
2022年9月16日(金)・17日(土)・18日(日)

成績一覧表 （大会コード：22501701） 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281080）

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

仲埜　心葉(1) 12.03 小西　流月(1) 12.35 奥野　　葵(1) 12.48 森井　彩月(1) 12.49 饗庭　佑菜(1) 12.61 河野　桃々(1) 12.62 山川なつみ(1) 12.64 川畑　心春(1) 12.65

市西宮･兵庫 +1.2 園田･兵庫 +1.2 大阪･大阪 +2.2 西城陽･京都 +1.2 草津東･滋賀 +1.2 京都橘･京都 +1.2 草津東･滋賀 +1.2 生野･大阪 +2.2 

仲埜　心葉(1) 24.80 山口　瑞生(1) 25.52 井関　梨乃(1) 25.73 奥野　　葵(1) 25.80 吉川　由依(1) 25.80 福原　絢音(1) 26.20 森井　彩月(1) 26.21 溝口　　華(1) 26.35

市西宮･兵庫 +1.1 長田･兵庫 +1.1 京都橘･京都 +1.1 大阪･大阪 +1.1 姫路女学院･兵庫 +1.1 清風南海･大阪 +1.1 西城陽･京都 +1.1 大商大･大阪 +1.1 

小林　侑加(1) 58.20 松尾　夏月(1) 58.39 長野　亜美(1) 58.88 魚谷　　葵(1) 59.45 山川なつみ(1)  1:00.13 山内　結羽(1)  1:00.71 島田　幸羽(1)  1:01.01 原田　陽菜(1)  1:01.34

滝川第二･兵庫 近大附･大阪 東播磨･兵庫 乙訓･京都 草津東･滋賀 東大阪大敬愛･大阪 園田･兵庫 東大阪大敬愛･大阪

北村　　凛(1)  2:10.36 黒木　優依(1)  2:10.52 長野　亜美(1)  2:13.75 宮宅　ひな(1)  2:16.77 山本朱実令(1)  2:18.58 大西　桃花(1)  2:20.92 西田　咲心(1)  2:23.71 柴田　春菜(1)  2:25.07

東大阪大敬愛･大阪 東大阪大敬愛･大阪 東播磨･兵庫 須磨学園･兵庫 立命館守山･滋賀 立命館宇治･京都 比叡山･滋賀 京都光華･京都

北村　　凛(1)  4:30.79 黒木　優依(1)  4:31.10 宮宅　ひな(1)  4:33.31 森谷　心美(1)  4:34.80 福山　友菜(1)  4:38.27 佐藤　ゆあ(1)  4:38.72 折田　優希(1)  4:41.06 濱村　一咲(1)  4:43.62

東大阪大敬愛･大阪 東大阪大敬愛･大阪 須磨学園･兵庫 立命館守山･滋賀 立命館宇治･京都 立命館宇治･京都 和歌山北･和歌山 須磨学園･兵庫

佐藤　ゆあ(1)  9:50.20 森谷　心美(1)  9:50.79 福山　友菜(1)  9:55.68 濱村　一咲(1)  9:58.15 花坂　陽葵(1)  9:59.58 肥後　彩羽(1) 10:02.15 川上　希成(1) 10:05.27 浮田　藍子(1) 10:08.02

立命館宇治･京都 立命館守山･滋賀 立命館宇治･京都 須磨学園･兵庫 東大阪大敬愛･大阪 比叡山･滋賀 京都外大西･京都 薫英女学院･大阪

１００ｍＹＨ 岸本　礼菜(1) 13.70 小西　沙英(1) 13.83 妹尾　千里(1) 14.08 安福　実桜(1) 14.50 松田　結菜(1) 14.56 坂根亜美瑠(1) 14.82 友田　一花(1) 14.85 渡邊　似胡(1) 15.22

(0.762/8.5m) 咲くやこの花･大阪 +3.4 生野･大阪 +3.4 大阪･大阪 +3.4 乙訓･京都 +3.4 奈良･奈良 +3.4 添上･奈良 +3.4 京都西山･京都 +3.4 京都共栄･京都 +3.4 

