
平成26年8月20日(水)･21日(木)･22日(金)
成績一覧表 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281050)

月 参加

日 人数

瀬戸浦佑奈(2) 12.50 鈴木タリネ(2) 12.55 山本  奈穂(2) 12.81 張      藝(2) 12.88 越智  円香(2) 13.03 近藤  椎菜(2) 13.05 戸部  友理(2) 13.10 平下  恭子(2) 13.27

滝川第二 柏原 長田 園田 北須磨 津名 姫路西 明石商

上月  美裕(2) 25.50 瀬戸浦佑奈(2) 25.55 鈴木タリネ(2) 25.74 朝生  千裕(2) 25.98 山本  奈穂(2) 26.05 杉浦  真弥(2) 26.20 越智  円香(2) 26.61 久野  萌美(2) 26.65

須磨東 滝川第二 柏原 御影 長田 夙川 北須磨 龍野

髙田  千晶(2) 57.89 杉浦  真弥(2) 58.67 上月  美裕(2) 58.80 安井  有希(2) 59.42 西田  京未(2) 59.85 下屏  桐香(2)  1:00.26 寺川    楓(2)  1:00.85 朝生  千裕(2)  1:01.21

姫路商 夙川 須磨東 園田 北摂三田 夙川 三田 御影

大原  祥子(2)  2:14.97 奥川  愛羅(2)  2:15.15 野々口明希(2)  2:16.67 田中  菜々(2)  2:17.25 山本  菜月(2)  2:19.16 櫻井  千佳(2)  2:19.28 戸田真由香(2)  2:20.70 落海あすか(2)  2:21.53

東播磨 須磨学園 明石南 須磨友が丘 西脇工 県農 西脇工 加古川西

奥川  愛羅(2)  4:35.12 山川  小春(2)  4:35.61 田中  菜々(2)  4:37.99 浜田    葵(2)  4:39.73 髙谷  愛奈(2)  4:45.07 戸田真由香(2)  4:45.25 小西  眞子(2)  4:46.38 佐藤  海希(2)  4:47.30

須磨学園 西脇工 須磨友が丘 加古川東 須磨友が丘 西脇工 姫路商 須磨学園

山川  小春(2)  9:53.51 新立  啓乃(2)  9:55.22 村上  智美(2)  9:55.90 小西  眞子(2) 10:04.85 髙谷  愛奈(2) 10:05.11 巽    優希(2) 10:05.99 浜田    葵(2) 10:08.85 森本  千優(2) 10:16.82

西脇工 須磨学園 西脇工 姫路商 須磨友が丘 須磨学園 加古川東 姫路商

１００ｍＨ 丸本  佳苗(2) 14.60 松尾  侑季(2) 14.84 松田  彩佳(2) 14.88 江川  可蓮(2) 15.17 髙島佳乃子(2) 15.17 西岡わかさ(2) 15.60 丸市佳乃子(2) 15.65 上田  瑞希(2) 15.95

(0.840m) 豊岡 姫路西 滝川第二 姫路商 尼崎稲園 芦屋 東播磨 加古川東

４００ｍＨ 松田  彩佳(2)  1:03.88 山中    雅(2)  1:04.58 小澤ほのか(2)  1:05.63 刀谷  優花(2)  1:05.68 播磨  沙来(2)  1:08.33 永井  佑花(2)  1:09.07 中塚  瑞希(2)  1:09.26 則枝  由姫(2)  1:09.43

(0.762m) 滝川第二 有馬 神戸龍谷 兵庫 園田 須磨東 姫路東 山手

上田  菜花(2) 24:54.63 小澤さきは(2) 25:15.61 西村  早織(2) 26:47.03 畠    生吹(2) 27:12.30 西川佳奈美(2) 28:49.04 片平  千晴(2) 29:15.30 向井  里於(2) 29:40.14 波戸崎里菜(2) 29:49.70

市尼崎 NGR 川西緑台 NGR 西脇工 県西宮 西脇工 篠山鳳鳴 須磨友が丘 県西宮

荒木  志帆(2) 1m69 中村  優女(2) 1m66 中村  美歩(2) 1m60 松尾美早紀(2) 1m60 中島  和泉(2) 1m55 池尻  芽生(2) 1m55 7位:上岡  夏実(2) 1m50 7位:松尾  侑季(2) 1m50

明石商 滝川第二 県伊丹 姫路西 淡路三原 北摂三田 日ノ本 姫路西

市川  華愛(2)   5m68 近藤    茜(2)   5m55 平田  瑞希(2)   5m47 山岡  真緒(2)   5m40 丸市佳乃子(2)   5m35 坂本  莉奈(2)   5m32 臼井ちはる(2)   5m29 松平みなみ(2)   5m27

