
第２回県中学校陸上競技記録会（地区別）淡路
入賞者一覧 平成18年5月21日(日) 

洲本市スポーツセンター陸上競技場
種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生女子１００ｍ 岡　優実 14"7 福栄　葵 14"8 高田　佳奈 15"0 樫本　依佳 15"3 安田　渚 15"4 岡本　愛美 15"5 長手　遥香 15"7
(5月21日) 洲浜 0.0 南淡 0.0 三原 -0.6 洲浜 -0.8 南淡 0.0 三原 0.0 洲浜 0.0

田中　優希 15"3
三原 0.0

１年生女子８００ｍ 木下　恵理 2'40"4 坂本　奈穂 2'44"1 中田　茉梨夏 2'51"4 小松　里華 2'57"0 東原　未幸 3'01"0 福田　有桂 3'01"4 中尾　ひらり 3'01"8
(5月21日) 南淡 南淡 南淡 津名 青雲 南淡 三原
２年生女子１００ｍ 長手　真希 13"9 除補　千可保 14"0 櫻井　咲 14"1 吉中　春菜 14"7 阪本　納奈代 14"8
(5月21日) 洲浜 +0.3 青雲 +0.3 青雲 -0.7 津名 -0.7 津名 -0.7

山口　明希 13"9 西谷　綾納 14"1
南淡 +0.3 津名 +0.3

東　詩織 14"1
南淡 +0.3

２年生女子８００ｍ 堀　彩香 2'33"2 濱田　錦 2'36"7 川西　すみれ 2'39"9 柳原　愛弓 2'41"9 田淵　元花 2'43"4 金谷　英佳 2'43"7 柴田　愛子 2'52"0 中川　知代 3'12"5
(5月21日) 南淡 青雲 南淡 青雲 青雲 南淡 南淡 津名
３年生女子１００ｍ 吉見　歩美 13"2 向所　瑞枝 13"3 長野　優希 13"7 岩岡　みどり 14"1 中野　真及 14"3 亀徳　彩乃 14"7 勘田　麻紀 14"9
(5月21日) 青雲 +1.3 由良 +1.3 青雲 +1.3 津名 +1.3 津名 +1.3 津名 +1.3 御原 +1.3

船越　理恵 14"1 小野　絵里加 14"9
三原 +1.3 御原 +1.3

尾下　実希 14"9
津名 +1.3

３年生女子８００ｍ 賀集　幹 2'35"4 空山　佳世 2'43"6 高田　恭子 2'45"1 北内　まみ 2'45"8 中田　美帆 3'00"5 山根　宣子 3'10"2 山岡　梨紗 3'14"2
(5月21日) 三原 青雲 南淡 御原 津名 洲浜 津名
共通女子２００ｍ 吉見　歩美(3) 27"6 山口　明希(2) 28"7 岩岡　みどり(3) 29"3 西谷　綾納(2) 29"7 東　詩織(2) 30"4 山田　加奈美(3) 30"9 阪本　納奈代(2) 31"1
(5月21日) 青雲 +1.2 南淡 +1.2 津名 +1.2 津名 +1.2 南淡 +1.2 三原 +1.2 津名 +1.2

除補　千可保(2) 28"7
青雲 +1.2

共通女子１５００ｍ 堀　彩香(2) 5'10"8 空山　佳世(3) 5'16"3 柳原　愛弓(2) 5'19"8 田淵　元花(2) 5'20"3 賀集　幹(3) 5'20"7 濱田　錦(2) 5'25"4 川西　すみれ(2) 5'40"6 高田　恭子(3) 5'44"3
(5月21日) 南淡 青雲 青雲 青雲 三原 青雲 南淡 南淡
共通女子１００ｍＨ 柏木　彩江(1) 17"6 吉中　春菜(2) 19"0 中原　麻歩(2) 19"4 川崎　明美(2) 20"0 勝浦　穂(2) 20"6 勘田　麻紀(3) 23"8
(5月21日) 青雲 0.0 津名 -1.3 津名 0.0 三原 -1.3 南淡 0.0 御原 -1.3
共通女子４×１００ｍＲ 青雲 52"9 南淡 55"2 津名 56"4 御原 57"8 三原 58"7 五色 60"5 御原 62"1
(5月21日) 櫻井　咲(2) 川西　すみれ(2) 尾下　実希(3) 小野　絵里加(3) 川崎　明美(2) 福岡　真帆(2) 蔭山　由吏(3)