４００ｍＨ 岸本　礼菜(1)  1:01.24 小林　侑加(1)  1:02.34 山内　結羽(1)  1:03.10 家氏　玲奈(1)  1:03.81 梶尾　彩智(1)  1:05.73 入倉千菜美(1)  1:06.73 浅井　彩乃(1)  1:08.00 小西　沙英(1)  1:09.69

(0.762/35m) 咲くやこの花･大阪 滝川第二･兵庫 東大阪大敬愛･大阪 姫路飾西･兵庫 小野･兵庫 洛北･京都 膳所･滋賀 生野･大阪

林　　千華(1) 24:44.45 木場田萌優(1) 25:18.14 谷　萌々花(1) 25:48.26 奥野　　紗(1) 25:56.74 中部　　静(1) 26:59.52 中島　帆南(1) 27:15.25 髙取亜也子(1) 27:40.50 齊藤　美桜(1) 28:17.40

立命館宇治･京都 水口東･滋賀 大塚･大阪 浪速･大阪 大津商･滋賀 市西宮･兵庫 立命館宇治･京都 東大阪大敬愛･大阪

高田　知佳(1) 1m68 寺前　結菜(1) 1m59 松田りんどう(1) 1m59 西山　美桜(1) 1m59 戸田向日葵(1) 1m56 野田　瑚羽(1) 1m56 山中　真琴(1) 1m56 松田　結菜(1) 1m53

関大北陽･大阪 添上･奈良 西京･京都 関大北陽･大阪 山手･兵庫 園田･兵庫 京都文教･京都 奈良･奈良

柏原　菜那(1) 1m53

市伊丹･兵庫

松井　愛果(1) 3m52 西前　　瑶(1) 3m30 村上　綾奈(1) 2m80 中津留佳怜(1) 2m70 中田妃奈里(1) 2m70 上村　凛子(1) 2m60 西尾さらら(1) 2m60 迫田　真桜(1) 2m50

大塚･大阪 NGR 添上･奈良 長田･兵庫 彦根翔西館･滋賀 近大和歌山･和歌山 咲くやこの花･大阪 水口東･滋賀 明石商･兵庫

池﨑　愛菜(1) 5m73 遠藤　鈴奏(1) 5m70 高宮ひかり(1) 5m60 芦田　真由(1) 5m59 西村　百夏(1) 5m47 山西　真由(1) 5m38 清原　三冬(1) 5m26 山田　碧美(1) 5m25

智辯カレッジ･奈良 +1.9 亀岡･京都 +2.3 大塚･大阪 -0.3 園田･兵庫 +1.1 膳所･滋賀 +0.7 橋本･和歌山 +1.5 鳥羽･京都 +1.9 北稜･京都 +1.5 

山中　真琴(1) 11m77 高宮ひかり(1) 11m63 友田　一花(1) 11m60 西村　百夏(1) 11m51 石倉　結歌(1) 11m03 坂根亜美瑠(1) 11m00 川口　愛央(1) 10m98 木村　愛梨(1) 10m83

京都文教･京都 +2.0 大塚･大阪 +4.2 京都西山･京都 +1.3 膳所･滋賀 +3.1 春日丘･大阪 +4.0 添上･奈良 +3.3 奈学登美ヶ丘･奈良 +0.5 星林･和歌山 +1.1 

砲丸投 坂　ちはる(1)  13m68 野本　菜々(1)  12m10 澤野　玲奈(1)  11m87 西野　晴夏(1)  11m04 矢野　結衣(1)  10m97 ドロバットさほ(1)  10m80 吉川　羽奈(1)  10m36 松元　　花(1)   9m81

(4.000kg) 大体大浪商･大阪 NGR 花園･京都 東大阪大敬愛･大阪 佐野･大阪 添上･奈良 明石西･兵庫 添上･奈良 京都西山･京都

円盤投 矢野　結衣(1)  36m30 坂　ちはる(1)  32m61 澤野　玲奈(1)  32m58 北原　夢來(1)  32m07 石川　美優(1)  30m38 木谷　茉央(1)  30m18 鳳﨑　　葵(1)  28m55 山本　友菜(1)  28m37

