
第３回兵庫県中学生陸上競技記録会
入賞者一覧 平成18年6月10日(土) ～ 平成18年6月11日(日)

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

２・３年生女子１００ｍ 野渥　麻衣(3) 12"28 吉本　有希(2) 12"74 横田　唯(3) 12"77 上山　真結美(3) 12"78 笹井　麻衣香(2) 12"82 斎藤　裕花(2) 12"90 高松　瑞帆(3) 12"92 藤井　明花(3) 12"94

(6月11日) 港島 +2.5 高丘 +2.5 双葉 +2.5 井吹台 +2.5 朝日 +2.5 本多聞 +2.5 魚住 +2.5 大久保 +2.6

１年生女子１００ｍ 和田　早織 13"76 中上　理渚 13"90 伴野　奈津実 14"07 上垣　麻衣子 14"19 木内　絢子 14"20 西田　文香 14"21 小田垣　亜樹 14"22

(6月10日) 御津 -0.2 家島 -0.2 北神戸 -0.5 学文 +0.5 学文 -0.5 ゆりのき台 -0.5 朝霧 +0.1

内藤　由夏 14"20 生田　千夏 14"22

井吹台 +0.5 広畑 +0.5

３年生女子８００ｍ 前田　華枝 2'16"69 松下　倭子 2'17"00 南條　愛 2'17"71 岡田　牧子 2'20"87 下山　かなえ 2'21"43 三木　陽子 2'22"18 小林　夕乃 2'22"69 長谷川　梨奈 2'24"47

(6月10日) 大久保 飾磨中部 ゆりのき台 神戸長坂 旭丘 平野 旭丘 旭丘

２年生女子８００ｍ 原　夏紀 2'15"49 藪田　梨沙 2'19"88 坂元　里佳子 2'20"52 内海　百代 2'21"63 南　祐子 2'22"32 間嶋　あゆは 2'22"41 大森　由香子 2'23"28 山下　真璃 2'24"19

(6月10日) 平岡 大会新 けやき台 新宮 御津 井吹台 志方 飾磨中部 御津

１年生女子８００ｍ 渡辺　真央 2'22"21 秋定　理奈 2'22"78 坂井　美佳 2'25"85 森本　新菜 2'27"72 吉川　千央 2'28"03 川東　里妃 2'31"39 長谷川　晶世 2'31"40 田邊　摩希子 2'32"29

(6月10日) 大久保 大会新 衣川 広嶺 小野 衣川 三木東 新宮 緑が丘

２・３年生女子１５００ｍ 原　夏紀(2) 4'40"78 下山　かなえ(3) 4'42"23 中新井　美波(3) 4'43"01 前田　華枝(3) 4'43"31 三木　陽子(3) 4'43"49 内海　百代(2) 4'43"53 松下　倭子(3) 4'47"33 寺西　佑加莉(2) 4'48"49

(6月11日) 平岡 旭丘 神陵台 大久保 平野 御津 飾磨中部 有野北

２・３年生女子走幅跳 畑　千晶(3) 5m24 前川　真帆美(3) 5m12 福田　亜耶乃(3) 4m98 久木元　舞(2) 4m93 平野　瑛葉(2) 4m80 山内　弘美(3) 4m78 大木　彩香(3) 4m77

(6月11日) 篠山 +0.5 篠山 +1.1 氷上 +0.4 増位 +0.9 網干 +0.3 播磨南 0.0 南ひばり丘 +1.1

片岡　久美(3) 4m98

小園 +0.6

２・３年生女子砲丸投 原田　千恵子(3) 13m43 松岡　円香(3) 13m19 斉藤　舞香(3) 12m68 松本　麗(3) 12m16 森澤　由樹子(3) 11m52 榎本　ｱﾌｧｰﾌ(3) 11m37 田中　千晴(3) 11m05 笹木　茉衣(3) 11m04

(6月10日) 小田北 大会新 福崎東 福崎東 浜脇 山陽 播磨南 増位 新宮

２・３年生女子円盤投 原田　千恵子(3) 31m74 小林　恵(2) 31m64 松岡　円香(3) 30m78 斉藤　舞香(3) 29m35 清水　優希歩(3) 29m33 伊藤　千尋(3) 28m88 森下　茅夏(3) 28m67 竹内　莉子(3) 28m10

(6月11日) 小田北 飾磨中部 福崎東 福崎東 武庫 小田北 飾磨中部 井吹台

女子四種競技 谷口　紗和子(3) 2772 畑中　友希(3) 2735 丸山　結花(3) 2514 大内　麻衣(3) 2480 池本　亜美(3) 2432 大槻　靖子(3) 2387 坂本　愛咲華(2) 2374 田中　理絵(3) 2362

１００ｍＨ　(6月10日) 浜坂 15"14(+0.1) 上ヶ原 15"17(+0.3) 播磨南 14"74(+1.1) 増位 15"10(+1.1) 平野 16"06(-0.7) 浜脇 15"71(-0.7) 西脇 16"86(-1.8) 志方 15"36(+1.1)

走高跳 1m55 1m61 1m30 1m35 1m49 1m46 1m46 1m30

砲丸投 10m94 8m43 9m96 9m69 8m03 8m28 10m64 9m44

２００ｍ 27"39(+0.9) 26"64(+0.9) 27"12(+0.9) 27"35(+0.9) 26"97(+1.7) 27"84(+0.9) 28"22(+0.9) 27"57(+1.7)
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