
第70回　西播高等学校陸上競技対校選手権大会 平成29年5月13日(土)･14日(日)
               兼 第70回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会西播地区予選会

　成績一覧表 （大会コード：17282004） ウィンク陸上競技場(姫路市立陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 長濵奈々美(2) 12.61 中野　菜乃(1) 12.75 上田　琴乃(3) 12.79 立岩　杏珠(1) 13.06 松本　千咲(2) 13.13 大谷　　遥(3) 13.29 中村　夏子(2) 13.36 坂本帆乃香(2) 13.37

風:-1.5 姫路商 姫路商 香寺 姫路商 姫路南 赤穂 姫路南 上郡

２００ｍ 長濵奈々美(2) 25.42 中野　菜乃(1) 26.16 平野芙佑花(2) 26.34 八木　香音(3) 27.27 中村　夏子(2) 27.49 井上　日奈(2) 27.53 大野　冴子(3) 27.68 大谷　　遥(3) 27.93

風:-2.1 姫路商 姫路商 姫路商 相生 姫路南 太子 赤穂 赤穂

４００ｍ 長濵奈々美(2) 58.10 平野芙佑花(2) 58.19 上田　実和(3) 59.45 大野　冴子(3)  1:00.40 久保亜梨沙(3)  1:00.90 山本　莉子(3)  1:02.68 青山　奈美(3)  1:03.93 岩下　聖華(3)  1:05.46

姫路商 姫路商 姫路商 赤穂 姫路 姫路飾西 龍野 龍野

８００ｍ 乾　  沙羅(3)  2:23.16 清水　里名(3)  2:23.59 久保亜梨沙(3)  2:23.73 恒藤　真実(3)  2:25.40 松井　沙樹(3)  2:25.42 松岡　那築(3)  2:25.71 増田　京子(3)  2:27.93 三柳　成望(3)  2:27.98

姫路東 赤穂 姫路 香寺 賢明 琴丘 龍野 福崎

１５００ｍ 乾　  沙羅(3)  4:46.67 福永　桃菜(3)  4:48.76 清水　里名(3)  4:49.33 田代　実穂(3)  4:49.96 松井　沙樹(3)  4:50.79 久保　未来(3)  4:53.77 橋本さつき(2)  4:58.66 吉川　真優(3)  4:58.67

姫路東 姫路商 赤穂 龍野 賢明 姫路商 龍野 福崎

３０００ｍ 福永　桃菜(3) 10:15.39 田代　実穂(3) 10:23.38 久保　未来(3) 10:25.97 是川　美穂(3) 10:42.99 前田久瑠実(3) 10:44.26 木村　明音(2) 10:52.17 原田　侑依(3) 10:58.89 吉川　真優(3) 11:00.64

姫路商 龍野 姫路商 龍野 姫路商 龍野 姫路 福崎

１００ｍH 柴田アンナ(2) 15.42 上田　琴乃(3) 15.73 竹澤菜美子(2) 17.04 石谷　綾菜(2) 17.07 住本あさひ(3) 17.30 永井　　晶(1) 17.44 奥田　彩加(2) 18.21

風:-1.1 姫路 香寺 姫路南 姫路商 姫路西 姫路商 福崎

４００ｍH 上田　実和(3)  1:03.86 保田紗也香(3)  1:04.38 石谷　綾菜(2)  1:06.14 宍戸　　絢(3)  1:08.87 濵田　柚葉(2)  1:10.54 吉井　加奈(3)  1:12.56 平山　　梓(2)  1:15.47 吉田　安里(3)  1:16.55

姫路商 姫路西 姫路商 姫路商 姫路飾西 姫路東 赤穂 香寺

５０００ｍW 小林　灯里(3) 26:28.95 河津みらい(3) 27:49.74 田渕　采那(3) 30:11.05

姫路商 姫路商 佐用

４×１００ｍ 姫 路 商 48.63 姫 路 西 50.19 香    寺 50.57 姫 路 南 51.25 姫    路 51.37 姫 路 東 51.69 赤    穂 51.81

   平野芙佑花(2)    平岡　美穂(3)    恒藤　真実(3)    竹澤菜美子(2)    小野真依子(2)    吉井　加奈(3)    西本　　悠(1)