(1.000kg) 添上･奈良 大体大浪商･大阪 東大阪大敬愛･大阪 高砂･兵庫 奈良･奈良 彦根東･滋賀 花園･京都 宝塚北･兵庫

ハンマー投 久木　志音(1)  36m00 大黒　恋華(1)  35m87 中村紀乃華(1)  35m81 伊関　穂香(1)  35m23 鳳﨑　　葵(1)  30m97 宮本　菜摘(1)  29m61 柿原　杏奈(1)  27m60 松元　　花(1)  27m46

(4.000kg) 和歌山商･和歌山 大体大浪商･大阪 関西大倉･大阪 乙訓･京都 花園･京都 添上･奈良 姫路工･兵庫 京都西山･京都

やり投 福村　和海(1)  37m62 ドロバットさほ(1)  37m37 三浦　陽菜(1)  35m85 楠本つむぎ(1)  34m36 伊関　穂香(1)  32m89 松井　　唯(1)  32m68 小川　千晴(1)  32m24 前田　七瀬(1)  31m83

(0.600kg) 大塚･大阪 明石西･兵庫 京都西山･京都 鳴尾･兵庫 乙訓･京都 草津東･滋賀 日高･和歌山 耐久･和歌山

京都橘 46.99 滝川第二 47.45 山手 47.65 大阪 48.20 和歌山北 48.50 摂津 48.64 園田 48.76 咲くやこの花 49.04

  寺下　玲奈(2)   榮　　瑠那(2)   藤原　多愛(2)   林　　柚寿(2)   駒木　李音(1)   吉村　綺恵(2)   黒田　華代(2)   今岡　澄香(1)

  森本海咲希(2)   井谷　陽菜(2)   宗野　華楓(2)   赤坂　珠香(2)   坂本　実南(2)   松山　奈穂(2)   小西　流月(1)   國松日向葵(2)

  河野　桃々(1)   福安　瑠奈(1)   好井　愛結(2)   浅田　真子(2)   福岡愛佳莉(2)   谷口　奈楽(2)   岡本　実来(1)   上村　凛子(1)

  瀧野　未来(2)   西藤　杏純(2)   香西　万桜(2)   中村　美裕(2)   成川　咲菜(2)   向井　百花(2)   島田　幸羽(1)   中道　ゆず(2)

東大阪大敬愛・大阪 111点 滝川第二・兵庫 62.5点 立命館宇治・京都 60点 添上・奈良 60点 大塚・大阪 52点 大阪・大阪 48点 京都橘・京都 45点 山手・兵庫 43点

東大阪大敬愛・大阪 57点 添上・奈良 37点 大塚・大阪 35点 立命館宇治・京都 34点 大体大浪商・大阪 22点 咲くやこの花・大阪 19点 同順：市西宮・兵庫 19点 乙訓・京都 19点

東大阪大敬愛・大阪 50点 滝川第二・兵庫 33.5点 山手・兵庫 33点 姫路女学院・兵庫 27点 立命館宇治・京都 26点 添上・奈良 23点 草津東・滋賀 23点 京都橘・京都 20点

153校 主催： 近畿高等学校体育連盟 主管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 総　　   務： 北　脇　　　剛

668名 兵庫県教育員会 　　　兵庫陸上競技協会 記 録 主 任： 中　村　　　暁

近畿陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長： 榎　本　隆　夫

※気象状況は2年女子の欄に記載 共催： 神戸市・神戸市教育委員会 水　田　雅　幸

跳躍審判長： 山　村　博　之

投擲審判長： 奥　道　利　浩
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2022年9月16日(金)・17日(土)・18日(日)

成績一覧表 （大会コード：22501701） 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281080）

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

南　こはる(2) 11.86 西藤　杏純(2) 11.89 森本海咲希(2) 11.97 塩地　莉夏(2) 12.20 浅田　真子(2) 12.23 福井　有香(2) 12.25 赤坂　珠香(2) 12.30 香西　万桜(2) 12.33

奈学登美ヶ丘･奈良 +2.4 滝川第二･兵庫 +2.4 京都橘･京都 +2.4 千里青雲･大阪 +2.4 大阪･大阪 +2.4 桐蔭･和歌山 +2.4 大阪･大阪 +2.4 山手･兵庫 +1.2 

