
平成27年度平成27年度平成27年度平成27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27年4月11日平成27年4月11日平成27年4月11日平成27年4月11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：15282304）：15282304）：15282304）：15282304） 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(3) 12.86 吉津友香子(2) 13.15 上谷  優花(2) 13.25 中島  知香(3) 13.35 中瀨  優子(3) 13.65 井上  寧寧(3) 13.68 大西    奏(2) 13.84 井口佳奈美(3) 13.85
豊岡 +5.2 香住 +5.2 豊岡 +6.6 近大豊岡 +6.6 豊岡 +6.6 豊岡 +6.6 香住 +1.6 八鹿 +1.6
吉岡  実華(2) 29.08 山根  光結(2) 29.32
近大豊岡 +3.5 豊岡 +2.7
坪内明日香(2)  1:04.18 上谷  優花(2)  1:05.82 岡﨑  瑞紀(3)  1:07.73 川田  宏美(3)  1:11.11 小西  芹奈(2)  1:11.80 本田  美波(2)  1:12.58
香住 豊岡 豊岡 香住 豊岡 豊岡
三谷百合子(3)  2:41.71 政木　貫奈(2)  2:44.60 西村  美紅(3)  2:45.04 田村  優衣(3)  2:46.92 小山麻依子(2)  3:00.16
出石 浜坂 浜坂 生野 出石
酒井  菜摘(2)  5:34.31 小山麻依子(2)  6:13.36 三木  葉月(2)  6:16.46
八鹿 出石 豊岡
味元  亜美(2) 11:34.39 磯    彩理(2) 11:56.32 宮垣  早希(3) 12:07.16 酒井  菜摘(2) 12:38.56 三木  葉月(2) 13:39.80
豊岡総合 八鹿 豊岡総合 八鹿 豊岡

１００ｍＨ 丸本  佳苗(3) 14.64 中瀨  優子(3) 17.26 尾畑日菜子(2) 19.70
豊岡 +3.1 豊岡 +4.9 豊岡 +4.9

４００ｍＨ 橋本  優奈(2)  1:19.46
八鹿

豊岡 52.66 香住 53.42 近大豊岡 55.66
   上谷  優花(2)    吉津友香子(2)    吉岡  実華(2)
   丸本  佳苗(3)    原野  唯華(3)    多田  陽香(2)
   中瀨  優子(3)    大西    奏(2)    大友  美奈(2)
   井上  寧寧(3)    坪内明日香(2)    中島  知香(3)
豊岡  4:23.63 香住  4:42.18 八鹿  4:49.07
   岡﨑  瑞紀(3)    川田  宏美(3)    橋本  優奈(2)
   上谷  優花(2)    原野  唯華(3)    井口佳奈美(3)
   中瀨  優子(3)    坪内明日香(2)    磯    彩理(2)
   丸本  佳苗(3)    大西    奏(2)    酒井  菜摘(2)
百合  彩月(2) 1m50 岡﨑  瑞紀(3) 1m40 出口紀和子(3) 1m40 3位:山根  光結(2) 1m40
豊岡 豊岡 豊岡 豊岡
井上  寧寧(3)   5m07 中島  知香(3)   4m69 井口佳奈美(3)   4m52 木築  友里(3)   4m33 長井  柚佳(2)   4m31 大木本実香(2)   4m29 出口紀和子(3)   4m22 中山  千鶴(3)   4m21
豊岡 +4.4 近大豊岡 +3.7 八鹿 +3.1 豊岡 +1.8 生野 +1.9 豊岡 +2.5 豊岡 +3.5 出石 +0.5

三段跳

砲丸投 上杉  佳那(2)   8m39 田島    彩(2)   6m41 大橋麻奈美(2)   6m34 多田  陽香(2)   5m67
出石 生野 出石 近大豊岡

円盤投 岡本    澪(3)  27m82 大森  康那(3)  24m48 上杉  佳那(2)  23m00 大西    奏(2)  22m73 河本  彩香(2)  21m87 大友  美奈(2)  19m79 大橋麻奈美(2)  18m18 小西みなみ(2)  17m56
日高 豊岡総合 出石 香住 豊岡 近大豊岡 出石 豊岡

ハンマー投

やり投 宮下こはる(2)  32m61 脇本  理子(2)  27m95 岡本    澪(3)  27m83 木築  友里(3)  23m10 小西  芹奈(2)  17m87 河本  彩香(2)  17m80 本田  美波(2)  17m59 大友  美奈(2)  13m10
出石 香住 日高 豊岡 豊岡 豊岡 豊岡 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) 曇り 15℃ 北西・2.0m 73% 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) 曇り 15℃ 北東・1.6m 68% 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) 曇り 16℃ 北東・2.8m 64% 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 曇り 17℃ 北東・3.0m 56% 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) 曇り 19℃ 北東・3.5m 59% 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) 曇り 18℃ 北東・3.5m 44% フィールドフィールドフィールドフィールド審判長審判長審判長審判長：：：： 奥道奥道奥道奥道　　　　利浩利浩利浩利浩 印

(15:00) 曇り 18℃ 北東・3.1m 40%

(16:00) 曇り 18℃ 北東・3.4m 36%

(17:00) 曇り 17℃ 北東・3.8m 26%
競技終了時
(17:45) 曇り 16℃ 北北西・3.9m 36%
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