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性別 種別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 西田  文香(3) 12.51 駒場  沙紀(4) 12.59 宿院  璃沙(3) 12.69 小山  結花(3) 12.71 友田あかね(4) 12.73 竹内  彩華 12.73 棚田のぞみ 13.08

風:-1.2 三田市･北摂三田高 加古川･甲南大 三田市･北摂三田高 姫路市･姫路商高 加古川･関西学院大 灘  区･神戸大 灘  区･神戸大

４００ｍ 石本  麻衣(4) 57.40 和田  早織(3) 57.43 立澤  典子(2) 58.10 中田  美保(2) 58.52 川崎  翔子(3) 58.71 菅田  玲奈(3) 58.78 野渥  麻衣(2) 59.62 多田  汐里(3) 59.87

東灘区･甲南大 姫路市･姫路商高 尼崎市･武庫川女子大 西宮市･県西宮高 芦屋市･御影高 高砂市･武庫川女子大 東灘区･甲南大 長田区･兵庫高

３０００ｍ 川崎茉由子(1)  9:45.72 須山    愛(3)  9:46.39 千原恵理香(4)  9:55.41 酒井  詩織(3) 10:02.15 齋藤  公美(2) 10:02.99 石本里緒奈(2) 10:05.23 丹下公美子(3) 10:06.79 廣岡  奈真(3) 10:09.74

西  区･神戸学院大 姫路市･武庫川女子大 尼崎市･龍谷大 三木市･岡山大 西  区･神戸学院大 西脇市･西脇工高 須磨区･須磨友が丘高 姫路市･姫路商高

１００ｍＨ 飯田  郁未(3) 14.11 竹内  彩華 14.42 濱本  恵美(3) 14.71 上垣由布子(3) 14.71 棚田のぞみ 14.80 谷口紗和子(2) 14.87 中本    彩(3) 14.94 戸田絵里菜(3) 15.37

風:-0.9 中央区･神戸龍谷高 NGR 灘  区･神戸大 明石市･明石西高 西宮市･武庫川女子大 灘  区･神戸大 尼崎市･園田大 東灘区･甲南大 東灘区･甲南大

走高跳 西村  莉子(3) 1m67 内藤  槙理(2) 1m64 山本有希子(1) 1m64 大柿知奈美(2) 1m61 津田  梨帆(3) 1m58 向山紗由里(4) 1m58 土井  梨沙(1) 1m58 西川  愛弓(2) 1m58

西  区･滝川第二高 尼崎市･園田大 東灘区･甲南大 明石市･明石商高 姫路市･姫路西高 西脇市･関西大 尼崎市･園田大 芦屋市･芦屋高

棒高跳 奥井  実咲(3) 3m30 範  菜々美(1) 3m30 片岡  久美(2) 3m00

女 (ｵｰﾌﾟﾝ) 明石市･明石商高 西宮市･明石商高 尼崎市･園田大

円盤投 福富栄莉奈(1)  42m14 奥野    緑(3)  38m41 松井  玲奈(2)  38m37 鈴木  春香(2)  37m88 川口  未帆(2)  34m10 片桐  麻衣(2)  33m32 津田    瞳  33m06 板垣すみれ(3)  33m01

尼崎市･園田大 明石市･武庫川女子大 姫路市･飾磨工高 尼崎市･武庫川女子大 明石市･明石商高 洲本市･洲本高 西  区･きさらぎｸﾗﾌﾞ 三田市･三田祥雲館高

１００ｍ 島田  菜月(3) 12.55 小田  早織(3) 12.66 長谷川祐花(3) 12.94 谷水  亜樹(3) 12.99 藤井彩和子(3) 12.99 榊      遥(3) 13.03 松本真由美(3) 13.24 井口由実子(3) 13.27

風:-1.2 西宮市･平木中 東灘区･住吉中 高砂市･宝殿中 三田市･けやき台中 須磨区･東落合中 高砂市･宝殿中 加古川･平岡南中 赤穂市･赤穂東中

１５００ｍ 高田未生菜(3)  4:35.56 田中  菜々(2)  4:41.51 前畑  有希(3)  4:41.67 髙谷  愛奈(2)  4:42.24 森崎    舞(3)  4:45.13 善村穂乃香(3)  4:46.63 岸本    蘭(2)  4:47.39 田渕  怜那(3)  4:48.94

