
第５８回　全日本中学校通信陸上競技兵庫県大会
入賞者一覧 平成24年7月7日(土) ～ 平成24年7月8日(日)

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生女子１００ｍ 瀬戸浦　佑奈 12"41 清水　紗貴 12"41 張　藝 12"42 山本　奈穂 12"51 村上　緋奈子 12"60 中塚　瑞希 12"65 上月　美裕 12"67 前田　早紀 12"72

(7月7日) 香住第一 +1.6 龍野東 +1.6 加古川 +1.6 太山寺 +1.6 柏原 +1.6 朝日 +1.6 井吹台 +1.6 飾磨西 +1.6

２年生女子１００ｍ 神谷　育実 12"45 横田　華恋 12"51 岸本　若奈 12"59 津山  葵 12"60 藤原　沙耶 12"78 馬場　瑞希 12"84 川原　把菜 12"92 池田　知穗 13"05

(7月7日) 日高東 +1.3 朝日 +1.3 大原 +1.3 学文 +1.3 宝殿 +1.3 大蔵 +1.3 啓明学院 +1.3 赤穂東 +1.3

１年生女子１００ｍ 杉山　菜々子 12"96 小東　ゆい 13"08 大崎　美都 13"11 吉田　果穂 13"26 宮田　乙葉 13"30 三浦　美吹 13"47 神田　響 13"53 安田　明日翔 13"56

(7月7日) 神吉 +1.8 小野 +1.8 学文 +1.8 姫路灘 +1.8 朝霧 +1.8 二見 +1.8 飾磨東 +1.8 狭間 +1.8

共通女子２００ｍ 上月　美裕(3) 25"40 津山  葵(2) 25"73 山本　奈穂(3) 25"86 瀬戸浦　佑奈(3) 25"90 清水　紗貴(3) 26"06 岸本　若奈(2) 26"09 高橋　彩実(3) 26"21 高田　千晶(3) 26"25

(7月8日) 井吹台 +3.7 学文 +3.7 太山寺 +3.7 香住第一 +3.7 龍野東 +3.7 大原 +3.7 小野 +3.7 志方 +3.7

共通女子８００ｍ 髙橋　ひな(2) 2'15"12 田中　菜々(3) 2'17"25 大原　祥子(3) 2'17"93 萬代　美沙(3) 2'18"71 櫻井　千佳(3) 2'20"38 奥川　愛羅(3) 2'22"34 松本　成美(3) 2'25"14

(7月8日) 山陽 高倉 志方 大久保 神吉 上郡 志方

共通女子１５００ｍ 髙橋　ひな(2) 4'32"56 和田　さくら(2) 4'33"35 萬代　美沙(3) 4'38"41 南　美沙希(2) 4'38"98 宗廣　閑那(3) 4'39"17 田中　菜々(3) 4'40"06 安藤　富貴子(3) 4'40"76 野々口　明希(3) 4'41"36

(7月7日) 山陽 稲美 大久保 龍野東 加古川 高倉 大久保 大久保

共通女子１００ｍＨ 松田　彩佳(3) 14"02 松尾　侑季(3) 14"20 村上　緋奈子(3) 14"40 堂脇　優香(3) 14"63 荒木　志帆(3) 14"65 丸市　佳乃子(3) 14"70 丸本　佳苗(3) 14"91 高島  佳乃子(3) 14"99

(7月8日) 大原　　　大会新 +1.8 飾磨東 +1.8 柏原 +1.8 神戸長坂 +1.8 播磨南 +1.8 播磨南 +1.8 豊岡北 +1.8 武庫 +1.8

共通女子４×１００ｍＲ 大原 50"34 井吹台 51"18 飾磨西 51"25 朝日 51"27 小野 51"35

(7月8日) 米村　京子(2) 岡野　颯季(3) 関　菜々子(3) 近藤　茜(3) 吉田　朋未(2)

