
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会（西播）
入賞者一覧 平成18年5月13日(土) ～ 平成18年5月14日(日)

太子町総合公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生女子１００ｍ 横田　亜莉沙 13"9 山田　咲 14"1 坂見　優奈 14"4 秦　茉利奈 14"7 廣野　有紀 14"8 村上　志保 14"9

(5月13日) 揖保川 +0.7 太子東 +0.1 赤穂 +0.2 龍野東 +0.1 龍野東 +0.2 新宮 +0.5

和田　早織 13"9 丸山　和恵 14"8

御津 +0.3 龍野東 -0.1

２年生女子１００ｍ 大西　ひかり 13"3 長谷川　未咲 13"4 皆木　恵梨 13"5 廣岡　奈生子 13"7 宇原　彩香 13"9 宮本　由香里 14"2

(5月14日) 上月 +1.8 上月 +1.7 上月 +0.7 太子東 +0.7 龍野東 +1.7 上月 +1.7

松原　美保 13"5 橋本　妙 14"2

赤穂東 +0.9 上郡 +0.4

３年生女子１００ｍ 横田　唯 12"8 後田　美紀 13"0 山根　瑞歩 13"3 後田　瞳 13"4 西林　七穂 13"5 増田　朱音 13"7 長治　あずさ 13"8 中林　由香 13"9

(5月14日) 双葉 +1.9 太子西 +1.4 赤穂西 +1.9 太子西 +1.6 新宮 +2.0 上郡 +2.0 上郡 +0.9 坂越 +1.4

共通女子２００ｍ 横田　唯(3) 26"8 宇原　彩香(2) 29"0 長瀬　鮎美(3) 29"2 越智　由佳梨(3) 29"3 山村　美紀(2) 29"6 三尾　麻名実(2) 30"2 大谷　麻実(3) 30"4

(5月13日) 双葉 +0.8 龍野東 +0.5 太子西 +0.5 御津 +0.8 坂越 +0.5 龍野東 +1.0 上月 +1.0

菅野　美幸(3) 29"3

太子西 +0.6

１年生女子８００ｍ 長谷川　晶世 2'39"0 橋本　樹 2'40"6 三里はるな 2'41"5 家納　梓 2'43"5 田渕　逸美 2'48"0 大野　成美 2'48"6 本多　梨奈 2'49"3 山本　実穂 2'50"3

(5月13日) 新宮 龍野東 新宮 新宮 龍野東 上月 御津 上郡

２・３年生女子８００ｍ 坂元　里佳子(2) 2'24"7 内海　百代(2) 2'25"8 堀　菜摘(3) 2'26"2 斉明寺　千佳(3) 2'26"9 山下　真璃(2) 2'30"3 小嶋　菫(2) 2'32"1 和田　かおり(2) 2'32"7 篠原　奈保子(2) 2'33"5

(5月13日) 新宮 御津 新宮 新宮 御津 御津 新宮 御津

共通女子１５００ｍ 内海　百代(2) 4'52"8 斉明寺　千佳(3) 4'53"2 小嶋　菫(2) 4'56"8 坂元　里佳子(2) 4'57"3 堀　菜摘(3) 5'00"1 小林　千紗(2) 5'04"8 坂下　萌(3) 5'05"0 篠原　奈保子(2) 5'06"4

(5月14日) 御津 新宮 御津 新宮 新宮 千種 龍野東 御津

共通女子１００ｍＨ 山根　瑞歩(3) 15"4 廣岡　奈生子(2) 17"0 山口　美里(3) 17"4 丸山　和恵(1) 19"3 長治　あずさ(3) 19"5 廣野　有紀(1) 19"6 石崎　千恵(1) 20"2 赤路　春和(2) 21"5

(5月14日) 赤穂西 +1.0 太子東 -0.3 揖保川 -0.6 龍野東 +0.8 上郡 +0.4 龍野東 +0.8 新宮 +1.5 赤穂東 +1.5

共通女子４×１００ｍＲ 太子西 53"3 上月 54"0 新宮 55"1 上郡 56"2 龍野東 57"4 御津 58"9

(5月14日) 後田　瞳(3) 皆木　恵梨(2) 笹木　茉衣(3) 三浦　有美香(3) 三尾　麻名実(2) 足立　早希(1)

長瀬　鮎美(3) 長谷川　未咲(3) 中田　麻衣(3) 長治　あずさ(3) 廣野　有紀(1) 越智　由佳梨(3)

菅野　美幸(3) 大谷　麻実(3) 山本　佳奈(3) 田中　佑佳(3) 丸山　和恵(1) 白木　恵里(1)

後田　美紀(3) 大西　ひかり(2) 西林　七穂(3) 増田　朱音(3) 宇原　彩香(2) 和田　早織(1)

揖保川 56"2

武内　里奈(3)

山口　美里(3)

堀　夏実(3)

高橋　果織(3)

共通女子走高跳 山本　有希子(2) 1m45 高橋　果織(3) 1m40 中田　麻衣(3) 1m35 小林　一葉(3) 1m30 房安　光花(1) 1m25 藤井　はづき(3) 1m20 橋本　樹(1) 1m10

(5月14日) 双葉 揖保川 新宮 新宮 揖保川 龍野東 龍野東

１年生女子走幅跳 川口　真由 3m58 下房　ゆかり 3m52 福井　沙彩 3m40 岡本　麻里花 3m26 相本　紗希 3m22 村上　志保 3m20 白谷　菜絵 3m09 初貝　佳苗 2m97

(5月13日) 龍野西 +0.1 双葉 +0.7 龍野西 +0.2 双葉 +0.3 双葉 0.0 新宮 +0.3 龍野西 +0.1 揖保川 +0.4

２・３年生女子走幅跳 堀　夏実(3) 4m22 武内　里奈(3) 4m09 大谷　麻実(3) 3m95 小河　舞(3) 3m76 伊藤　康子(2) 3m70 松浦　貴代(2) 3m58

(5月13日) 揖保川 +0.8 揖保川 +0.6 上月 +1.1 龍野西 +1.6 新宮 +1.0 新宮 +1.1

共通女子砲丸投(2.7kg) 上田　麻衣(3) 11m95 笹木　茉衣(3) 11m14 浜野　果林(3) 10m46 石原　佳奈(3) 10m29 曲戸　梓(3) 9m59 青木　香澄(3) 9m17 尾崎　由佳(2) 8m63 大川　梨恵(3) 8m16

(5月14日) 揖保川 新宮 揖保川 新宮 赤穂西 御津 新宮 双葉

共通女子円盤投 青木　香澄(3) 24m73 小林　亜里沙(3) 23m05 石原　佳奈(3) 22m61 田中　佑佳(3) 22m01 尾崎　由佳(2) 21m52 河内　真愛(3) 20m52 高田　亜沙子(3) 19m77 小河　舞(3) 18m00

(5月13日) 御津 揖保川 新宮 上郡 新宮 揖保川 新宮 龍野西

女子四種競技 笹木　茉衣(3) 2149

１００ｍＨ　(5月13日) 新宮 16"5(+0.5)

走高跳 1m30

砲丸投 10m95

２００ｍ 29"2(+0.4)
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