宗野　華楓(2) 24.68 丹羽　徠嘉(2) 24.83 南　こはる(2) 24.84 浅田　真子(2) 24.93 福井　彩乃(2) 25.02 好井　愛結(2) 25.05 岩岸　　楓(2) 25.46 赤坂　珠香(2) 25.61

山手･兵庫 +1.4 兵庫･兵庫 +1.4 奈学登美ヶ丘･奈良 +1.4 大阪･大阪 +1.4 京都橘･京都 +1.4 山手･兵庫 +1.4 草津東･滋賀 +1.4 大阪･大阪 +1.4 

井谷　陽菜(2) 55.81 好井　愛結(2) 56.67 西田　有里(2) 57.02 酒匂　　奏(2) 57.06 岩岸　　楓(2) 57.14 田中　美羽(2) 57.16 亀井　咲里(2) 57.98 小野田菜七(2)  1:01.08

滝川第二･兵庫 山手･兵庫 草津東･滋賀 生野･大阪 草津東･滋賀 大塚･大阪 東大阪大敬愛･大阪 京都橘･京都

西田　有里(2)  2:06.70 松尾愛利紗(2)  2:08.91 亀井　咲里(2)  2:09.50 池田　悠音(2)  2:17.91 須郷田百花(2)  2:19.16 室山　実優(2)  2:21.88 小柳瀬李加(2)  2:22.24 好井　万結(2)  2:26.74

草津東･滋賀 NGR 京都文教･京都 東大阪大敬愛･大阪 立命館宇治･京都 奈良育英･奈良 香里ヌヴェール･大阪 姫路女学院･兵庫 園田･兵庫

山本　釉未(2)  4:27.50 野上　菜那(2)  4:29.33 白川　朝陽(2)  4:30.31 向井　友希(2)  4:30.50 生田　　翠(2)  4:31.31 池田　悠音(2)  4:34.35 塩﨑　彩理(2)  4:35.97 岡本　藍里(2)  4:43.62

立命館宇治･京都 東大阪大敬愛･大阪 大塚･大阪 薫英女学院･大阪 須磨学園･兵庫 立命館宇治･京都 西脇工･兵庫 智辯カレッジ･奈良

山本　釉未(2)  9:22.96 野上　菜那(2)  9:26.99 塩﨑　彩理(2)  9:27.27 白川　朝陽(2)  9:28.64 向井　友希(2)  9:47.84 山口あやか(2)  9:48.38 深田　望友(2)  9:48.72 廣瀬　春佳(2)  9:59.40

立命館宇治･京都 東大阪大敬愛･大阪 西脇工･兵庫 大塚･大阪 薫英女学院･大阪 宝塚･兵庫 立命館宇治･京都 市西宮･兵庫

１００ｍＹＨ 福井　有香(2) 13.43 木村　優来(2) 13.95 井上南々花(2) 13.97 釣本　陽香(2) 14.04 上山　莉奈(2) 14.19 藤原　多愛(2) 14.24 黒田　華代(2) 14.30 伊佐　乃亜(2) 14.32

(0.762/8.5m) 桐蔭･和歌山 +2.2 咲くやこの花･大阪 +2.2 大阪･大阪 +2.2 大阪桐蔭･大阪 +2.2 西城陽･京都 +2.2 山手･兵庫 +2.2 園田･兵庫 +2.2 京都橘･京都 +2.2 

４００ｍＨ 瀧野　未来(2) 58.93 前田　理湖(2)  1:00.68 佐岡沙都紀(2)  1:00.78 松尾愛利紗(2)  1:01.96 坂本　和子(2)  1:02.66 石川　優空(2)  1:03.29 山中　優依(2)  1:03.42 石山　紗羽(2)  1:03.79