岸本　若奈(2) 衣川　真由(2) 前田　早紀(3) 中塚　瑞希(3) 高橋　彩実(3)

北川　穣(3) 田中　志歩(2) 上田　実玖(3) 竹中　未来(3) 小東　ゆい(1)

松田　彩佳(3) 上月　美裕(3) 渡部　里佳子(2) 横田　華恋(2) 照本　彩奈(3)

共通女子走高跳 中村　優女(3) 1m63 荒木　志帆(3) 1m60 日高  水樹(3) 1m57 吉田　樹璃(2) 1m54 除補 明日香(3) 1m51 中村  美歩(3) 1m51 城谷　沙耶花(2) 1m48

(7月8日) 神戸長坂 播磨南 武庫 高丘 由良 荒牧 三木東

池尻  芽生(3) 1m51

山口

共通女子走幅跳（決勝） 市川　華愛(3) 5m60 山岡　真緒(3) 5m38 小山　春香(2) 5m38 坂本  奈央(3) 5m37 高橋　侑希(3) 5m35 丸市　佳乃子(3) 5m30 近藤　茜(3) 5m29 川原　把菜(2) 5m23

(7月7日) 赤穂東 +1.1 龍野東 +1.1 高倉 +1.6 上甲子園 +0.2 加古川中部 +0.5 播磨南 +1.9 朝日 +1.1 啓明学院 +1.0

ｾｶﾝﾄﾞ　5m11(+1.0) ｾｶﾝﾄﾞ　4m60(+2.0)

共通女子砲丸投(決勝) 川口  叙樹(3) 13m61 尾山　和華(2) 13m31 上野　瑞穂(3) 12m67 社本　夢月(3) 12m62 田中　津夏彩(3) 12m39 川上  詩織(3) 12m37 小林　世梨奈(3) 12m29 高尾　藍莉(3) 12m10

(7月7日) 武庫 志方 播磨南 広畑 神戸長坂 南ひばりガ丘 志方 深津

女子四種競技 松田　彩佳(3) 2747点 小澤　ほのか(3) 2745点 西田　恵(3) 2579点 岡村　亜彩(3) 2497点 丸本　佳苗(3) 2439点 江川　可蓮(3) 2432点 黄瀬　千奈津(3) 2397点 八尾　果奈実(2) 2378点

１００ｍＨ　(7月7日) 14"16(+0.1)　；956点 14"86(+0.1)　；860点 15"36(+0.1)　；795点 15"08(+0.1)　；831点 14"83(+0.1)　；864点 15"49(+0.1)　；778点 16"31(-0.3)　；677点 16"06(-0.3)　；707点

走高跳 1m38　；491点 1m50　；621点 1m44　；555点 1m41　；523点 1m44　；555点 1m44　；555点 1m50　；621点 1m50　；621点

砲丸投 大原 9m96　；527点 神吉 9m74　；512点 播磨南 10m82　；583点 上野台 10m42　；557点 豊岡北 7m51　；368点 加古川 8m47　；430点 平野 9m26　；481点 高丘 8m24　；415点

２００ｍ 26"28(+1.2)　；773点 26"52(+1.2)　；752点 27"81(+1.2)　；646点 28"58(+1.2)　；286点 27"73(+1.2)　；652点 27"52(+1.8)　；669点 28"16(+1.2)　；618点 27"95(+1.8)　；635点

気象状況（７／８） 総　　 務
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競技開始

時刻 天候

28.0　℃

気温

30.0　℃晴れ

11:00 晴れ 29.5　℃

13:00 晴れ 30.0　℃ 北東

15:00 晴れ

北北東

高橋　浩之

渋谷　博生

湿度風向 風速

北東 0.2　ｍ

2.8　ｍ

竹原　昇　・佐藤　貢

2.0　ｍ

2.0　ｍ 信近　清志

56　％

58　％

53　％

57　％

57　％競技終了 晴れ 28.0　℃ 2.2　ｍ

北北東

北北東


