
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会（中播）
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 篠原　茜 13"9 山本　綾乃 14"1 生田　千夏 14"3 三枝　明佳 14"4 荒木　美恵 14"7 勢川　彩花 14"8

(5月13日) 姫路灘 +0.4 広嶺 +0.2 広畑 +0.3 網干 +0.8 坊勢 +0.3 網干 +0.7

小椋　千笑 14"4 真利　明香音 14"8

増位 +0.1 姫路灘 +0.1

２年生女子１００ｍ 吉本　有希 12"6 笹井　麻衣香 12"7 太田　菜月 12"8 坂野　葵 13"0 村上　加奈実 13"1 木村　美砂 13"2

(5月14日) 高丘 +1.6 朝日 +1.6 飾磨西 +1.6 書写 +1.6 安室 +1.8 安室 +1.8

橘　美有 13"0 中島　真実 13"1

家島 +1.6 大的 +1.5

３年生女子１００ｍ 村井　咲紀 13"0 橘　綾香 13"2 小西　優子 13"3 鬼塚　杏 13"4 的場　綾乃 13"5

(5月14日) 増位 +1.9 四郷 +1.4 姫路灘 +1.9 山陽 +2.0 広嶺 +1.6

澤田　春花 13"2 岡本　彩佳 13"3

増位 +1.9 安室 +1.4

荒木　彩菜 13"3

坊勢 +1.3

共通女子２００ｍ 坂野　葵(2) 27"4 村井　咲紀(3) 27"6 井上　菜摘(2) 27"8 澤田　春花(3) 28"1 木村　美砂(2) 28"2 村上　加奈実(2) 28"3

(5月13日) 書写 +0.8 増位 +0.8 網干 +0.7 増位 +0.8 安室 +0.7 安室 +0.7

小西　優子(3) 28"1 高橋　希和子(2) 28"3

姫路灘 +0.8 姫路灘 +1.0

橘　美有(2) 28"1

家島 +0.4

１年生女子８００ｍ 坂井　美佳 2'32"0 中川　侑美 2'41"7 片田　江保 2'42"7 足立　萌恵 2'46"2 坂元　亜里沙 2'49"6 福島　亜耶美 2'49"7 木俣　美紗稀 2'50"0

(5月13日) 広嶺 山陽 朝日 広畑 大白書 姫路灘 山陽

松田　遥 2'49"6

広畑

２・３年生女子８００ｍ 松下　倭子(3) 2'19"5 大森　由香子(2) 2'25"6 小西　あゆみ(3) 2'29"3 永吉　愛花(2) 2'31"4 髙坂　奈未(2) 2'32"9 玉田　裕里恵(2) 2'33"1 溝渕　香織(2) 2'33"2 芝野　早紀(2) 2'33"9

(5月13日) 飾磨中部 飾磨中部 四郷 姫路灘 城山 朝日 朝日 城山

共通女子１５００ｍ 松下　倭子(3) 4'52"2 大森　由香子(2) 4'57"0 玉田　裕里恵(2) 5'04"5 小西　あゆみ(3) 5'05"4 坂井　美佳(1) 5'06"4 小西　萌子(2) 5'06"7 溝渕　香織(2) 5'08"0

(5月14日) 飾磨中部 飾磨中部 朝日 四郷 広嶺 姫路灘 朝日

永吉　愛花(2) 5'04"5

姫路灘

共通女子１００ｍＨ 吉本　有希(2) 15"3 太田　菜月(2) 15"6 久木元　舞(2) 15"7 秋武　希依(3) 16"5 井上　菜摘(2) 16"6 中西　梨菜(2) 17"8 藤原　静架(3) 18"0

(5月14日) 高丘 +1.0 飾磨西 +1.0 増位 +1.0 高丘 -0.6 網干 +0.8 朝日 +0.4 安室 -0.6

大内　麻衣(3) 15"3

増位 +1.0

共通女子４×１００ｍＲ 安室 52"8 網干 53"0 高丘 53"5 増位 53"6 飾磨西 53"7 家島 54"7 坊勢 54"9 大河内 56"1

(5月14日) 村上　加奈実(2) 玉島　実咲(2) 長松　絵里香(3) 森下　瑠美(3) 坂東　加菜(3) 安井　美伽(2) 荒木　彩菜(3) 大中　菜々子(3)

