
日付 種目

秦　なつめ 26"23 (-2.1) 村上　彩花 26"39 (-2.1) 神崎　恵利 26"88 (-2.1) 熊谷　美咲 27"18 (-1.9) 藤島　綾音 27"33 (-1.9) 角谷　　実咲歩 27"35 (-1.3) 今岡　由佳 27"37 (-2.1) 藤井　まりあ 27"44 (-1.3)

上ヶ原 宝殿 小田南 太山寺 精道 松陽 旭丘 広畑

矢本　桜子 2'18"4 小林　美香 2'19"7 藪田　裕衣 2'20"1 豊田　紗希 2'20"8 宗広　千寿穂 2'21"4 本母　有紀 2'22"6

加古川 本山 けやき台 旭丘 加古川 安室

野中　美優 2'22"6

平岡南

江上　知沙 2'22"6

園田東

福田　有以 4'34"9 小林　美香 4'44"2 横江　里沙 4'45"0 矢本　桜子 4'47"0 清政　愛理 4'49"6 豊田　紗希 4'50"5 澤井　喜百 4'50"9 名間　望 4'51"3

稲美北 本山 稲美北 加古川 稲美北 旭丘 氷丘 西落合

毎床　結紀 14"75 (0.0) 藤本　奈那 14"99 (0.0) 田中　杏梨 15"21 (0.0) 新　裕衣 15"38 (+0.1) 杉本　麻香 15"46 (0.0) 有村　悠子 15"49 (0.0) 笹倉　珠実 15"51 (0.0) 宮田　薫 15"57 (+0.1)

広畑 福崎東 井吹台 大久保 広畑 平野 西脇南 福田

藤本　奈那 1m57 町田　瑞季 1m54 神崎　風香 1m54 嘉戸　香織 1m51 弦田　れい愛 1m51 吉峯　加奈恵 1m51 森崎　華苗 1m48

福崎東 上ヶ原 西神 櫨谷 甲陵 鈴蘭台 新宮

西川　愛弓 1m48

小田南

藤井　まりあ 5m25 (0.0) 相原　佐紀 5m11 (-0.1) 塩井　茅 5m03 (-0.5) 大野　実香 4m93 (-0.9) 秦　ほのか 4m90 (-0.3) 大垣　香南子 4m85 (-2.2) 笹倉　珠実 4m85 (-0.1) 高田　梨央 4m84 (-1.5)

広畑 井吹台 稲美北 姫路灘 上ヶ原 西脇 西脇南 神戸長坂

中島　美穂 12m36 岸本　紋芽 12m21 藤原　嵯千 12m04 車塚　愛実 11m69 下津　明日香 11m62 川口　未帆 11m56 工藤　沙央里 11m50 山中　梨加 11m39

白川台 新宮 大津 大久保 播磨南 大久保 井吹台 上ヶ原

秦　なつめ 12"67 (-0.3) 下村　香穂 12"81 (-0.3) 崎野　楓 13"02 (-0.3) 角谷　　実咲歩 13"07 (-0.3) 城谷　美沙希 13"17 (-0.3) 藤島　綾音 13"26 (-0.8) 中島　ひとみ 13"42 (-0.3) 坂元　里穂 13"43 (-0.9)

上ヶ原 NGR 白川台 EGR 加古川 松陽 三木東 精道 荒牧 大白書

有馬　めぐみ 13"43 (-0.8)

井吹台

毎床　結紀 w12"63 (+3.1) 村上　彩花 12"66 (+1.0) 中野　絵理子 12"87 (+0.7) 神崎　恵利 12"90 (+1.0) 小林　美咲 13"01 (+1.0) 今岡　由佳 13"04 (+1.0) 熊谷　美咲 13"08 (-2.4)

広畑 宝殿 井吹台 小田南 増位 旭丘 太山寺

新　裕衣 w13"08 (+3.1)

大久保

３年生女子 3月28日 100m

w (wind assist) : 追風参考

3月27日 砲丸投

２年生女子 3月27日 100m

3月27日 走高跳

3月28日 走幅跳

3月27日 1500m

3月28日 100mH

共通女子 3月28日 200m

3月28日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

審判長 池野憲一郎

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 記録主任 信近　清志
競技会名 平成２１年度　第１回兵庫県中学生陸上競技記録会

期日・時刻 2009/3/28


