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   第   第   第   第66666666回兵庫県民体育大会回兵庫県民体育大会回兵庫県民体育大会回兵庫県民体育大会・・・・第第第第65656565回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 2012年5月3日(木)

兼 第兼 第兼 第兼 第67676767回国民体育大会第回国民体育大会第回国民体育大会第回国民体育大会第3333次選考競技会次選考競技会次選考競技会次選考競技会････第第第第29292929回兵庫県小学生回兵庫県小学生回兵庫県小学生回兵庫県小学生ﾘﾚｰﾘﾚｰﾘﾚｰﾘﾚｰ競技大会競技大会競技大会競技大会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表
神戸神戸神戸神戸ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

5/3 １００ｍ 三宅奈緒香(4) 12.18 日高  眞妃(3) 12.52 田中  杏梨(3) 12.61 松成  奈美(2) 12.63 加藤亜友美(4) 12.69 有馬めぐみ(2) 12.73 淡田夏都香(2) 12.79 小山  結花(1) 12.84

加西市･甲南大 +0.7 西宮市･夙川高 +0.7 西宮市･夙川高 +0.7 灘区･神戸大 +0.7 東灘区･甲南大 +0.7 須磨区･北須磨高 +0.7 長田区･兵庫高 +0.7 尼崎市･園田女子大 +0.7 

5/3 ４００ｍ 森本友紀子(2) 56.02 中野絵理子(3) 56.75 西山  沙優(2) 57.57 野握  麻衣(3) 58.87 MEDRANO MITSUE(3) 58.88 長畑由璃子(3) 59.39 西口  桃子(3) 59.76 岡  由依子(3) 59.96

北区･園田女子大 中央区･神戸龍谷高 西宮市･夙川高 東灘区･甲南大 高砂市･松陽高 西区･神戸高塚高 高砂市･白陵高 姫路市･姫路商高

5/3 ３０００ｍ 大貫  真実(3)  9:47.63 佐藤    愛(1) 10:06.93 小林里沙子(2) 10:13.55 齋藤  公美(3) 10:14.03 石本里緒奈(3) 10:20.32 原田ひかる(2) 10:21.81 見嶋眞紀子(3) 10:23.17 井上  由貴(2) 10:23.65

三木市･兵庫大 西脇市･西脇工高 須磨区･須磨友が丘高 西区･神戸学院大 西脇市･西脇工高 神崎郡･夙川高 明石市･明石城西高 西宮市･市西宮高

5/3 １００ｍＨ 飯田  郁未(1) 14.18 中島ひとみ(2) 14.27 谷口紗和子(3) 14.51 上垣由布子(4) 14.57 濱本  恵美(1) 14.73 中本    彩(4) 14.89 北本  加奈(4) 15.11 松岡  絵里(3) 15.27

(0.840m) 中央区･甲南大 -0.9 西宮市･夙川高 -0.9 尼崎市･園田女子大 -0.9 西宮市･武庫川女子大 -0.9 明石市･甲南大 -0.9 東灘区･甲南大 -0.9 明石市･甲南大 -0.9 姫路市･姫路商高 -0.9 

5/3 走幅跳 進藤  温美 5m61 坂元  里穂(2) 5m51 上垣麻衣子(1) 5m50 小南ひなの(2) 5m41 大木  彩香(3) 5m35 田澤  麗奈(3) 5m34 相原  佐紀(3) 5m31 祐谷  瑞穂 5m29

加古川市･加古川市陸協 -0.3 姫路市･姫路商高 -0.0 西宮市･武庫川女子大 +0.0 姫路市･飾磨高 +0.4 宝塚市･武庫川女子大 +0.1 宝塚市･園田高 -0.2 長田区･長田高 +0.3 加古川市･兵庫ﾔｸﾙﾄ販売 -0.0 

5/3 やり投 弦田れい愛(3)  44m11 後藤  悠希(2)  39m72 須方  貴恵(3)  38m26 永田    栞(3)  38m01 大西    蘭(3)  37m11 波多野志帆(4)  36m99 森本  順子  35m84 細野  泰世(3)  35m80

(0.600kg) 西宮市･夙川高 丹波市･柏原高 たつの市･龍野高 姫路市･姫路商高 篠山市･篠山鳳鳴高 尼崎市･園田女子大 加西市･加西市陸協 姫路市･姫路商高

5/3 １００ｍ 上月  美裕(3) 12.80 藤原  沙耶(2) 12.91 杉浦  真弥(3) 12.91 津山    葵(2) 12.92 山本  奈穂(3) 12.93 柳館  志保(2) 12.94 森    美優(3) 12.95 高橋  彩実(3) 13.04

西区･井吹台中 -0.3 高砂市･宝殿中 -0.3 明石市･望海中 -0.3 西宮市･学文中 -0.3 西区･太山寺中 -0.3 高砂市･松陽中 -0.3 明石市･大久保中 -0.3 小野市･小野中 -0.3 

5/3 １５００ｍ 秋山あみる(2)  4:36.29 高橋  ひな(2)  4:36.80 田中  菜々(3)  4:38.94 萬代  美沙(3)  4:40.62 南  美沙希(2)  4:40.75 眞部  亜樹(3)  4:41.40 金山  理美(3)  4:46.06 奥川  愛羅(3)  4:48.62