姫路商 +0.6 夙川 +1.0 姫路東 +2.0 龍野 +1.9 東播磨 +3.1 神戸 +1.4 須磨東 +1.3 明石商 +4.1

砲 丸 投 川口  叙樹(2)  11m71 高尾  藍莉(2)  11m36 社本  夢月(2)  11m02 谷      靖(2)   9m83 疋田早弥香(2)   9m73 桑田つみき(2)   9m40 清水南実保(2)   8m98 小林世梨奈(2)   8m65

(4.000kg) 市尼崎 夙川 姫路南 市尼崎 西宮今津 洲本 武庫荘総合 高砂

円 盤 投 谷      靖(2)  40m02 桑田つみき(2)  35m80 川口  叙樹(2)  33m66 玉垣    歩(2)  30m95 清水南実保(2)  30m76 野崎  友加(2)  28m65 社本  夢月(2)  28m46 上野  瑞穂(2)  27m91

(1.000kg) 市尼崎 洲本 市尼崎 高砂 武庫荘総合 舞子 姫路南 明石西

や り 投 岡村  亜彩(2)  42m62 上野  瑞穂(2)  39m90 福貴  央渚(2)  39m25 村岡かすみ(2)  36m99 大村    洸(2)  36m50 廣澤  舞緒(2)  36m10 吉見    唯(2)  36m03 塚田  真帆(2)  31m58

(0.600kg) 三田祥雲館 明石西 飾磨 小野工 洲本 神戸科技 淡路三原 小野

夙    川 48.19 滝川第二 48.93 洲    本 49.54 園    田 49.88 長    田 49.99 姫 路 西 50.05 神戸龍谷 50.61 明石城西 50.88

   馬場  瑞希(1)    北川    穣(2)    川﨑  千穂(1)    中村  玲南(1)    今関奈々子(2)    今城志緒理(2)    下村  佳純(1)    弘津  優奈(1)

   横田  華恋(1)    瀬戸浦佑奈(2)    横山  加奈(1)    河下  莉子(1)    眞鍋  明子(2)    松尾  侑季(2)    小澤ほのか(2)    池田    怜(1)

   藤原  沙耶(1)    松田  彩佳(2)    増井  千恵(2)    東仲まどか(2)    山内    舞(2)    前田  早紀(2)    竹内  玲菜(1)    森    美優(2)

   津山    葵(1)    岸本  若奈(1)    池上ひなの(2)    張      藝(2)    山本  奈穂(2)    戸部  友理(2)    大橋  貴子(2)    江間千沙都(1)

夙    川  3:53.40 北摂三田  3:56.34 姫 路 商  3:56.62 滝川第二  4:01.11 園    田  4:02.54 兵    庫  4:03.33 長    田  4:03.49 県 西 宮  4:09.40

   横田  華恋(1)    池尻  芽生(2)    清水  紗貴(2)    北川    穣(2)    栗谷  瑞希(1)    渡辺  千遥(2)    切原  万葉(1)    太田梨々奈(1)

   津山    葵(1)    山下  華奈(2)    春本  杏莉(1)    松田  彩佳(2)    播磨  沙来(2)    大谷  亜実(2)    山本  奈穂(2)    五十嵐有沙(1)

   下屏  桐香(2)    安田笑美子(2)    髙田  千晶(2)    小山  春香(1)    東仲まどか(2)    米村  京子(1)    小林  育穂(2)    井上  美季(1)

   杉浦  真弥(2)    西田  京未(2)    市川  華愛(2)    瀬戸浦佑奈(2)    安井  有希(2)    刀谷  優花(2)    山内    舞(2)    森口  愛子(1)

夙川 113点 滝川第二 92.5点 姫路商 86点 西脇工 72点 市尼崎 62点 須磨学園 55点 園田 55点 県西宮 41点

夙川 70点 姫路商 51点 滝川第二 44.5点 県西宮 34点 園田 32点 西脇工 32点 須磨学園 29点 市尼崎 27点

西脇工 40点 滝川第二 36点 市尼崎 35点 姫路商 29点 夙川 27点 須磨学園 26点 須磨友が丘 21点 須磨東 19点

総　　　 務： 河 崎　哲 生 印

131校 NGR:大会新記録 为  催：兵庫県高等学校体育連盟 为  管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記  録 主 任： 藤 田　和 洋 印

534名 　　　　兵庫陸上競技協会 後　援：神戸新聞社 ﾄﾗｯｸ審判長： 榎 本　隆 夫 印

※ 気象状況は1年女子の欄に記載 跳躍審判長： 清 水  秀 章 印

投てき審判長： 宮 永　正 俊 印
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