吉見　歩美(3) 堀　彩香(2) 岩岡　みどり(3) 北内　まみ(3) 久井　美佳(1) 原田　咲菜(2) 上田　薫(3)
長野　優希(3) 東　詩織(2) 亀徳　彩乃(3) 勘田　麻紀(3) 山田　加奈美(3) 畑　敦美(2) 山田　史恵(3)
除補　千可保(2) 山口　明希(2) 中野　真及(3) 油本　咲(3) 船越　理恵(3) 菅本　美咲(2) 冨山　茉沙紀(3)

低学年女子４×１００ｍＲ 南淡 56"8 洲浜 58"2 青雲 58"4 三原 58"4 津名 60"5
(5月21日) 金谷　英佳(2) 由尾　利紗(2) 中田　美里(2) 伊達　愛(2) 吉中　春菜(2)

福栄　葵(1) 樫本　依佳(1) 柏木　彩江(1) 高田　佳奈(1) 舩越　巳加(1)
木下　恵理(1) 岡　優実(1) 永田　絵未(1) 岡本　愛美(1) 中林　幸奈(1)
勝浦　穂(2) 長手　真希(2) 黒田　祐加(2) 松浦　悠衣(2) 西谷　綾納(2)

１年生女子走幅跳 安田　愛 3m85 永田　絵未 3m85 長手　遥香 3m84 平野　楓 3m76 原口　奈津希 3m71 橋本　有紗 3m54 高田　佳奈 3m50 岡本　愛美 3m40
(5月21日) 南淡 -0.2 青雲 -0.3 洲浜 -0.1 南淡 +0.8 三原 +1.7 南淡 +1.2 三原 +2.0 三原 -1.0
共通女子走高跳 坂東　里菜(3) 1m35 勝浦　穂(2) 1m35 蔭山　由吏(3) 1m30 溝渕　莉加(3) 1m30 川崎　明美(2) 1m25
(5月21日) 南淡 南淡 御原 三原 三原

永田　絵未(1) 1m30 中島　千杏希(3) 1m25
青雲 由良
竹田　瑞(3) 1m30
津名

共通女子走幅跳 長手　真希(2) 4m86 櫻井　咲(2) 4m44 中野　真及(3) 4m15 由尾　利紗(2) 4m12 金谷　英佳(2) 4m07 尾下　実希(3) 4m07 赤井　衣里阿(2) 4m01 鈴木　理加(3) 4m00
(5月21日) 洲浜 +1.7 青雲 +0.4 津名 +1.6 洲浜 +0.7 南淡 +1.8 津名 -0.1 洲浜 +1.8 由良 +2.2
共通女子砲丸投 油本　咲(3) 10m74 向所　瑞枝(3) 10m74 以頭　朋子(3) 10m16 山田　史恵(3) 9m76 靭負　友里加(2) 8m28 箕輪　由樹(3) 8m18 林　彩花(2) 8m15
(5月21日) 御原 由良 南淡 御原 津名 洲浜 南淡

蔭山　由吏(3) 8m18
御原

共通女子円盤投 油本　咲(3) 24m18 山田　史恵(3) 22m11 鈴木　理加(3) 21m47 中島　千杏希(3) 19m65 以頭　朋子(3) 18m43 靭負　友里加(2) 16m49 塩道　麻葵(3) 15m93 嶋田　早希(3) 15m86
(5月21日) 御原 御原 由良 由良 南淡 津名 津名 三原
女子四種競技 船越　理恵(3) 1800 上田　薫(3) 1350
１００ｍＨ　(5月21日) 三原 17"5(+0.1) 御原 19"9(+0.1)
走高跳 1m25 1m30
砲丸投 9m35 7m80
２００ｍ 30"4(+1.0) 33"3(+1.0)
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