須磨区･鷹取中 姫路市･山陽中 須磨区･高倉中 明石市･大久保中 たつの市･龍野東中 加古川市･加古川中 高砂市･白陵中 赤穂郡･上郡中

5/3 １００ｍＨ 松田  彩佳(3) 14.55 村上緋奈子(3) 14.66 堂脇  優香(3) 14.91 松尾  侑季(3) 15.03 丸市佳乃子(3) 15.30 小澤ほのか(3) 15.33 丸本  佳苗(3) 15.55 高島佳乃子(3) 15.82

(0.762m) 北区･大原中 -2.2 丹波市･柏原中 -2.2 西区･神戸長坂中 -2.2 姫路市･飾磨東中 -2.2 加古郡･播磨南中 -2.2 加古川市･神吉中 -2.2 豊岡市･豊岡北中 -2.2 尼崎市･武庫中 -2.2 

5/3 走高跳 荒木  志帆(3) 1m63 日高  水樹(3) 1m60 3位:村岡かすみ(3) 1m54 3位:中村  美歩(3) 1m54 仁木  京華(2) 1m54 八尾果奈実(2) 1m51 中島  和泉(3) 1m51 前田  香澄(3) 1m48

加古郡･播磨南中 尼崎市･武庫中 三木市･三木東中 伊丹市･荒牧中 北区･唐櫃中 姫路市･姫路高丘中 南あわじ市･南淡中 小野市･旭丘中

5/3 砲丸投 川口  叙樹(3)  13m45 田中津夏彩(3)  13m27 社本  夢月(3)  13m01 尾山  和華(3)  12m94 上野  瑞穂(3)  12m70 高尾  藍莉(3)  11m99 小林世梨奈(3)  11m97 谷口  樹梨(3)  11m91
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5/3 砲丸投 川口  叙樹(3)  13m45 田中津夏彩(3)  13m27 社本  夢月(3)  13m01 尾山  和華(3)  12m94 上野  瑞穂(3)  12m70 高尾  藍莉(3)  11m99 小林世梨奈(3)  11m97 谷口  樹梨(3)  11m91

(2.721kg) 尼崎市･武庫中 西区･神戸長坂中 姫路市･広畑中 加古川市･志方中 加古郡･播磨南中 西宮市･深津中 加古川市･志方中 揖保郡･太子西中

5/3 ４×１００ｍ 西宮市 48.27 高砂市 49.45 明石市 49.72 北区 50.01 垂水区 50.14 小野市 50.30 丹波市 50.37 加古川市 51.54

  中矢利沙子(3)   藤原  沙耶(2)   杉浦  真弥(3)   北川    穣(3)   今関奈々子(3)   吉田  朋未(2)   村上緋奈子(3)   住江    愛(3)

  津山    葵(2)   角谷実咲歩(2)   森    美優(3)   岸本  若菜(2)   山内    舞(3)   高橋  彩実(3)   田中    綾(3)   染分  麻衣

  日高  眞妃(3)   濱本  侑花(3)   穐山  紗英(3)   岡    聡美(3)   朝見  沙世(2)   山口佳奈絵(2)   米田  汐里(2)   高橋  侑希(3)

  中島ひとみ(2)   柳館  志保(2)   松岡  祐希(1)   西川はるの(1)   石原  花菜(2)   城谷美沙希(2)   福井  彩子(3)   髙田  千晶(3)

5/3 ４×１００ｍ 小宅(たつの) 55.94 荒井(高砂) 55.96 小野東(小野) 56.99 本多聞(神戸) 57.69 水上(姫路) 58.65 竹田(朝来) 58.71 粟賀(神崎) 59.27 別府西(加古川) 59.64

  下込  朝香(6)   小西    環(6)   青木  咲希(6)   下濱  萌音(6)   関本  紗希(6)   山崎明日香(6)   小寺  未唯(6)   平田    楓(6)

  福水わか葉(6)   日下  穂香(6)   山崎  夢香(6)   福家  汐織(6)   谷末  陽菜(6)   須磨    雅(6)   清戸友希美(6)   外川内涼香(6)

  ｴﾊﾟｻｶ  ﾃﾚｻ(6)   谷根  優花(6)   岸本    葵(6)   牛尾  仁海(6)   竹谷  里咲(6)   中島  莉葉(6)   石山  優香(6)   本田  結愛(6)

  進藤    愛(6)   竹林    和(6)   梶尾  菜那(6)   山田菜都子(6)   釜本  芽玖(6)   足立  梨葵(6)   増田  有希(6)   山口  琴莉(6)

5/3 棒高跳 範  菜々美(2) 3m20 坂口    翠(4) 3m20 高田  奈央(3) 3m00 大矢  莉子(1) 2m60

西宮市･明石商高 三田市･武庫川女子大 明石市･明石商高 伊丹市･園田女子大

総合得点 西宮市 70.5点 姫路市 70点 加古川市 56点 北  区 37点 明石市 37点 尼崎市 34点 西  区 28点 高砂市 21点

 5月 3日  9:00 曇り  19.5℃   81％ 北東 0.7m/s 主催：兵庫陸上競技協会 総　　　　　務：吉　井　道　昭

 5月 3日 12:00 曇り  21.0℃   73％ 南 1.4m/s 　　　兵庫県体育協会 トラック審判長：吉　村　直　樹

 5月 3日 17:00 曇り    21℃   65％ 東 0.5m/s 後援：神戸新聞社 トラック審判長：西　岡　　　斉

跳　躍　審判長：田　中　耕　治

投　擲　審判長：宮　永　正　俊

記　録　主　任：中　川　広　信
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凡例（NGR:大会新記録/ EGR:大会ﾀｲ記録）


