
第４４回　兵庫県小学生陸上競技　豊岡大会 令和元年9月28月日(土)

　成績一覧表 （大会コード：19280745） 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場(284170)

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

１００ｍ 西谷　星菜 14.98 伍々　愛莉 15.26 石井　望愛 15.29 田中  琴子 15.41 黒崎  琉衣 15.56 吉岡　優衣 15.66 濱本羽乃加 15.93 加藤  唯愛 16.16
風:+0.8 小坂 小代 資母 日高 佐津 五荘 香住 竹野

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 井上　華暖 14.21 美藤　桜空 14.97 谷口  愛華 15.14 下垣こころ 15.14 齊藤由理香 15.28 村上　陽愛 15.29 植田　瑠華 15.33 吉田  陽香　 15.64
風:+0.7 五荘 神美 八条 清滝 中筋 弘道 小坂 日高
８００ｍ 谷口  倖菜  2:40.07 北村  采麗  2:42.52 小林香里奈  2:49.96 原田  美空  2:53.76 水嶋穂乃果  2:54.65 小田　梨帆  2:56.18 秦  梨浬菜  2:56.25 城下千璃亜  2:59.63

香住 清滝 小代 三方 小坂 五荘 日高 三江
４×１００ｍ 小坂  1:00.16 五荘  1:00.91 日高  1:01.13 中筋  1:01.79 三江  1:01.97 八条  1:01.98 小代  1:02.38 香住  1:03.30
（共　通）    植田　瑠華    西村茉莉香    前野　夏希    清水  美優    城下千璃亜    鍋島  璃音    小林香里奈    谷口  倖菜

   水嶋穂乃果    井上　華暖    的場  海咲    齊藤由理香    淡河  未来    杉垣ひかり    伍々　愛莉    濱本羽乃加

   小操　果歩    古西　凛夏    田中  琴子    朝倉  恵乃    廣島  優奈    成田紗和子    田野　彩華    瀬戸浦愛音

   西谷　星菜    小田　梨帆    吉田  陽香　    福田  桃香    大友    花    谷口  愛華    瀧川こなみ    川西  夢生
走高跳 古西　凛夏 1m15 安井  心優 1m15 谷垣  友理 1m10 吉田  唯奈 1m10 同順:吉野帆乃佳 1m10 大友    花 1m05

五荘 八条 日高 八代 香住 三江
走幅跳 岩本あかり   4m21 杉垣ひかり   3m65 金子  美織   3m55 西村茉莉香   3m51 廣島  優奈   3m45 前野　夏希   3m33 瀧川こなみ   3m30 小谷陽茉莉   3m22

城崎 +1.5 八条 -1.0 豊岡 -0.6 五荘 -0.2 三江 +0.0 日高 +0.2 小代 -0.4 清滝 -0.7

天候 気温 風向・風速 湿度 主  催：兵庫陸上競技協会 総　　務:

競技開始時 曇り 26.0℃ 北北東　0.7m 76% 主  管：豊岡市陸上競技協会・美方郡陸上競技協会 記録主任:
(10:00) 曇り 26.0℃ 北北東　0.7m 76% 後　援：神戸新聞社 審 判 長:

(11:00) 曇り 27.0℃ 北　東　0.5m 70%

(12:00) 曇り 27.0℃ 南　西　1.2m 70%

(13:00) 曇り 28.0℃ 西南西　1.7m 64%

競技終了時 曇り 28.0℃ 西南西　1.7m 64%

岩本　あかり（城崎）

６年優秀選手

19 28日

５年優秀選手

西谷　星菜（小坂）

8 28日

８位

宮下　　淳　　　印

中村　　暁　　　印

一柳　昌孝　　　印

9月28日(土)
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