(0.762/35m) 京都橘･京都 関大北陽･大阪 滝川第二･兵庫 京都文教･京都 姫路女学院･兵庫 草津東･滋賀 熊野･和歌山 京都西山･京都

六反　栞奈(2) 24:36.99 白窪　愛来(2) 24:44.27 奥田　夕楓(2) 25:13.29 牛尾　埜亜(2) 25:32.39 森川　心愛(2) 25:36.65 水田　夢佳(2) 25:44.49 竹内　聖奈(2) 25:51.53 番浦　春陽(2) 26:12.65

東大阪大敬愛･大阪 西京･京都 奈良大附属･奈良 大津商･滋賀 玉川･滋賀 京都光華･京都 滋賀短大附属･滋賀 紫野･京都

前西　咲良(2) 1m72 原田　梨子(2) 1m65 山ノ井綾音(2) 1m62 同順：中川　朔那(2) 1m62 山中　咲輝(2) 1m56 中原　苺娃(2) 1m56 加納　采佳(2) 1m56 小野　心鈴(2) 1m53

近大和歌山･和歌山 滝川第二･兵庫 春日丘･大阪 滝川第二･兵庫 北稜･京都 関大北陽･大阪 西宮今津･兵庫 大津商･滋賀

石川　菜月(2) 3m40 坂田　　優(2) 3m30 小林　帆夏(2) 3m20 栁　　美幸(2) 3m10 木村　優来(2) 2m90 吉岡　春奈(2) 2m80 北迫茉梨愛(2) 2m50 宮野　麻桜(2) 2m40

西京･京都 洛東･京都 宮津天橋･京都 尼崎双星･兵庫 咲くやこの花･大阪 大体大浪商･大阪 明石商･兵庫 近江･滋賀

前西　咲良(2) 5m89 森田　紗矢(2) 5m77 吉田　果由(2) 5m62 高野　真歩(2) 5m60 吉森あかり(2) 5m57 舛永　心音(2) 5m56 木田　如月(2) 5m50 岩田　　栞(2) 5m42

近大和歌山･和歌山 +0.5 和歌山北･和歌山 +0.6 咲くやこの花･大阪 +0.8 三木･兵庫 +3.2 山手･兵庫 +2.0 葺合･兵庫 +0.5 水口東･滋賀 +0.2 京都文教･京都

安井　咲貴(2) 12m36 吉森あかり(2) 12m17 神　ともみ(2) 12m03 森田　紗矢(2) 11m56 庄田　羽菜(2) 11m53 岩田　　栞(2) 11m50 西園　　渚(2) 11m18 飯田　美優(2) 11m13

彦根翔西館･滋賀 +2.2 山手･兵庫 +3.3 鳥羽･京都 +1.7 和歌山北･和歌山 -0.2 生野･大阪 +3.7 京都文教･京都 +2.2 大阪･大阪 +3.7 膳所･滋賀 +1.8 

砲丸投 嶋本　美海(2)  11m92 永井　彩花(2)  11m91 乾　　奈子(2)  11m48 前園　奈那(2)  11m16 檀野　妃梨(2)  11m04 日高　菜生(2)  10m49 野口　奈央(2)   9m85 吉村　咲穂(2)   9m85

(4.000kg) 添上･奈良 姫路女学院･兵庫 東大阪大敬愛･大阪 桜宮･大阪 京都西山･京都 東海大仰星･大阪 鳥羽･京都 兵庫･兵庫

円盤投 永井　彩花(2)  35m94 山本　優子(2)  35m61 木下　夢唯(2)  34m84 増本　珂奈(2)  34m79 吉村　咲穂(2)  33m95 宮下　祭華(2)  33m53 安達江里菜(2)  32m26 楠林　まり(2)  31m89

(1.000kg) 姫路女学院･兵庫 添上･奈良 綾部･京都 星林･和歌山 兵庫･兵庫 北稜･京都 姫路女学院･兵庫 乙訓･京都

ハンマー投 嶋本　美海(2)  51m15 玉置　歩加(2)  42m51 井河原ひなた(2)  42m12 檀野　妃梨(2)  42m03 足立　真央(2)  39m46 松本さくら(2)  38m63 佐藤日桜里(2)  38m31 池上　　舞(2)  37m96

