
第72回　西播高等学校陸上競技対校選手権大会 令和元年5月11日(土)･12日(日)
               兼 第72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：19282004） 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 高井　杏珠(3) 12.92 立岩　杏珠(3) 13.06 上住　小夏(1) 13.08 増田　みう(2) 13.12 井口　莉奈(3) 13.16 三木　双葉(1) 13.19 吉盛　美樹(2) 13.21 佐藤明日香(3) 13.42

風:-2.3 姫路工 姫路商 姫路商 賢明 太子 姫路商 福崎 福崎
２００ｍ 大﨑由布子(2) 25.97 岩田　小波(3) 26.27 上住　小夏(1) 26.43 白井　愛実(2) 26.56 奥田　花乃(3) 26.69 土佐　晴香(3) 26.87 松岡　　花(2) 26.88 増田　みう(2) 27.06
風:-2.3 姫路商 龍野北 姫路商 龍野 香寺 姫路 姫路西 賢明
４００ｍ 中野　菜乃(3) 55.65 大﨑由布子(2) 57.41 松本　美紀(2) 58.66 白井　愛実(2) 59.34 岩田　小波(3) 59.44 土佐　晴香(3)  1:00.17 松岡　　花(2)  1:01.27 岸川愛華音(3)  1:02.21

姫路商 NGR 姫路商 姫路 龍野 龍野北 姫路 姫路西 赤穂
12日 ８００ｍ 砂田　芽緯(1)  2:21.05 山田　梨乃(2)  2:21.32 村下　綺菜(1)  2:22.08 中田　彩那(2)  2:23.42 宝谷　芽依(1)  2:24.01 久保　舞依(1)  2:24.69 岸川愛華音(3)  2:25.60 髙尾　朝菜(1)  2:29.47

姫路商 龍野 龍野 姫路商 龍野 姫路商 赤穂 姫路西
１５００ｍ 長岡　あず(2)  4:41.82 中谷妃菜乃(2)  4:44.78 村下　綺菜(1)  4:45.82 濱田　惠美(3)  4:49.00 宝谷　芽依(1)  4:49.39 中田　彩那(2)  4:49.61 綿田　真子(3)  4:50.01 北村　優奈(2)  4:59.50

姫路商 姫路商 龍野 姫路西 龍野 姫路商 龍野 姫路
３０００ｍ 長岡　あず(2)  9:58.44 中嶋　　和(3) 10:02.59 中谷妃菜乃(2) 10:12.25 綿田　真子(3) 10:24.98 濱田　惠美(3) 10:25.79 尾上　未紗(2) 10:30.52 中田　早紀(3) 10:33.57 二井　範子(3) 10:45.44

姫路商 龍野 姫路商 龍野 姫路西 姫路商 龍野 姫路西
１００ｍＨ 永井　　晶(3) 15.53 玉田　希帆(3) 15.75 苦木さくら(3) 15.97 上岡　　鈴(2) 16.34 井上　美月(3) 16.59 藤原　佑奈(3) 16.59 藤原　芽依(2) 17.37 三宅　唯菜(3) 18.20
風:-2.4 姫路商 姫路東 姫路南 姫路南 姫路西 姫路 東洋大姫路 上郡
４００ｍH 中野　菜乃(3)  1:01.21 松本　美紀(2)  1:03.57 永井　　晶(3)  1:03.86 森本　理子(2)  1:04.94 川上　瑞生(2)  1:05.40 苦木さくら(3)  1:05.66 玉田　希帆(3)  1:07.11 上岡　　鈴(2)  1:11.40

姫路商 姫路 姫路商 龍野 飾磨工 姫路南 姫路東 姫路南
５０００ｍW 濱本さくら(3) 33:19.00 石本帆奈望(2) 34:44.20 原田　佳歩(2) 38:15.95

