
平成25年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会　神戸地区大会 平成25年4月6日（土）
女子成績一覧表 神戸ユニバー記念競技場 （競技場ｺｰﾄﾞ 281050）

種目
１００ｍ 朝見  沙世(3) 12.74 内藤  真由(2) 12.83 西川  結女(2) 13.00 有馬めぐみ(3) 13.01 石原  花菜(3) 13.18 西上  美里(3) 13.20 長井みなみ(3) 13.22 平田  早紀(3) 13.27

星陵 -0.7 北須磨 +4.6 神戸甲北 +4.6 北須磨 -0.7 星陵 -0.7 神戸 +4.6 葺合 +4.6 葺合 -0.7
２００ｍ 朝見  沙世(3) 26.71 山田  愛実(3) 27.52 水谷  麻里(3) 27.64 吉村今日子(2) 27.76 森    麻美(3) 27.78 竹内    望(2) 27.80 志知    茜(3) 27.92 石原  花菜(3) 27.95

星陵 +1.7 神戸龍谷 +1.7 葺合 +1.7 滝川第二 +1.7 須磨東 +4.6 須磨東 +4.6 北須磨 +1.1 星陵 +4.6
４００ｍ 角谷実咲歩(3)  1:00.04 木下  真希(3)  1:01.20 西川  結女(2)  1:02.33 水谷  麻里(3)  1:02.34 中村  夏帆(3)  1:02.70 髙田可奈子(3)  1:03.03 犬井    茜(3)  1:03.48 吉田  奈央(2)  1:03.84

滝川第二 須磨東 神戸甲北 葺合 神戸龍谷 御影 神戸龍谷 神戸龍谷
８００ｍ 田中  菜々(1)  2:19.92 吉本  美和(2)  2:21.48 小林里沙子(3)  2:28.24 犬井    茜(3)  2:28.68 岸本    蘭(1)  2:33.66 中谷  祐実(3)  2:33.90 岸本  成未(2)  2:35.94 田元  佑季(3)  2:37.45

須磨友が丘 須磨学園 須磨友が丘 神戸龍谷 須磨友が丘 北須磨 須磨東 神戸
１５００ｍ 森崎    舞(2)  4:37.43 康本  花梨(2)  4:45.38 大畠万由子(3)  4:45.66 髙谷  愛奈(1)  4:50.42 善村穂乃香(2)  4:55.40 小林里沙子(3)  4:58.46 稲田  晶子(3)  5:04.73 中谷  祐実(3)  5:05.64

須磨学園 須磨学園 須磨友が丘 須磨友が丘 須磨学園 須磨友が丘 長田 北須磨
３０００ｍ 大畠万由子(3) 10:16.85 村元  彩乃(3) 10:50.46 井上美紗子(3) 11:08.56 安井佑里花(3) 11:34.67 藤岡  咲季(2) 11:34.77 西中須彩香(2) 11:44.22 石川  陽菜(3) 11:45.16 髙橋  優希(2) 11:51.86

須磨友が丘 星陵 星陵 親和 須磨友が丘 須磨友が丘 北須磨 須磨東
１００ｍＨ 森下  奈菜(3) 15.88 澤井  碧香(3) 16.22 有村  遥香(2) 17.18 宮本  佳奈(3) 18.21 山副  真穂(3) 18.31 齋藤  知里(2) 18.74 田中  千晴(3) 18.79 山田  愛海(3) 19.23

長田 +0.9 北須磨 +1.5 須磨東 +0.9 伊川谷 +0.9 兵庫 +0.9 夢野台 +1.5 伊川谷 +0.9 神戸高塚 +1.5
４００ｍＨ 山副  真穂(3)  1:07.32 中村  夏帆(3)  1:07.67 平田  早紀(3)  1:08.42 宮田  実奈(2)  1:09.37 有村  遥香(2)  1:10.97 則枝  由姫(1)  1:13.65 野村  優希(3)  1:13.72 竪山    瞳(3)  1:15.98

兵庫 神戸龍谷 葺合 親和 須磨東 山手 須磨東 星陵
５０００ｍＷ 熊谷  桃子(3) 25:17.69 大畠  実紗(2) 28:34.22 平岡奈々恵(3) 29:25.19 奥野  佳香(3) 31:09.32 中原  麻里(2) 31:31.94 髙橋  優希(2) 33:10.05

須磨友が丘 須磨友が丘 須磨友が丘 長田 兵庫 須磨東
４×１００ｍ 北 須 磨 50.43 星    陵 50.94 神戸龍谷Ａ 51.17 長    田 51.77 滝川第二 51.78 葺    合 52.06 親    和Ａ 52.46 須 磨 東Ａ 52.48

   内藤  真由(2)    石原  花菜(3)    谷掛ちひろ(2)    大西美佐歩(3)    用貝  涼乃(2)    長井みなみ(3)    青木優里香(1)    有村  遥香(2)

