
第５９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25年7月6日(土) ～ 平成25年7月7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 岸本　若奈 12"18 横田　華恋 12"24 南本　羅那 12"57 後藤　奈緒 12"63 春本　杏莉 12"74 谷中　千華 12"74 馬場　瑞希 12"80

(7月6日) 大原 +1.9 朝日 +1.9 八景 +1.9 平岡南 +1.9 菅野 +1.9 姫路灘 +1.9 大蔵 +1.9

藤原　沙耶 12"24

宝殿　 +1.9

２年生女子１００ｍ 小東　ゆい 12"59 三村　萌 12"64 大崎　美都 12"65 今村　芹加 12"74 高山　綺音 12"75 宮田　乙葉 12"86 沢井  なな 13"02

(7月6日) 小野 +0.8 神戸長坂 +0.8 学文 +0.8 常陽 +0.8 鳴尾南 +0.8 朝霧 +0.8 伊丹北 +0.8

１年生女子１００ｍ 髙島　寿莉亜 13"04 古段　佐南 13"12 松本　千咲 13"14 小西　環 13"28 小野  舞子 13"30 上月　亜美 13"30 森川　真佑子 13"37 平野　芙佑花 13"55

(7月6日) 山陽 +1.8 本山南 +1.8 荒井 +1.8 荒井 +1.8 山口 +1.8 井吹台 +1.8 龍野西 +1.8 双葉 +1.8

共通女子２００ｍ 横田　華恋(3) 25"54 小東　ゆい(2) 25"60 岸本　若奈(3) 25"66 藤原　沙耶(3) 26"03 高山　綺音(2) 26"11 大崎　美都(2) 26"20 藤田　あいか(3) 26"21 尾上　梨香(2) 26"48

(7月7日) 朝日 +1.3 小野 +1.3 大原 +1.3 宝殿 +1.3 鳴尾南 +1.3 学文 +1.3 香寺 +1.3 猪名川 +1.3

共通女子８００ｍ 髙橋　ひな(3) 2'11"27 秋山　あみる(3) 2'13"56 田中　希実(2) 2'14"72 南　美沙希(3) 2'14"76 後藤　夢(2) 2'15"44 山本　千絵(3) 2'17"02 原田　珠希(3) 2'20"16 福富　真友(3) 2'27"20

(7月7日) 山陽 鷹取 小野南 龍野東 平岡南 飾磨西 安室 高倉

共通女子１５００ｍ 髙橋　ひな(3) 4'28"56 田中　希実(2) 4'31"98 南　美沙希(3) 4'35"58 森口  愛子(3) 4'45"16 横川　海姫(3) 4'45"30 鳴瀧　ほのか(2) 4'45"36 南　茉里奈(1) 4'46"20 本岡　夏実(2) 4'51"98

(7月6日) 山陽 小野南 龍野東 学文 安室 稲美北 龍野東 加古川山手

共通女子１００ｍＨ 牧　すずな(3) 14"41 渡部　里佳子(3) 14"54 関　晴香(3) 14"61 波來　舞(3) 14"86 花房　柚衣香(3) 15"04 竹内　玲菜(3) 15"11 上原  由梨佳(3) 15"11 関　彩花(3) 15"18

(7月7日) 姫路高丘 +0.9 飾磨西 +0.9 井吹台 +0.9 平野 +0.9 有野北 +0.9 神戸長坂 +0.9 学文 +0.9 播磨南 +0.9

共通女子４×１００ｍＲ 宝殿 49"74 大原 49"86 平岡南 50"19 飾磨西 50"26 小野 50"45 五色 50"48 姫路灘 51"35

(7月7日) 伊尻　裕唯(3) 中村　寧(2) 松本　明日香(3) 日下部　千裕(2) 小林　里葉(3) 下園　あかり(2) 梶田　愛海(3)

藤原　沙耶(3) 米村　京子(3) 間處　ふみな(2) 上田　実和(2) 小島　彩華(2) 髙鍋　伶音奈(3) 吉田　果穂(2)

後藤田　葵(3) 光山　枝里(2) 洲戸　裕香(2) 桐月　真奈(3) 吉田　朋未(3) 中本　実希(3) 平野　愛美(3)

森崎　結菜(3) 岸本　若奈(3) 後藤　奈緒(3) 渡部　里佳子(3) 小東　ゆい(2) 川﨑　千穂(3) 谷中　千華(3)

共通女子走高跳 山口  更紗(3) 1m57 濱田　奈穂(3) 1m54 濵﨑  日菜子(3) 1m54 吉田　樹璃(3) 1m51 仁木　京華(3) 1m51 佐保　凪紗(2) 1m48 南場　季子(3) 1m48

(7月7日) 上甲子園 朝日 甲陵 姫路高丘 唐櫃 小野南 黒田庄

一樋　咲穂(3) 1m48

天王寺川

共通女子走幅跳（決勝） 川原　把菜(3) 5m77 大江　里香(3) 5m53 橋本　恵実梨(3) 5m48 小山  菜苗(3) 5m39 藤原　朋美(2) 5m28 高松　奈央(3) 5m25 前山　胡桃(3) 5m23 河原　妃南(3) 5m09

啓明学院 +2.0 西脇 +1.9 志方 +4.0 山口 +3.0 大津 +2.0 篠山 +1.0 小野 +1.5 大久保北 +1.8

(7月6日) 公認　5m26 (+1.4) 公認　5m18(+2.0)

共通女子砲丸投(決勝) 尾山　和華(3) 15m42 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ　ﾃｨﾅ(2) 12m61 谷出  南美(3) 12m58 山本　怜奈(2) 12m19 藤本　恭子(3) 12m18 藤本　咲良(3) 12m15 好田　萌加(3) 11m98 森　萌乃(3) 11m66

(7月6日) 志方 加古川 学文 朝日 唐櫃 有野北 志方 魚住

女子四種競技 八尾　果奈実(3) 2802点 渡部　里佳子(3) 2627点 栗谷  瑞希(3) w 2608点 原田　祐衣(3) w 2602点 川﨑　千穂(3) w 2555点 竹内　玲菜(3) 2446点 小栗　珠実(2) 2443点 渡邉麻菜香(3) w 2432点

１００ｍＨ　(7月6日) 15"04(+1.2)；836点 14"44(+1.2)；917点 15"46(+2.1)；782点 15"72(+2.1)；749点 15"47(+1.9)；781点 14"71(+1.2)；880点 15"89(+2.1)；728点 15"96(+2.1)；719点

走高跳 姫路高丘 1m56；689点 飾磨西 1m30；409点 上ヶ原 1m47；588点 神吉 1m41；523点 五色 1m38；491点 神戸長坂 1m25；359点 飾磨東 1m50；621点 飾磨東 1m44；555点

砲丸投 11m00；595点 9m35；487点 9m01；465点 10m75；579点 9m71；510点 9m22；479点 8m03；401点 10m11；537点

２００ｍ 27"36(+2.8)；682点 25"81(+2.8)；814点 26"28(+2.8)；773点 26"54(+2.8)；751点 26"28(+2.8)；773点 26"81(+1.3)；728点 27"23(+1.3)；693点 28"12(+2.8)；621点
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