赤穂 太子 姫路飾西

４×１００ｍ 姫 路 商 48.13 香    寺 50.18 姫    路 50.20 龍    野 50.45 賢    明 50.45 姫 路 南 50.68 姫 路 西 50.84 赤    穂 51.09
   上住　小夏(1) NGR    大本　真央(3)    藤原　佑奈(3)    山岡　美結(2)    田中　彩花(2)    苦木さくら(3)    有吉　柚希(3)    西中　梨乃(3)
   三木　双葉(1)    奥田　花乃(3)    松本　美紀(2)    小林　歩実(3)    増田　みう(2)    上岡　　鈴(2)    高坂めぐみ(2)    萬代　聖奈(2)
   大﨑由布子(2)    久保　真子(3)    宇野　琴音(2)    森本　理子(2)    古阪　優衣(3)    末兼　優由(1)    井上　美月(3)    山下　　華(3)
   中野　菜乃(3)    芦田緒都葉(2)    土佐　晴香(3)    白井　愛実(2)    澤山　彩花(3)    岸上奈七星(1)    松岡　　花(2)    西本　　悠(3)

４✕４００ｍ 姫 路 商  3:53.34 姫    路  4:07.65 姫 路 南  4:08.02 龍    野  4:09.60 赤    穂  4:15.67 姫 路 西  4:15.90 龍 野 北  4:16.98 賢    明  4:17.88
   三木　双葉(1)　　NGR    松本　美紀(2)    末兼　優由(1)    森本　理子(2)    澁谷　茜音(3)    髙井　知沙(3)    岩田　小波(3)    澤山　彩花(3)
   大﨑由布子(2)    宇野　琴音(2)    上岡　　鈴(2)    井上　紗和(2)    萬代　聖奈(2)    井上　美月(3)    横井　亜衣(3)    古阪　優衣(3)
   永井　　晶(3)    井上　愛菜(2)    岸上奈七星(1)    小林　歩実(3)    竹本　琴音(2)    清宮　夏生(3)    福永　真歩(1)    田中　彩花(2)
   中野　菜乃(3)    土佐　晴香(3)    苦木さくら(3)    白井　愛実(2)    岸川愛華音(3)    髙田　沙紀(3)    岡田　葉月(1)    増田　みう(2)

走高跳 吉盛　美樹(2) 1m59 山野　　空(3) 1m59 増田　千佳(1) 1m56 村　彩加(1) 1m50 髙田　和花(3) 1m45 白髭　幸歩(2) 1m45 同順:澁谷　茜音(3) 1m45 井上　  実(2) 1m40
福崎 上郡 姫路西 赤穂 赤穂 龍野 ● 赤穂 県立大附

棒高跳 菅長　洋子(3) 2m80 牛房　　夢(3) 2m40 松井　智世(3) 2m20 磯田　莉子(2)
姫路東 飾磨 飾磨 飾磨 NM 

走幅跳 三木　麗菜(1)   5m25 池上　結子(2)   5m23 井口　莉奈(3)   5m06 笹野　　葵(1)   5m01 大本　真央(3)   4m99 山岡　美結(2)   4m90 紙谷　渚月(2)   4m78 水守　佑佳(1)   4m73
姫路商 +2.2 飾磨 +3.2 太子 +3.4 姫路商 +2.7 香寺 +3.1 龍野 +3.7 姫路別所 +2.5 龍野 +1.3

三段跳 笹野　　葵(1)  10m77 丸尾　明代(2)  10m65 髙井　知沙(3)  10m63 常峰　美佑(2)  10m33 山下　綾香(3)  10m18 紙谷　渚月(2)  10m11 漆間　莉香(3)   9m86 北川さくら(1)   9m80
姫路商 +2.8 姫路商 +2.7 姫路西 +2.3 姫路商+3.0 ･ 姫路飾西 +1.5 姫路別所 +1.6 網干 +2.0 賢明 +1.6