   澤井  碧香(3)    朝見  沙世(3)    山田  愛実(3)    森下  奈菜(3)    東郷  杏耶(2)    水谷  麻里(3)    宮田  果奈(2)    森    麻美(3)

   中村友里恵(3)    竪山    瞳(3)    中村  夏帆(3)    加藤優里子(2)    井上    萌(2)    喜多    萌(3)    岸田有梨花(1)    竹内    望(2)

   有馬めぐみ(3)    堤    千紘(3)    岸本  愛菜(2)    田代  百優(2)    吉村今日子(2)    平田  早紀(3)    宮田  実奈(2)    野村  優希(3)

４×４００ｍ 神戸龍谷Ａ  4:10.25 長    田  4:11.27 葺    合  4:12.17 須 磨 東Ａ  4:15.67 滝川第二  4:16.71 北 須 磨Ａ  4:17.46 神戸甲北  4:21.81 神戸高塚  4:27.40
   吉田  奈央(2)    田代  百優(2)    長井みなみ(3)    牛頭  梨紗(2)    生山  佳奈(2)    志知    茜(3)    高橋  梨奈(3)    山本  優芽(3)

   犬井    茜(3)    森下  奈菜(3)    水谷  麻里(3)    木下  真希(3)    東郷  杏耶(2)    有馬めぐみ(3)    西川  結女(2)    岡田    司(3)

   山田  愛実(3)    杉本    楓(3)    小川  真祐(2)    有村  遥香(2)    吉村今日子(2)    林    佳穂(3)    佐伯  果歩(2)    佐藤菜々甫(3)

   中村  夏帆(3)    大西美佐歩(3)    平田  早紀(3)    竹内    望(2)    角谷実咲歩(3)    澤井  碧香(3)    松岡  波希(2)    武田  望帆(3)

走高跳 1位:東郷  杏耶(2) 1m45 1位:生山  佳奈(2) 1m45 衣笠  友菜(1) 1m40 末次  真璃(3) 1m35 植村  彩香(2) 1m35 宮田  果奈(2) 1m35 岩脇  衣里(2) 1m35 安井  珠希(1) 1m35
滝川第二 滝川第二 親和 伊川谷北 須磨翔風 親和 親和 神戸星城

走幅跳 髙田可奈子(3)   5m16 牛頭  梨紗(2)   4m96 大谷  知夏(2)   4m74 北川真友子(3)   4m69 古川  藍子(3)   4m53 中村友里恵(3)   4m50 中尾  千紘(2)   4m50 谷掛ちひろ(2)   4m44
御影 +4.9 須磨東 +1.1 須磨翔風 +3.9 須磨東 +3.0 須磨学園 +4.6 北須磨 +3.0 北須磨 +4.1 神戸龍谷 +3.4

砲丸投 中井  美沙(2)   9m15 小川あづさ(3)   8m88 梅野ほのか(2)   8m38 益田  紫帆(2)   8m08 佐野寿美礼(3)   8m06 井上  愛理(2)   7m78 三宅  愛唯(2)   7m72 北畑  花菜(2)   7m23
星陵 滝川第二 神戸北 山手 須磨学園 兵庫 六甲アイ 六甲アイ

円盤投 大岡  彩夏(3)  29m42 福留  志穂(2)  28m32 益田  紫帆(2)  25m38 北畑  花菜(2)  24m40 藤原  千鶴(3)  23m50 熊尾  里歩(3)  22m51 三宅  愛唯(2)  22m11 磯本  実佳(2)  21m52
長田 長田 山手 六甲アイ 須磨東 六甲アイ 六甲アイ 星陵

やり投 正賀  千裕(2)  35m72 井上    萌(2)  34m32 村元    楓(3)  30m95 大西美佐歩(3)  29m84 篠田  茉椰(2)  25m07 岡    実里(2)  22m67
神戸科技 滝川第二 神戸龍谷 長田 葺合 神戸北

三段跳 用貝  涼乃(2)  10m47 奥住  朱香(2)   9m35
（ｵｰﾌﾟﾝ） 滝川第二 +4.8 神戸星城 +2.1

ハンマー投 梅野ほのか(2)  24m50 岡    実里(2)  11m52
（ｵｰﾌﾟﾝ） 神戸北 神戸北

天候 気温 湿度 風向 風速

競技開始時 雨 16.5℃ 79% 北 3.2m 主催： 兵庫陸上競技協会 総　　務： 藤　田　和　洋

12:00 雨 16.0℃ 84% 北東 3.3m ﾄﾗｯｸ審判長： 岡　積　文　男

競技終了時 雨 18.0℃ 71% 北東 3.5m 主管： 高体連神戸支部陸上競技部 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 河　崎　哲　生

神戸市陸上競技協会 記録主任： 岸　良　　　悟
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