木村　美砂(3) 平野　瑛葉(2) 吉本　有希(2) 大内　麻衣(3) 坂東　沙紀(2) 中上　理渚(1) 大角　麻里(2) 浦上　真季(2)

小寺　嘉七子(3) 井上　菜摘(2) 山下　真実(2) 澤田　春花(3) 下垣　若奈(2) 山本　英里(2) 小林　秋穂(2) 和田　瑞希(2)

岡本　彩佳(3) 中西　麻奈美(3) 尾﨑　梨乃(2) 村井　咲紀(3) 太田　菜月(2) 橘　美有(2) 荒木　美恵(1) 児島　歩美(3)

城山 56"1

尾崎　真奈美(3)

浅井　志保子(3)

山本　眞民(3)

藪口　友真(2)

共通女子走高跳 玉島　実咲(2) 1m48 尾﨑　梨乃(2) 1m45 柳田　恭子(2) 1m40 古指　伊織(2) 1m35

(5月14日) 網干 高丘 福崎東 姫路灘

和田　瑞希(2) 1m40 松本　昌子(2) 1m35

大河内 飾磨西

上村　優女(3) 1m40 藪口　友真(2) 1m35

姫路灘 城山

浅井　志保子(3) 1m40

城山

１年生女子走幅跳 山手　瑞貴 3m92 尾藤　珠美 3m82 世古宗　桜 3m71 荒川　くらら 3m52 前田　実里 3m51 谷口　暁 3m50 沼田　紗也加 3m40 荒木　美恵 3m38

(5月13日) 増位 +0.4 福崎東 +0.1 四郷 0.0 四郷 +0.5 高丘 +1.6 城山 +0.3 広嶺 +0.7 坊勢 +0.6

２・３年生女子走幅跳 松山　知世(2) 4m68 井寄　亜由美(3) 4m59 小寺　嘉七子(3) 4m56 尾﨑　梨乃(2) 4m55 平野　瑛葉(2) 4m53 三宅　春奈(3) 4m51 久木元　舞(2) 4m40 杉本　亜味(3) 4m32

(5月13日) 飾磨西 +1.5 姫路東 +0.6 安室 +0.9 高丘 +0.8 網干 +0.7 山陽 +1.3 増位 +0.9 広畑 +0.8

共通女子砲丸投(2.7kg) 松岡　円香(3) 13m16 斉藤　舞香(3) 13m15 森澤　由樹子(3) 11m53 田中　千晴(3) 11m04 中西　香澄(3) 10m95 久保田　若菜(2) 10m77 宮田　紫帆(3) 10m67 枝野　友紀(3) 10m65

(5月14日) 福崎東 福崎東 山陽 増位 朝日 安室 大津 大津

共通女子円盤投 松岡　円香(3) 28m39 斉藤　舞香(3) 27m85 小林　恵(2) 27m63 森下　茅夏(3) 26m41 松井　舞香(2) 24m79 山根　敦子(2) 22m98 橋本　美央(3) 22m64 長濱　未生(3) 22m45

(5月13日) 福崎東 福崎東 飾磨中部 飾磨中部 飾磨中部 高丘 広嶺 増位

女子四種競技 大内　麻衣(3) 2201 上村　優女(3) 1936 柳田　恭子(2) 1787 坂東　加菜(3) 1726 大野　秀華(2) 1381

１００ｍＨ　(5月13日) 増位 16"4(+0.5) 姫路灘 17"1(+0.4) 福崎東 17"5(+0.4) 飾磨西 18"8(+0.4) 増位 19"4(+0.5)

走高跳 1m35 1m41 1m30 1m30 1m15

砲丸投 9m41 8m25 7m08 8m48 6m92

２００ｍ 28"0(+0.4) 30"4(+0.4) 29"2(+0.4) 29"5(+0.4) 30"2(+0.3)
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