  彩也花(1)

   大山  紫帆(2)    寺﨑  清美(1)    森下  奈菜(1)    後藤  瑠美(2)    山副  真穂(1)    犬井    茜(1)    大北  瑠美(2)    安井  友香(1)

   熊谷  美咲(2)    神崎  恵利(2)    野尻  果歩(2)    中村    好(1)    原田  歩実(2)    中野絵理子(2)    原田安祐実(2)    中田  美保(2)

夙川 208点 姫路商 114点 園田 72点 須磨学園 52点 市尼崎 48点 長田 47点 明石商 35.5点 兵庫 35点

夙川 107点 姫路商 46点 須磨学園 30点 園田 27点 加古川東 24点 滝川第二 24点 須磨友が丘 23点 市尼崎 22点

夙川 85点 姫路商 59点 園田 31点 市尼崎 26点 長田 26点 須磨学園 22点 明石商 21.5点 加古川西 21点

総総総総　　　 　　　 　　　 　　　 務務務務：：：： 山 口山 口山 口山 口　　　　幹 夫幹 夫幹 夫幹 夫 印

128校 NGRNGRNGRNGR::::大会新記録大会新記録大会新記録大会新記録 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 主  管主  管主  管主  管：：：：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記記記記        録録録録    主主主主    任任任任：：：： 藤 田藤 田藤 田藤 田　　　　和 洋和 洋和 洋和 洋 印

461名 　　　　　　　　　　　　　　　　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 後後後後　　　　援援援援：：：：((((株株株株))))神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社 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：：：： 池 田池 田池 田池 田　　 　　 　　 　　 徹徹徹徹 印

※ ※ ※ ※ 気象状況気象状況気象状況気象状況はははは1111年女子年女子年女子年女子のののの欄欄欄欄にににに記載記載記載記載 跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長：：：： 清 水  秀 章清 水  秀 章清 水  秀 章清 水  秀 章 印

投投投投てきてきてきてき審判長審判長審判長審判長：：：： 椚 田椚 田椚 田椚 田　　　　泰 次泰 次泰 次泰 次 印
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最優秀選手 横江  里沙横江  里沙横江  里沙横江  里沙((((須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園))))
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