
第65回  兵庫県高等学校ユース陸上競技選手権大会　但馬地区予選会 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場(284170)

【 １年：女子 】 （大会コード：14281514） ◎ 但馬高校新 ○ 大会新 平成２６年７月１９日（土）・２０
参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７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

14.0 吉津友香子(1) 14.2 上谷  優花(1) 14.7 小山穂乃佳(1) 15.0 廣岡  夏実(1) 15.0 長井  柚佳(1) 15.2 山根  光結(1) 15.4 吉岡  実華(1) 15.8

1392.0 （香　　住） 933.0 （豊　　岡） 1084.0 （豊岡総合） 677.0 （日　　高） 174.0 （生　　野） 935.0 （豊　　岡） 1155.0 （近大豊岡） 789.0

29.4 上谷  優花(1) 30.6 吉岡  実華(1) 30.9 小山穂乃佳(1) 32.8 西村  美花(1) 33.0 大木本実香(1)

933.0 （豊　　岡） 1155.0 （近大豊岡） 1084.0 （豊岡総合） 789.0 （出　　石） 941.0 （豊　　岡）

1.11.5 橋本  優奈(1) 1.13.7 酒井  菜摘(1) 1.14.9 本田  美波(1) 1.16.1 小西  芹奈(1) 1.18.8 大友  美奈(1) 1.20.2 小山麻依子(1) 1.21.7 井添  明希(1)

396.0 （八　　鹿） 398.0 （八　　鹿） 940.0 （豊　　岡） 939.0 （豊　　岡） 1156.0 （近大豊岡） 788.0 （出　　石） 1154.0 （近大豊岡）

2.38.0 小西  萌子(1) 2.38.9 樋本  小春(1) 2.49.9 酒井  菜摘(1) 3.08.0 小山麻依子(1) 3.13.9 藤原耶々子(1)

397 （八　　鹿） 943 （豊　　岡） 398 （八　　鹿） 788 （出　　石） 290 （和 田 山）

5.21.2 味元  亜美(1) 5.26.4 樋本  小春(1) 5.33.3 小西  萌子(1) 5.39.5 磯    彩理(1) 6.06.6 三木  葉月(1)

1083.0 （豊岡総合） 943.0 （豊　　岡） 397.0 （八　　鹿） 399.0 （八　　鹿） 942.0 （豊　　岡）

11.42.2 味元  亜美(1) 12.07.7 磯    彩理(1) 12.58.5 三木  葉月(1)

1083 （豊岡総合） 399 （八　　鹿） 942 （豊　　岡）

19.8 尾畑日菜子(1)

938 （豊　　岡）

1.23.6 橋本  優奈(1)

396 （八　　鹿）

中瀨  優子(2) 川田  宏美(2) 吉岡  実華(1) 小山穂乃佳(1) 西村  美花(1)

55.8 出口紀和子(2) 58.4 大西    奏(1) 58.6 多田  陽香(1) 59.0 仲川  愛美(2) 59.6 三谷百合子(2)

（豊　　岡） 井上  寧寧(2) （香　　住） 吉津友香子(1) （近大豊岡） 大友  美奈(1) （豊岡総合） 大森  康那(2) （出　　石） 宮下こはる(1)

上谷  優花(1) 脇本  理子(1) 中島  知香(2) 味元  亜美(1) 中山  千鶴(2)

中瀨  優子(2) 橋本  優奈(1) 仲川  愛美(2) 西村  美花(1)

4.41.5 樋本  小春(1) 4.44.7 小西  萌子(1) 4.57.1 小山穂乃佳(1) 5.10.7 三谷百合子(2)

（豊　　岡） 出口紀和子(2) （八　　鹿） 磯    彩理(1) （豊岡総合） 宮垣  早希(2) （出　　石） 小山麻依子(1)

丸本  佳苗(2) 酒井  菜摘(1) 味元  亜美(1) 中山  千鶴(2)

1m40 百合  彩月(1) 1m25 大西    奏(1) 1m25（2位） 山根  光結(1) 1m15 石原  亜衣(1)

937 （豊　　岡） 1393.0 （香　　住） 935.0 （豊　　岡） 301.0 （八　　鹿）

4m42 吉津友香子(1) 4m38 廣岡  夏実(1) 4m35 長井  柚佳(1) 4m14 大木本実香(1) 4m03 百合  彩月(1) 3m94 石原  亜衣(1) 3m64 宮下こはる(1) 3m59

（風力） -0.3 （香　　住） -1.6 （日　　高） -2.0 （生　　野） -0.5 （豊　　岡） -0.7 （豊　　岡） -0.7 （八　　鹿） -1.7 （出　　石） -1.1

8m71 上杉  佳那(1) 7m23 大橋麻奈美(1) 6m87 河本  彩香(1) 5m65 多田  陽香(1) 4m69 小西みなみ(1)

791 （出　　石） 790 （出　　石） 934 （豊　　岡） 1153 （近大豊岡） 936 （豊　　岡）

30m29 上杉  佳那(1) 23m48 大西    奏(1) 23m05 河本  彩香(1) 19m37 大橋麻奈美(1) 16m16 脇本  理子(1) 15m21 小西みなみ(1)

791 （出　　石） 1393 （香　　住） 934 （豊　　岡） 790 （出　　石） 1394 （香　　住） 936 （豊　　岡）

25m81 脇本  理子(1) 20m85 本田  美波(1) 20m58 宮下こはる(1) 16m16 大友  美奈(1) 15m42 小西  芹奈(1) 15m40 井添  明希(1)

1394 （香　　住） 940 （豊　　岡） 792 （出　　石） 1156 （近大豊岡） 939 （豊　　岡） 1154 （近大豊岡）

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（％） 総　　務：岡　田　厚　志
開始時 晴れ 31.0 南西　　0.6 72 開始時 曇り 29.0 西　　　0.4 78 審 判 長：宮　下　　淳
10:00 晴れ 31.0 南西　　0.6 72 10:00 曇り 29.0 西　　　0.4 78 記録主任：岸　本　久美子
11:00 晴れ 32.0 北　　　0.5 66 11:00 晴れ 30.0 北東　　2.5 72
12:00 曇り 32.0 北　　　0.9 66 12:00 晴れ 32.0 北東　　2.6 66 主　催：兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
13:00 晴れ 33.0 北東　　2.4 67 13:00 晴れ 32.0 北東　　2.2 61 　　　　　豊岡市陸上競技協会
14:00 晴れ 32.0 東　　　2.6 73 14:00 晴れ 33.0 北東　　2.9 56 主　管：兵庫県高等学校体育連盟但馬支部陸上競技部
15:00 15:00 後　援：神戸新聞社

終了時 晴れ 32.0 東　　　2.6 73 終了時 晴れ 33.0 北東　　3.2 56

種目 風力

100m 12 -3.4

月日

7/19

200m 7 -3.0

400m 8

7/20

7/19

800m 5

1500m 5

7/20

7/19

3000m 3

100mH 1 +2.1

7/20

7/19

400mH 1

5000mＷ 0

7/20

7/19

7/20

4×100m 6

4×400m 5

7/19

7/20

7/19

7/19

7/20

走高跳 4

走幅跳 9

砲丸投 4

円盤投 6

やり投 4



陸上競技場(284170)

・２０日（日）
８位

氏名・所属

西村  美花(1)

（出　　石）

吉田  阿由(1)

（浜　　坂）

兵庫県高等学校体育連盟但馬支部

兵庫県高等学校体育連盟但馬支部陸上競技部


