
平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度　　　　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場)兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場)兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場)兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 平成26年4月12日平成26年4月12日平成26年4月12日平成26年4月12日（（（（土土土土））））

　　　　成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表 （（（（大会大会大会大会コードコードコードコード：14282304）：14282304）：14282304）：14282304） 姫路市陸上競技場姫路市陸上競技場姫路市陸上競技場姫路市陸上競技場（（（（競技場競技場競技場競技場コードコードコードコード：281030）：281030）：281030）：281030）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

丸本　佳苗(2) 13.41 橘　　柚衣(2) 13.59 石津　七海(3) 13.75 緒方　郁英(1) 13.84 仲川　愛美(2) 14.04 中瀨　優子(2) 14.16 井上　寧寧(2) 14.22 岡﨑　瑞紀(2) 14.59
豊岡 -2.1 日高 -2.1 香住 -2.1 日高 -2.1 豊岡総合 -2.3 豊岡 -0.1 豊岡 -2.1 豊岡 -2.3
石津　七海(3) 28.30 仲川　愛美(2) 28.67 三谷百合子(2) 31.05 松永明日香(3) 33.54
香住 -2.5 豊岡総合 -2.1 出石 -2.7 出石 -2.7
橋本　碧依(3)  1:08.31 川田　宏美(2)  1:09.85 三方　佳絵(2)  1:11.84 古林つぐみ(2)  1:12.16
豊岡 香住 八鹿 日高
西村　みく(2)  2:49.45
浜坂
朝日　佳奈(3)  4:56.90 池田　茉央(3)  5:03.73 原　　彩夏(3)  5:07.00 田村　優衣(2)  5:58.73 宮垣　早希(2)  6:14.83 竹内陽菜乃(3)  6:37.06
八鹿 八鹿 八鹿 生野 豊岡総合 生野
朝日　佳奈(3) 10:34.24 池田　茉央(3) 10:41.00
八鹿 八鹿

１００ｍＨ 丸本　佳苗(2) 15.52 上倉　　希(3) 18.08 中瀨　優子(2) 18.14 緒方　郁英(1) 19.76
(0.840m) 豊岡 -3.6 豊岡 -1.7 豊岡 -1.7 日高 -1.7

４００ｍＨ

(0.762m)

小林利沙子(3) 29:46.65
豊岡
豊岡 52.50 日高 55.42
   石田　　洋(3)    緒方　郁英(1)
   丸本　佳苗(2)    橘　　柚衣(2)
   井上　寧寧(2)    古林つぐみ(2)
   上倉　　希(3)    岡本　　澪(1)
豊岡  4:37.70
   岡﨑　瑞紀(2)
   丸本　佳苗(2)
   中瀨　優子(2)
   橋本　碧依(3)
岡﨑　瑞紀(2) 1m40 同順:出口紀和子(2) 1m40
豊岡 豊岡
井上　寧寧(2)   5m15 橘　　柚衣(2)   5m10 石田　　洋(3)   5m09 出口紀和子(2)   4m68 中島　知香(2)   4m32 藤本　菜緒(2)   4m32 中山　千鶴(2)   3m99
豊岡 +1.7 日高 +3.2 豊岡 +2.8 豊岡 1.8 近大豊岡 1.6 八鹿 1.4 出石 2.6

砲丸投 尾畑佳奈子(3)   8m98 小畑　志穂(3)   7m79 藤原　柚穂(3)   6m23
(4.000kg) 近大豊岡 近大豊岡 豊岡総合
円盤投 大封　希林(3)  27m35 原田　夏帆(3)  23m53 大森　康那(2)  23m35 岡本　　澪(1)  21m62 三方　佳絵(2)  17m95 浅田　　香(3)  17m72

(1.000kg) 八鹿 豊岡 豊岡総合 日高 八鹿 出石
やり投 浅田　　香(3)  28m17 中路　慧香(3)  26m83

(0.600kg) 出石 近大豊岡

気象状況
天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時
(09:00) 晴れ 14.5℃ 南東・1.1m 37% 主  催主  催主  催主  催：：：：姫路市陸上競技協会姫路市陸上競技協会姫路市陸上競技協会姫路市陸上競技協会
(10:00) 晴れ 16.5℃ 東・2.4m 38% 主主主主　　　　管管管管：：：：兵庫県高等学校体育連盟西播支部兵庫県高等学校体育連盟西播支部兵庫県高等学校体育連盟西播支部兵庫県高等学校体育連盟西播支部　　　　但馬支部但馬支部但馬支部但馬支部 総総総総　　　   　　　   　　　   　　　   務務務務：：：： 肥塚肥塚肥塚肥塚　　　　直樹直樹直樹直樹 印

(11:00) 晴れ 18.0℃ 北・0.9m 28% 後後後後　　　　援援援援：：：：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・・・・神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社・・・・姫路市教育委員会姫路市教育委員会姫路市教育委員会姫路市教育委員会 総総総総　　　   　　　   　　　   　　　   務務務務：：：： 岡田岡田岡田岡田　　　　厚志厚志厚志厚志 印

正午時 晴れ 18.0℃ 北東・1.9m 36% 記記記記            録録録録        主主主主        任任任任：：：： 敏森敏森敏森敏森　　　　勝也勝也勝也勝也 印

(13:00) 晴れ 18.0℃ 北・1.5m 28% 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：：：： 西脇西脇西脇西脇　　　　泰司泰司泰司泰司 印

(14:00) 晴れ 18.0℃ 南・3.1m 28% 跳 躍 審 判 長跳 躍 審 判 長跳 躍 審 判 長跳 躍 審 判 長：：：： 奥道奥道奥道奥道　　　　利浩利浩利浩利浩 印

(15:00) 曇り 17.5℃ 南・2.9m 26%

(16:00) 曇り 17.5℃ 南・2.4m 26%
競技終了時
(16:55) 0 0.0 0 0%

ト

ラ

ッ

ク

16 12日 １００ｍ

6 12日 ２００ｍ

4 12日 ４００ｍ

2 12日 ８００ｍ

6 12日 １５００ｍ

4 12日 ３０００ｍ

5 12日

0 12日

1 12日 ５０００ｍＷ

5 12日 ４×１００ｍ

2 12日 ４×４００ｍ

フ

ィ

ー

ル

ド

2 12日 走高跳

7 12日 走幅跳

4 12日

12日
(土)

7 12日

2 12日

女女女女 子子子子


