
第67回  兵庫県高等学校陸上競技選手権大会　但馬地区予選会 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場(284170)

【 女 子 】 （大会コード：14282006） ◎ 但馬高校新 ○ 大会新 △ 大会タイ 平成２６年５月１０日（土）・１１日（日）
参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
人数 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属

12.8 小西    陽(3) 12.8 丸本  佳苗(2) 13.0 橘    柚衣(3) 13.1 石津  七海(3) 13.2 緒方  郁英(2) 13.5 中島  知香(2) 13.6 吉津友香子(1) 13.7 仲川  愛美(2)
1379.0 （香　　住） 931.0 （豊　　岡） 667.0 （日　　高） 1378.0 （香　　住） 671.0 （日　　高） 1151.0 （近大豊岡） 1392.0 （香　　住） 1079.0 （豊岡総合）
27.8 小西    陽(3) 28.4 緒方  郁英(2) 28.6 石田    洋(3) 28.6 石津  七海(3) 29.3 仲川  愛美(2) 30.0 中瀨  優子(2) 30.4 橋本  碧依(3) 33.7 坪内明日香(1)

1379.0 （香　　住） 671.0 （日　　高） 921.0 （豊　　岡） 1378.0 （香　　住） 1079.0 （豊岡総合） 929.0 （豊　　岡） 924.0 （豊　　岡） 1391.0 （香　　住）
1.07.0 石田    洋(3) 1.08.0 橋本  碧依(3) 1.09.2 岡﨑  瑞紀(2) 1.09.9 坪内明日香(1) 1.12.3 川田  宏美(2) 1.12.8 橋本  優奈(1) 1.12.8 三方  佳絵(2) 1.14.0 古林つぐみ(3)
921.0 （豊　　岡） 924.0 （豊　　岡） 930.0 （豊　　岡） 1391.0 （香　　住） 1386.0 （香　　住） 396.0 （八　　鹿） 395.0 （八　　鹿） 668.0 （日　　高）
2.33.5 朝日  佳奈(3) 2.34.3 池田  茉央(3) 2.35.8 原    彩夏(3) 2.42.3 樋本  小春(1) 2.46.5 味元  亜美(1) 2.48.2 川田  宏美(2) 2.50.3 西村  美紅(2) 2.55.8 豊田  尋子(3)
388 （八　　鹿） 391 （八　　鹿） 387 （八　　鹿） 943 （豊　　岡） 1083 （豊岡総合） 1386 （香　　住） 1491 （浜　　坂） 919 （豊　　岡）

5.07.5 朝日  佳奈(3) 5.08.5 池田  茉央(3) 5.11.3 原    彩夏(3) 5.27.4 樋本  小春(1) 5.32.2 味元  亜美(1) 5.39.3 豊田  尋子(3) 5.40.2 田村  優衣(2) 5.46.9 宮垣  早希(2)
388.0 （八　　鹿） 391.0 （八　　鹿） 387.0 （八　　鹿） 943.0 （豊　　岡） 1083.0 （豊岡総合） 919.0 （豊　　岡） 172.0 （生　　野） 1081.0 （豊岡総合）
10.42.9 朝日  佳奈(3) 10.50.2 池田  茉央(3) 11.26.4 原    彩夏(3) 12.15.1 豊田  尋子(3) 12.20.4 宮垣  早希(2) 12.47.9 小林利沙子(3)

388 （八　　鹿） 391 （八　　鹿） 387 （八　　鹿） 919 （豊　　岡） 1081 （豊岡総合） 922 （豊　　岡）
14.8 丸本  佳苗(2) 18.1 上倉    希(3) 18.2 中瀨  優子(2) 19.0 吉竹菜々美(3)
931 （豊　　岡） 923 （豊　　岡） 929 （豊　　岡） 1076 （豊岡総合）

1.12.1 丸本  佳苗(2) 1.16.1 上倉    希(3) 1.22.0 中瀨  優子(2) 1.23.2 橋本  優奈(1) 1.26.7 吉竹菜々美(3)
931 （豊　　岡） 923 （豊　　岡） 929 （豊　　岡） 396 （八　　鹿） 1076 （豊岡総合）

30.13.7 小林利沙子(3) 44.45.5 小西  萌子(1) 51.46.5 酒井  菜摘(1)
922 （豊　　岡） 397 （八　　鹿） 398 （八　　鹿）

石田    洋(3) 石津  七海(3) 緒方  郁英(2) 中島  知香(2) 吉竹菜々美(3) 松永明日香(3)
53.5 丸本  佳苗(2) 53.6 坪内明日香(1) 56.6 橘    柚衣(3) 57.8 尾畑佳奈子(3) 58.1 仲川  愛美(2) 1.01.4 三谷百合子(2)

（豊　　岡） 井上  寧寧(2) （香　　住） 吉津友香子(1) （日　　高） 古林つぐみ(3) （近大豊岡） 小畑  志穂(3) （豊岡総合） 大森  康那(2) （出　　石） 浅田    香(3)
上倉    希(3) 小西    陽(3) 岡本    澪(2) 中路  慧香(3) 藤原  柚穂(3) 中山  千鶴(2)
岡﨑  瑞紀(2) 橋本  優奈(1) 中島  知香(2) 石津  七海(3) 仲川  愛美(2)