砲丸投 永井　桃花(2)  12m48 瀬戸　杏奈(3)  10m93 黒田　菜月(3)  10m72 島塚　咲衣(2)   9m80 北村　莉鈴(3)   9m21 米山　栄香(2)   9m18 萩原　伽音(2)   8m41 各務有里彩(2)   6m54
(4.000kg) 姫路商 姫路商 太子 姫路飾西 龍野 日ノ本 龍野 姫路飾西
円盤投 永井　桃花(2)  38m57 橋本菜々子(3)  34m55 玉井　愛美(2)  32m80 葛　　未紅(3)  30m67 黒田　菜月(3)  28m68 島塚　咲衣(2)  25m96 村角　瑠那(1)  21m77 西村　早紀(3)  21m18

(1.000kg) 姫路商 姫路商 日ノ本 姫路商 太子 姫路飾西 日ノ本 福崎
ハンマー投 葛　　未紅(3)  45m85 黒田　菜月(3)  44m58 米山　栄香(2)  39m47 橋本菜々子(3)  38m06 北村　莉鈴(3)  37m59 川嶋　望愛(3)  27m29 萩原　伽音(2)  25m91
(4.000kg) 姫路商 太子 日ノ本 姫路商 龍野 姫路工 龍野
やり投 起塚　幸香(1)  34m97 川嶋　望愛(3)  33m88 土佐　晴香(3)  32m13 田中　愛梨(3)  31m73 清宮　夏生(3)  30m77 谷垣　裕香(3)  26m01 髙田　和花(3)  22m90 原　こなつ(2)  21m57

(0.600kg) 日ノ本 姫路工 姫路 日ノ本 姫路西 神崎 赤穂 姫路東
清宮　夏生(3)  3803 濱本　　月(2)  3002
姫路西 相生
16.53-1m38 16.91-1m41

8m63-27.76 7m11-28.45

4m72-28m65 3m63-11m55

2:34.75 2:39.95

総 合 姫 路 商 215点 龍　　野 86.5点 姫 路 西 48点 姫　　路 42点 太　　子 34点 日 ノ 本 30点 赤　　穂 29.5点 姫 路 南 24点
ﾄ ﾗ ｯ ｸ 姫 路 商 134点 龍　　野 68点 姫　　路 36点 姫 路 南 24点 姫 路 西 24点 赤　　穂 16点 龍 野 北 13点 香　　寺 11点
ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 姫 路 商 81点 日 ノ 本 30点 太　　子 23点 飾　　磨 20点 龍　　野 18.5点 姫 路 西 16点 赤　　穂 13.5点 姫路飾西 13点
混 成 姫 路 西 8点 相　　生 7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

220名 競技開始時 晴れ 25.0℃ 　南　・1.5m/s 41% 競技開始時 曇り 22.5℃ 　北　・1.0m/s 36% 　　　　兵庫県教育委員会　兵庫陸上競技協会

(10:00) 晴れ 25.5℃ 　南　・0.8m/s 41% (10:00) 曇り 23.5℃ 　東　・0.9m/s 39% 　　　　姫路市教育委員会　姫路市陸上競技協会

(11:00) 晴れ 25.5℃ 南南西・2.7m/s 41% (11:00) 晴れ 26.5℃ 　北　・1.1m/s 43% 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 晴れ 26.0℃ 　南　・2.9m/s 42% 正午時 晴れ 27.0℃ 南　西・2.4m/s 43% 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) 晴れ 26.5℃ 南南西・2.1m/s 42% (13:00) 晴れ 27.0℃ 　南　・3.2m/s 43% 総　　務:
(14:00) 晴れ 26.5℃ 南南西・3.4m/s 52% (14:00) 晴れ 27.0℃ 南南西・2.6m/s 43% 記録主任:

NGR:大会新記録 (15:00) 晴れ 26.5℃ 南　西・2.0m/s 52% (15:00) 晴れ 27.0℃ 南　西・1.8m/s 43% ﾄﾗｯｸ審判長:
(16:00) 晴れ 26.5℃ 南南西・1.6m/s 45% 競技終了時 晴れ 27.5℃ 南南西・2.8m/s 43% ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長:

競技終了時 晴れ 26.5℃ 南南西・1.0m/s 42%
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中野 菜乃(3) 姫路商


