
競技会名 第１回　兵庫県中学生陸上競技記録会
期日 平成20年3月26日（水）～27日（木） 競技場 神戸総合運動公園陸上競技場 主催 兵庫陸上競技協会

期日 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
3/26 ２年 村上 彩花 岡 由依子 後藤 瑠美 熊谷 美咲 神崎 恵利 今城 真由香 今岡 由佳

100m 宝殿 加古川 宝殿 太山寺 小田南 広畑 旭丘
12.81(-1.1) 13.01(-1.1) 13.10(-1.1) 13.43(-1.0) 13.46(-1.1) 13.56(-1.1) 13.61(-1.0)
大会新 日高 眞妃 酒澤 里奈

上ヶ原 二見
13.43(-0.8) 13.61(-0.8)

3/27 ３年 宇都宮 絵莉 木内 絢子 小泉 景子 角谷 安友奈 浅野 史帆 広野 陽子 内藤 由夏
100m 平岡南 学文 平岡南 松陽 平岡南 学文 井吹台

12.81(-1.0) 12.94(-1.0) 13.06(0.0) 13.13(+0.6) 13.15(-1.0) 13.16(0.0) 13.21(-1.0)
白石 成美
平岡
13.15(0.0)

3/27 200m 小田垣 亜樹 白石 成美 角谷 安友奈 柳 真代 西田 文香 内橋 美沙 岡 由依子
朝霧 平岡 松陽 宝殿 ゆりのき台 西脇南 加古川
26.94(-1.3) 27.05(-0.7) 27.07(-0.7) 27.13(-1.3) 27.14(-0.7) 27.23(-1.3) 27.28(-0.7)
村上 彩花
宝殿
26.94(-0.7)

3/27 800m 渡辺 真央 松尾 玲奈 森本 新菜 新畑 侑里 日坂 文子 中野 有希子 田邊 摩希子 小林 美香
大久保 稲美北 小野 学文 加古川山手 八景 緑が丘 本山
2:15.3　大会新 2:16.0　大会新 2:17.6　大会新 2:20.0 2:20.6 2:21.2 2:21.8 2:23.0

3/26 1500m 渡辺 真央 家納 梓 松尾 玲奈 清政 愛理 小林 美香 森本 新菜 田邊 摩希子 日坂 文子
大久保 新宮 稲美北 稲美北 本山 小野 緑が丘 加古川山手
4:35.9 4:39.7 4:42.7 4:43.0 4:45.5 4:45.7 4:46.0 4:47.2

3/27 100mH(76.2cm) 内橋 美沙 飯田 郁未 柏木 彩江 西田 文香 濱本 恵美 山本 彩乃 石井 佑奈 藤本 奈那
西脇南　大会新 港島　　大会新 青雲 ゆりのき台 江井島 広嶺 伊川谷 福崎東
14.74(+0.4) 14.89(+0.4) 15.14(+0.4) 15.33(+0.4) 15.37(+0.4) 15.42(+0.4) 15.50(+0.4) 15.55(-0.6)

3/26 走高跳 岡森 朝香 近藤 佳愛 田中 碧 以下７位1.40 加藤 友里 正木 優子
大池 伊川谷 御影 永井 貴誉満 大原中 上甲子園
1.51 1.48 1.45 伊川谷 弦田 れい愛 宮原 弘香

西畑 実樹 古曳 ひかる 津田 梨帆 甲陵 新宮
狭間 東谷 御津 渡辺 由衣 佐野 楓
1.48 1.45 吉峯 加奈恵 上ヶ原 宝梅
長尾 美里 鈴蘭台 西川 愛弓 竹本 弥生
東落合 小野 萌香 小田南 新宮
1.48 鈴蘭台 木村 奈津 秋本 望羽

森脇 世梨樺 福崎東 学文
高司 今村 沙也 町田 瑞季
秦 茉利奈 山陽 上ヶ原
龍野東

3/27 走幅跳 宇都宮 絵莉 藤井 まりあ 山崎 有紗 濱本 恵美 前泊 葵 福井 佑菜 藤本 奈那
平岡南 広畑 大津 江井島 学文 西脇 福崎東
5.54(+1.0) 5.15(+1.4) 5.12(+2.2) 5.10(+3.4) 5.08(+1.4) 5.05(+1.7) 5.03(0.0)
大会新 上垣 麻衣子

学文
5.15(+1.9)

3/26 砲丸投(2.72kg) 桃井 悠希 山手 瑞貴 森岡 友恵 福田 彩 清水 優子 山田 夏菜 松田 智未
御影 増位 常陽 網干 学文 浜脇 櫨谷
12.12 11.85 11.73 11.71 11.70 11.37 11.00

武中 晴佳
豊岡南
11.00


