
県地区別記録会阪神地区大会
入賞者一覧 平成18年5月20日(土) ～ 平成18年5月21日(日)

尼崎市記念公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生女子１００ｍ 広野　陽子 13"94 畑 佐和子 14"25 川津　優花 14"35 宮内　りか 14"42 前泊　　葵 14"43 丹羽野　祐菜 14"47 簑田　彩音 14"49

(5月20日) 学文 +2.4 甲武 +2.5 園田東 +1.6 光ガ丘 +0.5 学文 +0.4 苦楽園 +1.1 山口 +2.4

前田早智子 14"49

御殿山 +2.7

２年生女子１００ｍ 田中　景子 13"18 大石　菜紬 13"21 野口　聖菜 13"28 桐山　茉巳 13"29 小谷　早奈 13"43 安福　風香 13"47 佐藤　舞 13"60 横山　千夏 13"63

(5月20日) 小園 +0.6 鳴尾南 +0.6 荒牧 +0.6 塩瀬 +0.6 苦楽園 +0.8 上ヶ原 +0.6 園田 +1.7 武庫 +1.7

３年生女子１００ｍ 坂元　衣利加 13"16 本村　彩未 13"36 井上　奈々 13"43 山﨑　愛 13"45 立澤　典子 13"49 本田　真美子 13"52 片岡　久美 13"56

(5月20日) 大成 +1.9 伊丹南 +1.9 鳴尾南 +0.9 上ヶ原 +1.9 小田北 +1.9 尼崎日新 +1.9 小園 +0.9

山下　悠美 13"49

学文 +0.9

２・３年生女子２００ｍ 桐山　茉巳(2) 26"55 金山　真優(3) 26"73 井上　奈々(3) 26"95 本村　彩未(3) 27"38 池田　麻衣子(2) 27"58 立澤　典子(3) 27"81 佐藤　舞(2) 27"98

(5月21日) 塩瀬 +0.7 大成 +0.7 鳴尾南 +0.7 伊丹南 +0.4 東谷 +0.7 小田北 +0.7 園田 +0.4

山下　悠美(3) 27"81

学文 +0.4

１年生女子８００ｍ 北野　芽衣 2'38"59 上野　紗弥花 2'40"97 川津　優花 2'42"34 山下　恵実 2'43"93 米田　歩未 2'44"21 新畑　侑里 2'46"54 田村　美由紀 2'46"55 小柳　朋加 2'46"70

(5月21日) 中谷 園田東 園田東 真砂 園田東 学文 東谷 鳴尾南

２・３年生女子８００ｍ 小橋　実史(2) 2'21"25 君野　夏波(3) 2'27"18 田中　頌海(2) 2'27"53 外川　千明(2) 2'29"26 小島　汀(3) 2'29"74 稲村　実希(3) 2'31"37 岡本　秋夢(3) 2'31"73 上田　恵理子(3) 2'32"52

(5月21日) 鳴尾南 浜脇 山口 大社 精道 東谷 南ひばり丘 伊丹東

２・３年生女子１５００ｍ 岡部　萌(3) 5'02"87 君野　夏波(3) 5'03"59 田中　頌海(2) 5'06"23 外川　千明(2) 5'06"43 上島　沙弥香(3) 5'10"30 稲田　敦子(3) 5'12"47 岡本　秋夢(3) 5'13"10 大畠　さくら(2) 5'13"25

(5月20日) 平木 浜脇 山口 大社 東谷 浜脇 南ひばり丘 鳴尾

２・３年生女子１００ｍＨ 中北　萌香(3) 15"23 福岡　梓(2) 16"13 衣笠　翠(2) 16"14 東川　智美(3) 16"36 倉本　綾乃(3) 16"50 岩本　友美(2) 16"85 福舛　温美(3) 17"06 田中　景子(2) 17"13

(5月21日) 中央 +0.1 武庫 +0.1 塩瀬 +0.1 武庫 +0.1 武庫 +0.1 学文 +0.1 鳴尾南 +0.1 小園 +0.1

低学年女子４×１００ｍＲ 学文 54"15 鳴尾南 55"75 光ガ丘 55"80 苦楽園 56"66 伊丹北 56"68 小園 57"40 上甲子園 57"62 甲武 57"70

(5月21日) 岩本　友美(2) 大会新 國松　宏美(2) 宮村　佳那(2) 赤堀　なつみ(2) 大平　夏実(2) 山下　愛加(2) 森下　利奈(2) 西島　茉里(2)

木内　絢子(1) 佐野　楓(1) 市橋　永理(1) 丹羽野　祐菜(1) 定井 愛結美(1) 杉本 晴香(1) 正木　優子(1) 増本 碧(1)

大西　美月(1) 澤口　桃子(1) 宮内　りか(1) 吉原　仁美(1) 吉住 心(1) 上村 彩由里(1) 西郷　愛梨(1) 猶原 萌(1)

藤川　美里(2) 大石　菜紬(2) 坂上　瑠依(2) 小谷　早奈(2) 赤崎　愛帆(2) 木村　舞(2) 武田　幸納(2) 八木　奏子(2)

共通女子４×１００ｍＲ 上ヶ原 51"53 武庫 52"79 学文 52"85 小田北 52"93 立花 53"01 鳴尾南 53"14 塩瀬 53"52 浜脇 53"73