南あわ･三原中 須磨区･高倉中 姫路市･飾磨中部中 加古川･浜の宮中 揖保郡･太子西中 三木市･三木中 明石市･二見中 たつの･龍野東中

１００ｍＨ(0.762m) 長谷川祐花(3) 14.25 松田  彩佳(2) 14.72 勢能  莉央(3) 14.81 青木こころ(3) 15.10 一橋美有紀(3) 15.24 村上緋奈子(2) 15.43 近藤  玲名(3) 15.53 東郷  杏耶(3) 15.64

風:+0.6 高砂市･宝殿中 NGR 北  区･大原中 姫路市･夢前中 小野市･旭丘中 小野市･小野中 丹波市･柏原中 姫路市･増位中 東灘区･御影中

走幅跳 藤野    茜(3)   5m42 三原  愛咲(3)   5m26 濵本  果音(3)   5m11 八瀬  友香(3)   5m07 三﨑  千優(3)   4m87 市川  華愛(2)   4m85 用貝  涼乃(3)   4m84 木村  芽依(3)   4m79

宝塚市･御殿山中 -0.1 姫路市･広嶺中 -0.6 姫路市･飾磨中部中 -0.0 芦屋市･精道中 -0.8 たつの･龍野西中 -0.7 赤穂市･赤穂東中 -0.2 須磨区･白川台中 -0.4 丹波市･山南中 -0.7

子 砲丸投(2.721kg) 安田祐里奈(3)  13m48 廣畑  万季(3)  13m27 吉野  真樹(3)  12m89 金田  もも(3)  12m84 守岡  紗希(3)  12m72 村上  麻美(3)  12m58 鶴田  恭葉(3)  12m28 森下  清美(3)  12m12

揖保郡･太子西中 姫路市･大津中 宝塚市･御殿山中 加古川･志方中 三木市･自由が丘中 加古川･神吉中 三木市･三木東中 垂水区･桃山台中

４×１００ｍ 三田市 48.37 西宮市 49.02 加古川市 49.24 姫路市 49.33 尼崎市 49.56 東灘区 49.73 明石市 50.03

   宿院  璃沙(3)    荒木  稜香(3)    折井  直緒(3)    小山  結花(3)    掘    菜摘(3)    大西  わこ(2)    杉浦  真弥(2)

   西田  文香(3)    島田  菜月(3)    松本真由美(3)    和田  早織(3)    木戸口奈央(3)    野渥  麻衣(2)    松岡  祐希(3)

   田村  紗英(3)    竹村  周野(3)    駒場  沙紀(4)    前田  早紀(2)    平松沙希子(1)    石本  麻衣(4)    濱本  恵美(3)

   谷水  亜樹(3)    堀田  尚子(3)    友田あかね(4)    勢能  莉央(3)    立澤  典子(2)    小田  早織(3)    山本  詩織(3)

４×１００ｍ 荒井(高砂市) 55.90 白浜(姫路市) 56.68 新宮(たつの市) 56.68 野口(加古川市) 57.84 小野(小野市) 58.29 江井島(明石市) 58.59 洲本第一(洲本市) 58.63 斑鳩(揖保郡) 58.70

   渡邊  彩音(6)    竹内  梓紗(6)    竹田  実生(6)    藤井  志麻(6)    森    菜月(6)    佐野    栞(6)    永井    咲(6)    坂  和歌子(6)

   杉本  愛華(6)    井筒  玲海(6)    萱野    葵(5)    長谷川未来(6)    小東  ゆい(6)    森口  三葉(6)    森    夏音(6)    佐藤  千春(6)

   芳    美憂(6)    小南  春陽(6)    梅村  瑞希(6)    齊藤  琉七(6)    繁田  月澄(6)    石田  梨緒(6)    細川明日香(6)    西山  瑞紀(6)

   奥野  璃音(6)    吉田  果穂(6)    前田  伊都(6)    御縞杏架音(6)    芝本  涼花(6)    渡部  芙夕(6)    中野  亜美(6)    八木  香音(6)

ＮＧＲ：大会新記録

気象状況は、＜男子＞に記載 主催：兵庫陸上競技協会・兵庫県体育協会

後援：神戸新聞社

共

通

小

学

高

校

生

以

上

中

学

生

女子決勝一覧表女子決勝一覧表女子決勝一覧表女子決勝一覧表

 　総　　　務　　　　吉井　道昭　　　印

トラック審判長　　　 西岡    斉　　　印

トラック審判長　　　 山口　幹夫　　　印

跳　躍　審判長　　　 田中　耕治　　　印

投　擲　審判長　　 　宮永  正俊　　　印

記　録　主　任　 　　中川　広信　　　印