   中野　菜乃(1)    保田紗也香(3)    西尾　優花(2)    松本　千咲(2)    中西　夏鈴(3)    位田　怜奈(3)    大谷　　遥(3)

   立岩　杏珠(1)    住本あさひ(3)    吉田　安里(3)    上岡七菜子(3)    久保亜梨沙(3)    安福　麻実(3)    平山　　梓(2)

   長濵奈々美(2)    小栗　珠実(3)    上田　琴乃(3)    苦木さくら(1)    柴田アンナ(2)    玉田　希帆(1)    大野　冴子(3)

４✕４００ｍ 姫 路 商  3:55.79 姫 路 西  4:09.50 姫    路  4:13.95 赤    穂  4:13.97 姫路飾西  4:16.37 姫 路 東  4:19.57 龍    野  4:20.93 賢    明  4:21.74

   上田　実和(3) NGR    住本あさひ(3)    岡田　華奈(2)    大谷　　遥(3)    濵田　柚葉(2)    山下　蒼空(3)    田中　萌夏(2)    松井　沙樹(3)

   平野芙佑花(2)    保田紗也香(3)    柴田アンナ(2)    大野　冴子(3)    山本　莉子(3)    吉井　加奈(3)    青山　奈美(3)    古阪　優衣(1)

   中野　菜乃(1)    平岡　美穂(3)    久保亜梨沙(3)    平山　　梓(2)    井筒　玲海(3)    乾　  沙羅(3)    尾野紗也果(2)    粕谷　智沙(3)

   長濵奈々美(2)    小栗　珠実(3)    中西　夏鈴(3)    清水　里名(3)    髙原梨々華(3)    安福　麻実(3)    岩下　聖華(3)    毛利　雪乃(3)

走高跳 天野　由惟(2) 1m57 小栗　珠実(3) 1m50 宮脇せりあ(3) 1m45 伊藤　理香(2) 1m45 同順:平山　　梓(2) 1m45 上原芙友花(3) 1m45 同順:山村　琴美(1) 1m45 宮脇あやみ(2) 1m45

姫路商 姫路西 姫路 太子 赤穂 太子  ● 姫路商 姫路商

棒高跳 吉井　加奈(3) 3m00 本　陽香莉(2) 2m20 大槻　美優(3) 2m00 井原帆乃香(3) 2m00

姫路東 飾磨 飾磨 琴丘

走幅跳 川上すみれ(3)   5m44 安福　麻実(3)   5m32 高田　桃花(3)   5m32 井筒　玲海(3)   5m29 藤原　朋美(3)   5m28 上原芙友花(3)   5m25 平岡　美穂(3)   5m23 上岡七菜子(3)   4m96

姫路商 +2.5 姫路東 +3.2 姫路商 +2.4 姫路飾西 +2.2 姫路商 +1.7 太子 +1.0 姫路西 +2.6 姫路南 +1.4

三段跳 宮脇あやみ(2)  11m26 安福　麻実(3)  11m16 井筒　玲海(3)  11m13 川上すみれ(3)  10m77 高田　桃花(3)  10m10 上岡七菜子(3)   9m99 日下部千裕(3)   9m54 小野真依子(2)   9m33

姫路商 +3.8 姫路東 +3.3 姫路飾西 +5.2 姫路商 +2.7 姫路商 +2.9 姫路南 +2.7 姫路飾西 +3.4 姫路 +5.0

砲丸投 永井　楓花(2)  12m52 植原　千絢(2)  11m06 嶋田　樹乃(3)  11m04 下田　有里(3)  10m73 谷内　佳那(3)   9m81 北村　莉鈴(1)   9m38 黒田　菜月(1)   8m93 村上　栞奈(3)   8m59
(4.000kg) 姫路商 姫路商 姫路商 太子 姫路工 龍野 太子 太子
円盤投 永井　楓花(2)  39m62 土田　歩季(2)  29m51 小林　美紀(3)  28m70 上田　尚実(2)  28m38 橋本菜々子(1)  26m33 植原　千絢(2)  25m11 眞殿　彩加(2)  24m75 岡本　未来(3)  23m29