(4.000kg) 添上･奈良 NGR 箕島･和歌山 関西大倉･大阪 京都西山･京都 北野･大阪 紀央館･和歌山 尼崎双星･兵庫 佐野･大阪

やり投 上田　　優(2)  45m78 寺田　莉子(2)  45m07 乾　　奈子(2)  43m83 野中　葉月(2)  40m48 舟引　萌恵(2)  39m93 羽田ひより(2)  39m92 西山　ひな(2)  36m67 野口　奈央(2)  36m63

(0.600kg) 東大阪大敬愛･大阪    開智･和歌山 東大阪大敬愛･大阪 田辺･和歌山 姫路女学院･兵庫 大塚･大阪 松陽･兵庫 鳥羽･京都

京都橘  3:44.85 滝川第二  3:46.93 大阪  3:49.05 草津東  3:51.01 東大阪大敬愛  3:51.20 関大北陽  3:52.36 京都文教  3:52.60 咲くやこの花  3:54.32

  小野田菜七(2)   榮　　瑠那(2)   浅田　真子(2)   山川なつみ(1)   小沢有希乃(2)   高田　花音(2)   岩田　　栞(2)   岸本　礼菜(1)

  瀧野　未来(2)   井谷　陽菜(2)   中村　美裕(2)   岩岸　　楓(2)   亀井　咲里(2)   前田　理湖(2)   辻本　紗菜(2)   國松日向葵(2)

  河野　桃々(1)   小林　侑加(1)   井上南々花(2)   石川　優空(2)   杉森　結衣(2)   日夏　愛恵(1)   谷口　未萌(2)   合阪　光俐(1)

  福井　彩乃(2)   佐岡沙都紀(2)   林　　柚寿(2)   西田　有里(2)   福島　波暖(1)   森脇　　杏(2)   松尾愛利紗(2)   中道　ゆず(2)

東大阪大敬愛・大阪 111点 滝川第二・兵庫 62.5点 立命館宇治・京都 60点 添上・奈良 60点 大塚・大阪 52点 大阪・大阪 48点 京都橘・京都 45点 山手・兵庫 43点

東大阪大敬愛・大阪 57点 添上・奈良 37点 大塚・大阪 35点 立命館宇治・京都 34点 大体大浪商・大阪 22点 咲くやこの花・大阪 19点 同順：市西宮・兵庫 19点 乙訓・京都 19点

東大阪大敬愛・大阪 50点 滝川第二・兵庫 33.5点 山手・兵庫 33点 姫路女学院・兵庫 27点 立命館宇治・京都 26点 添上・奈良 23点 草津東・滋賀 23点 京都橘・京都 20点

気象状況 153校

668名

総　　   務： 北　脇　　　剛

主催： 近畿高等学校体育連盟 主管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記 録 主 任： 中　村　　　暁

兵庫県教育員会 　　　兵庫陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長： 榎　本　隆　夫

近畿陸上競技協会 水　田　雅　幸

共催： 神戸市・神戸市教育委員会 跳躍審判長： 山　村　博　之

投擲審判長： 奥　道　利　浩
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棒高跳

西田　有里（草津東・滋賀）
参加人数

参加校数
優秀選手

２　　年

１　　年

女子総合

三段跳 18

1117日

対校得点

17日 ５０００ｍＷ 14

17日 １５００ｍ 18

18日 ３０００ｍ 18

16日 ８００ｍ 18

17日 19

18日 走高跳 19

第55回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
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18日 １００ｍ 18

16日 ２００ｍ 18

17日 ４００ｍ

16日 18

18

２ 年 ・ 女 子

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
10:00 晴れ 30.0℃ 53% 北西 2.1m/s
12:00 晴れ 30.0℃ 53% 南西 1.3m/s
18:05 晴れ 28.5℃ 55% 北東 1.6m/s
 9:30 曇り 27.5℃ 63% 北東 1.4m/s
12:00 曇り 27.5℃ 67% 東北東 2.0m/s
17:45 曇り 27.0℃ 73% 北東 2.8m/s
9:30 曇り 30.0℃ 65% 東北東 2.0m/s
12:00 曇り 30.5℃ 60% 北北東 1.8m/s
12:55 曇り 30.5℃ 63% 東南東 1.6m/s

16日

17日

18日