(5月21日) 堀田　涼子(3) 東川　智美(3) 土井　香奈江(3) 木森　千歌(2) 辻井　彩子(3) 福舛　温美(3) 酒徳  真凜(2) 岩下　未友貴(3)

山﨑　愛(3) 福岡　梓(3) 熊倉　彩乃(3) 立澤　典子(3) 竹中　佳緒里(3) 中村　優里(3) 桐山　茉巳(2) 大槻　靖子(3)

安福　風香(2) 松山　真由子(3) 橋本　紗季(2) 柳井　千尋(3) 村山　由利菜(3) 湊　あきの(3) 小暮　香澄(2) 芳野　志紀(3)

畑中　友希(3) 倉本　綾乃(3) 山下　悠美(3) 小西　華(3) 日野　あずさ(3) 井上　奈々(3) 衣笠　翠(2) 藤光　幸子(3)

２・３年女子走高跳 畑中　友希(3) 1m53 徳村　早紀(2) 1m45 竹中　佳緒里(3) 1m45 高木　奈津樹(3) 1m40 大西　那苗(2) 1m40 荒島　瑞生(2) 1m40 柿本　舞唯(3) 1m35

(5月21日) 上ヶ原 鳴尾 立花 武庫 高司 大成 平木

大城　友香(3) 1m40

安倉

２・３年女子走幅跳 大木　彩香(3) 4m90 古木　香織(3) 4m81 堀田　涼子(3) 4m74 片岡　久美(3) 4m74 富久保　明(2) 4m72 坂元　衣利加(3) 4m71 住田　三奈(2) 4m68 福岡　梓(2) 4m65

(5月21日) 南ひばり丘 +0.7 中谷 +1.2 上ヶ原 +0.9 小園 +0.1 小園 +1.8 大成 +0.1 上ヶ原 0.0 武庫 +2.0

ｾｶﾝﾄﾞ4m70(0.0) ｾｶﾝﾄﾞ記録なし

２・３年女子砲丸投 松本　麗(3) 12m02 原田　千恵子(3) 11m64 益山　涼子(2) 11m16 渡眞利奈那子(2) 11m07 鈴木　春香(3) 10m61 東　夏希(3) 10m38 伊藤　千尋(3) 10m37 向　美穂(3) 9m88

(5月21日) 浜脇 小田北 学文 学文 常陽 武庫 小田北 小園

２・３年女子円盤投 原田　千恵子(3) 30m43 鈴木　春香(3) 27m90 伊藤　千尋(3) 27m01 清水　優希歩(3) 25m68 松本　麗(3) 25m57 木村　愛(3) 25m46 渡辺　絢香(3) 24m63 松本　麗奈(3) 23m70

(5月20日) 小田北 常陽 小田北 武庫 浜脇 浜脇 学文 立花

女子四種競技 畑中　友希(3) 2509 大槻　靖子(3) 2278 柳井　千尋(3) 2253 熊倉　彩乃(3) 2151 平山　千奈美(3) 1936 岩下　未友貴(3) 1824 中村　優里(3) 1812 武田　幸納(2) 1529

１００ｍＨ　(5月20日) 上ヶ原 15"92(+1.2) 浜脇 16"47(+1.2) 小田北 16"43(+1.2) 学文 16"62(+1.2) 大庄北 17"63(+1.3) 浜脇 17"76(+1.3) 鳴尾南 20"38(+1.3) 上甲子園 21"32(+1.3)

走高跳 1m53 1m43 1m40 1m25 1m20 1m25 1m43 1m35

砲丸投 8m60 8m94 8m53 9m33 10m43 7m80 7m68 9m06

２００ｍ 27"24(+3.1) 28"19(+3.1) 27"82(+3.1) 27"56(+3.1) 29"20(+3.1) 28"84(+3.1) 28"16(+3.1) 31"24(+3.1)

挑戦会１年生女子１００ｍ 広野　陽子 13"88 川津　優花 13"90 畑 佐和子 14"24 前泊　　葵 14"34 簑田　彩音 14"36 宮内　りか 14"38 丹羽野　祐菜 14"42 前田早智子 14"57

(5月20日) 学文 +1.3 園田東 +1.3 甲武 +1.3 学文 +1.3 山口 +1.3 光ガ丘 +1.3 苦楽園 +1.3 御殿山 +1.3

挑戦会２年生女子１００ｍ 田中　景子 13"20 大石　菜紬 13"29 桐山　茉巳 13"42 小谷　早奈 13"48 安福　風香 13"52 野口　聖菜 13"58 佐藤　舞 13"61 横山　千夏 13"81

(5月20日) 小園 +0.8 鳴尾南 +0.8 塩瀬 +0.8 苦楽園 +0.8 上ヶ原 +0.8 荒牧 +0.8 園田 +0.8 武庫 +0.8

挑戦会３年生女子１００ｍ 坂元　衣利加 13"21 本村　彩未 13"46 本田　真美子 13"50 立澤　典子 13"55 山下　悠美 13"57 山﨑　愛 13"61 片岡　久美 13"61 井上　奈々 13"73

(5月20日) 大成 0.0 伊丹南 0.0 尼崎日新 0.0 小田北 0.0 学文 0.0 上ヶ原 0.0 小園 0.0 鳴尾南 0.0
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