
     第４４回但馬陸上競技選手権大会 令和２年11月3日(火)

　     成績一覧表 女子 （大会コード：20280502） 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場（競技場コード：284170）

人数 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 荒木奈々子(2) 12.72 中尾  巴映(2) 13.23 澤野  琴音(2) 13.36 和田    望(2) 13.48 和田  日向(2) 13.58 藤原  明絆 13.59 宿南  涼香(2) 13.60 松村あかり(2) 13.63
風:-1.7 豊岡高 和田山中 豊岡南中 豊岡南中 和田山中 但馬ＡＣ 豊岡南中 和田山中
２００ｍ 荒木奈々子(2) 26.31 中尾  巴映(2) 27.57 藤原  明絆 28.05 和田  日向(2) 28.28 長野  里咲(1) 29.08 西井  杏里(2) 29.81 橋本  梨菜(2) 30.00 松村ひかり(1) 30.84
風:-1.3 豊岡高 和田山中 但馬ＡＣ 和田山中 八鹿高 近畿大豊岡高 和田山中 近畿大豊岡高
４００ｍ 戸田  美里(2)  1:03.23 加藤  桃羽(1)  1:04.41 黒崎  紀花(2)  1:05.44 澤田  実優(2)  1:05.68 的場  星海(1)  1:07.09 和田  純香(1)  1:08.09 藤原  凪沙(1)  1:09.32 中村  莉子(2)  1:13.09

八鹿高 豊岡総合高 豊岡総合高 近畿大豊岡高 和田山高 近畿大豊岡高 生野高 近畿大豊岡高
８００ｍ 太田垣楓華(1)  2:19.91 古西  亜海(2)  2:26.36 吉田  陽花(2)  2:28.70 小谷  紗貴(2)  2:30.74 白井  綺梅(1)  2:33.47 加藤  世菜(1)  2:35.62 吉谷  歩輝(2)  2:36.16 田中かのん(2)  2:39.97

八鹿高 NGR 豊岡総合高 日高高 豊岡高 朝来中 和田山中 豊岡高 豊岡高
３０００ｍ 太田垣楓華(1) 10:26.71 吉田  陽花(2) 10:48.57 白井  綺梅(1) 11:03.64 大西わかな(3) 11:05.89 宮垣    葵(2) 11:54.29 西村  梨緒(2) 12:18.17 奥平    愛(2) 12:22.49 前渕  美歩(1) 12:27.51

八鹿高 日高高 TR5 朝来中 日高高 TR5 豊岡南中 和田山中 日高高 日高高
１００ｍＨ 杉立  唯華(1) 16.99 西井  杏里(2) 19.08
風:+0.3 豊岡高 近畿大豊岡高

４×１００ｍ 和田山中 51.92 豊岡南中 52.54 八鹿高 53.11 近畿大豊岡高Ｂ 55.01 日高東中 55.43 近畿大豊岡高Ａ 56.32 日高高 56.42
   橋本  梨菜(2)    安井  真那(2)    戸田  美里(2)    中村  莉子(2)    飯田  あみ(2)    西村  乃亜(1)    上倉  琴音(1)
   松村あかり(2)    和田    望(2)    山根三早咲(2)    上杉  真由(2)    谷垣  友里(1)    松村ひかり(1)    森  ひいな(2)
   和田  日向(2)    宿南  涼香(2)    土野  栞摘(2)    澤田  実優(2)    真鍋    葵(2)    安東  日菜(1)    山村  夏海(2)
   中尾  巴映(2)    澤野  琴音(2)    長野  里咲(1)    西井  杏里(2)    加藤明日香(2)    和田  純香(1)    奥平    愛(2)

走高跳 安井  真那(2) 1m35 森  ひいな(2) 1m30 山根  未愛(2) 1m30 稲津  佳歩(2) 1m20
豊岡南中 日高高 出石高 豊岡南中

走幅跳 澤野  琴音(2)   4m58 上杉  真由(2)   4m49 小笹  恵維(1)   4m49 澤田  実優(2)   4m36 守山  愛香(2)   4m31 山根三早咲(2)   4m29 裏戸  幸奈(1)   4m17 西村  乃亜(1)   4m02
豊岡南中 -0.3 近畿大豊岡高 +1.1 八鹿高 +0.6 近畿大豊岡高 +1.7 香住高 +1.0 八鹿高 +0.9 豊岡高 -0.4 近畿大豊岡高 -0.8

砲丸投 土野  栞摘(2)   8m10 村上  理彩(2)   7m06 松本  美空(2)   6m72 小坂日菜里(1)   6m54
(4.000kg) 八鹿高 日高高 八鹿高 日高高
円盤投 土野  栞摘(2)  23m95 田中ちひろ(2)  22m88 梅田    葵(2)  22m72 坂本  薫海(2)  21m41 村上  理彩(2)  20m90 安東  日菜(1)  19m06 小山  紗季(2)  16m53

(1.000kg) 八鹿高 八鹿高 豊岡総合高 出石中 日高高 近畿大豊岡高 八鹿高
やり投 小笹  恵維(1)  28m86 坂本  眞悠(2)  27m86 田中ちひろ(2)  24m69 土野  栞摘(2)  23m02 松本  美空(2)  21m71

(0.600kg) 八鹿高 和田山高 八鹿高 八鹿高 八鹿高

114名 NGR:大会新記録 主  催：豊岡市陸上競技協会 天候 気温 風向・風速 湿度
TR5 :規定外シューズ使用 競技開始時 晴れ 11.0℃ 　　東　　　　0.0m 69%

(10:00) 晴れ 14.0℃ 　北西　　　 1.2m 72%
(11:00) 晴れ 16.0℃ 　　南　　　　0.8m 74%
(12:00) 晴れ 18.0℃ 　　北　　　　1.0m 53%
(13:00) 曇り 17.0℃ 　　東　　　　1.0m 51%
(14:00) 曇り 16.0℃  西南西 　　2.7m 50%
(15:00) 雨 13.0℃ 　　北　　　  0.7m 88%
(16:00) 雨 13.0℃ 北東    　1.5m 88%

競技終了時 雨 13.0℃ 北東    　1.5m 88%

総　　　　 務： 　一柳　昌孝 印

記 録 主 任： 　中村　　暁 印

　
審   判   長： 　宮下　　淳 印
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