4.32.4 丸本  佳苗(2) 4.36.7 朝日  佳奈(3) 4.51.8 中路  慧香(3) 4.55.2 小西    陽(3) 5.01.8 藤原  柚穂(3)
（豊　　岡） 石田    洋(3) （八　　鹿） 原    彩夏(3) （近大豊岡） 小畑  志穂(3) （香　　住） 坪内明日香(1) （豊岡総合） 吉竹菜々美(3)

橋本  碧依(3) 池田  茉央(3) 尾畑佳奈子(3) 川田  宏美(2) 味元  亜美(1)
1m50 出口紀和子(2) 1m45 岡﨑  瑞紀(2) 1m35 百合  彩月(1) 1m30 藤本  菜緒(2) 1m30 大西    奏(1) 1m25 中山  千鶴(2) 1m25 中路  慧香(3) 1m20 三谷百合子(2)
928 （豊　　岡） 930.0 （豊　　岡） 937.0 （豊　　岡） 394.0 （八　　鹿） 1393.0 （香　　住） 781.0 （出　　石） 1150.0 （近大豊岡） 780.0 （出　　石）

5m07 石田    洋(3) 4m82 井上  寧寧(2) 4m47 中島  知香(2) 4m44 長井  柚佳(1) 4m36 藤本  菜緒(2) 4m26 橘    柚衣(3) 4m20 吉津友香子(1) 4m18 廣岡  夏実(1)
（風力） -1.8 （豊　　岡） -0.9 （豊　　岡） +1.1 （近大豊岡） -2.1 （生　　野） +1.6 （八　　鹿） -2.1 （日　　高） -0.7 （香　　住） -0.8 （日　　高）

9m11 尾畑佳奈子(3) 8m94 大封  希林(3) 8m74 岡本    澪(2) 8m39 上杉  佳那(1) 8m37 小畑  志穂(3) 7m92 原野  唯華(2) 7m88 大森  康那(2) 7m45 浅田    香(3)
1148 （近大豊岡） 390 （八　　鹿） 672 （日　　高） 791 （出　　石） 1149 （近大豊岡） 1387 （香　　住） 1077 （豊岡総合） 776 （出　　石）
31m54 大封  希林(3) 29m18 上杉  佳那(1) 29m16 原田  夏帆(3) 26m47 岡本    澪(2) 25m75 大森  康那(2) 23m81 尾畑佳奈子(3) 23m39 山本  早紀(3) 21m78 三方  佳絵(2)
390 （八　　鹿） 791 （出　　石） 917 （豊　　岡） 672 （日　　高） 1077 （豊岡総合） 1148 （近大豊岡） 1487 （浜　　坂） 395 （八　　鹿）

29m11 中路  慧香(3) 29m02 浅田    香(3) 27m46 井上  寧寧(2) 26m89 原田  夏帆(3) 26m43 岡本    澪(2) 25m22 小畑  志穂(3) 24m52 大森  康那(2) 22m78 脇本  理子(1)
1150 （近大豊岡） 776 （出　　石） 927 （豊　　岡） 917 （豊　　岡） 672 （日　　高） 1149 （近大豊岡） 1077 （豊岡総合） 1394 （香　　住）

2418点 出口紀和子(2) 2296点 木築  友里(2)
928.0 （豊　　岡） 932.0 （豊　　岡）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 主　催：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部

132点 豊　岡 79点 八　鹿 35点 香　住 28点 近大豊岡 25点 日　高 19点 豊岡総合 　　　　　豊岡市陸上競技協会

84点 豊　岡 63点 八　鹿 32点 香　住 17点 豊岡総合 15点 日　高 8点 近大豊岡

37点 豊　岡 20点 近大豊岡 16点 八　鹿 14点 出　石 10点 日　高 3点 生　野 主　管：兵庫県高等学校体育連盟但馬支部陸上競技部

１日目 天候 気温（℃） 風向・風速(m/s) 湿度（％） ２日目 天候 気温（℃） 風向・風速(m/s) 湿度（％） 後　援：神戸新聞社・サンTV・ラジオ関西

開始時 晴れ 19.0 北　　 2.8 41 開始時 晴れ 20.0 北北東 1.2 42

10:00 晴れ 19.0 北　　 2.8 41 10:00 晴れ 20.0 北北東 1.4 41

11:00 晴れ 19.0 北東　 2.5 41 11:00 晴れ 25.0 西　　 0.9 36

12:00 晴れ 21.0 北北東 2.4 40 12:00 晴れ 27.0 西　　 3.9 34 総　　務： 岡　田　厚　志
13:00 晴れ 22.0 北　　 2.5 36 13:00 晴れ 29.0 南西　 2.1 31

14:00 晴れ 23.0 北東　 2.7 32 14:00 晴れ 30.0 南西　 4.0 29 審 判 長： 宮　下　　淳
15:00 晴れ 23.0 北　　 2.9 31 15:00 晴れ 30.0 南西　 3.2 29

終了時 晴れ 23.0 北　　 2.9 31 終了時 晴れ 30.0 南西　 3.2 29 記録主任： 岸　本　久美子
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女子　フィールドの部

女子　最優秀選手 朝日  佳奈（八　　鹿）
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