(1.000kg) 姫路商 龍野 太子 姫路飾西 姫路商 姫路商 龍野北 播磨

ハンマー投 谷内　佳那(3)  47m60 嶋田　樹乃(3)  45m69 ｴﾊﾟｻｶ  ﾃﾚｻ(2)  44m45 永井　楓花(2)  40m28 村上　栞奈(3)  29m40 黒田　菜月(1)  18m72

(4.000kg) 姫路工 姫路商 姫路商 姫路商 太子 太子

やり投 岩﨑　文香(3)  41m00 進藤　　愛(2)  34m87 瀬戸　杏奈(1)  34m65 大西　藍李(3)  33m78 北　　紗弥(2)  32m20 小椋佳奈穂(2)  31m57 土手　七夏(2)  30m70 山崎　芽依(2)  27m78

(0.600kg) 日ノ本 龍野北 姫路商 姫路工 姫路 赤穂 県立大附 飾磨

上田　七珠(3)  3754 藤中　瑞歩(2)  2990 土手　七夏(2)  2813 柴田　理紗(2)  2658

姫路飾西 龍野 県立大附 相生産

16.41-1m44 18.97-1m38 18.87-1m29 19.31-1m29

8m42-29.00 5m82-29.23 6m07-30.28 5m82-28.89

4m73-30m10 4m21-23m01 4m04-32m85 3m69-22m02

2:38.79 2:37.05 2:53.80 2:45.69

総 合 姫 路 商 254.5点 姫 路 東 47点 龍　　野 46点 姫　　路 41点 赤　　穂 40.5点 姫路飾西 37点 姫 路 西 34点 太　　子 34点

ﾄ ﾗ ｯ ｸ 姫 路 商 148点 赤　　穂 33点 姫　　路 30点 龍　　野 29点 姫 路 東 25点 姫 路 西 25点 香　　寺 25点 姫 路 南 21点

ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 姫 路 商 106.5点 太　　子 31点 姫 路 東 22点 姫路飾西 18点 姫 路 工 17点 飾　　磨 14点 姫　　路 11点 龍　　野 10点

混 成 姫路飾西 8点 龍　　野 7点 県立大附 6点 相 生 産 5点

29校 天候 気温 風向・風速 湿度 天候 気温 風向・風速 湿度 主  催：兵庫県高等学校体育連盟

242名 競技開始時 曇り 19.5℃ 北北東・1.6m/s 86% 競技開始時 晴れ 24.0℃ 南　西・2.0m/s 64% 　　　　兵庫県教育委員会　兵庫陸上競技協会

(10:00) 雨 19.0℃ 北北東・1.9m/s 86% (10:00) 晴れ 25.0℃ 南　東・1.5m/s 57% 　　　　姫路市教育委員会　姫路市陸上競技協会

(11:00) 曇り 19.5℃ 北北東・1.0m/s 86% (11:00) 晴れ 25.0℃ 南南西・2.2m/s 54% 主  管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部

正午時 曇り 20.0℃ 南南西・0.7m/s 86% 正午時 晴れ 26.5℃ 南南西・2.5m/s 49% 後　援：(株)神戸新聞社(株)ﾗｼﾞｵ関西(株)ｻﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ

(13:00) 曇り 20.5℃ 南南東・1.1m/s 73% (13:00) 晴れ 26.0℃ 南南西・4.4m/s 45% 総　　務:
(14:00) 曇り 20.5℃ 南南西・1.0m/s 77% (14:00) 晴れ 24.0℃ 南　西・4.1m/s 56% 記録主任:

NGR:大会新記録 (15:00) 曇り 21.0℃ 　南　・1.7m/s 73% (15:00) 晴れ 24.0℃ 南南西・3.9m/s 53% ﾄﾗｯｸ審判長:

NHH:兵庫高校新記録 (16:00) 曇り 21.5℃ 南　西・2.1m/s 73% (16:00) 晴れ 24.5℃ 南南西・3.7m/s 50% ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長:
競技終了時 曇り 22.0℃ 南　西・2.4m/s 70% 競技終了時 晴れ 24.5℃ 南南西・3.7m/s 50%

● :県大会出場権獲得者

5月13日(土) 5月14日(日)
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奥道　利浩

七種競技

水田　雅幸

13日

20 14日
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参加人数

20

4

8

6

14日
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15

女 子

優秀選手

長濵奈々美(3) 姫路商


