
第６０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26年7月5日(土) ～ 平成26年7月6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 宮田　乙葉 12"09 高山　綺音 12"38 今村　芹加 12"41 榎　真菜 12"49 安田　明日翔 12"59 尾上　梨香 12"65 沢井  なな 12"77 光山　枝里 12"78

(7月5日) 朝霧 +1.0 鳴尾南 +1.0 常陽 +1.0 小野南 +1.0 狭間 +1.0 猪名川 +1.0 伊丹北 +1.0 大原 +1.0

２年生女子１００ｍ 上月　亜美 12"59 古段　佐南 12"60 岡 由利子 12"74 高良  彩花 12"81 谷　若奈 12"88 芦田  陽菜 12"94 長濵　奈々美 12"95 安本  実由 12"95

(7月5日) 井吹台 +0.8 本山南 +0.8 学文 +0.8 西宮浜 +0.8 青雲 +0.8 春日 +0.8 飾磨西 +0.8 深津 +0.8

１年生女子１００ｍ 佃　光紗 12"64 古西　清乃 12"91 中野　菜乃 13"15 岩田　小波 13"27 塩田　莉加 13"36 中村　百花 13"52 山本　早留香 13"57 久合田　麻結 13"60

(7月5日) 上野 +1.8 白鷺 +1.8 浜の宮 +1.8 鹿島 +1.8 荒井 +1.8 荒井 +1.8 旭丘 +1.8 荒井 +1.8

共通女子２００ｍ 宮田　乙葉(3) 24"83 安田　明日翔(3) 25"47 榎　真菜(3) 25"51 桑原　綾子(3) 25"68 尾上　梨香(3) 25"80 高山　綺音(3) 25"85

(7月6日) 朝霧 +0.8 狭間 +0.8 小野南 +0.8 園田 +0.8 猪名川 +0.8 鳴尾南 +0.8

共通女子８００ｍ 後藤　夢(3) 2'13"12 田中　希実(3) 2'13"57 礒野　恵梨(3) 2'16"12 山崎　くるみ(1) 2'16"75 藤井  利佳子(3)2'16"99 福永　乃得(2) 2'17"15 田中　寛子(3) 2'19"34 大西　ひかり(2) 2'20"34

(7月6日) 平岡南 小野南 小野南 舞子 瓦木 三木 芦屋山手 播磨

共通女子１５００ｍ 田中　希実(3) 4'28"19 金山　　琳(2) 4'35"33 南　茉里奈(2) 4'37"15 鳴瀧　ほのか(3)4'38"22 大西　琉菜(2) 4'38"26 村上　美桜(3) 4'39"03 太田　麻衣(3) 4'39"18 本岡　夏実(3) 4'39"99

(7月5日) 小野南 加古川 龍野東 稲美北 鹿島 三木 甲武 加古川山手

共通女子１００ｍＨ 中西　菜月(3) 14"67 福本　真由(3) 14"80 岩槻　茜(3) 14"87 和三　はるか(3) 14"91 藤井　美咲(3) 14"92 保田　紗也香(3) 14"96 三井　琴未(3) 14"99 安達　杏香(3) 15"03

(7月6日) 平野 +0.8 御影 +0.8 大久保 +0.8 井吹台 +0.8 広陵 +0.8 増位 +0.8 武庫 +0.8 ゆりのき台 +0.8

共通女子４×１００ｍＲ 小野 49"63 荒井 49"76 高倉 50"25 大原 50"67 二見 51"26 飾磨西 51"49

(7月6日) 梶尾　菜那(2) 杉本　愛華(3) 平田　和久姫(3) 柴原　慈(3) 岡田　真穂(2) 石谷　綾菜(2)

小東　ゆい(3) 谷根　優花(2) 位田　未来(3) 光山　枝里(3) 池田　彩乃(3) 上田　実和(3)

田中　文菜(2) 小西　環(2) 髙尾　愛結(2) 谷田　実穗(2) 三浦　美吹(3) 吉識　史央里(1)

小島　彩華(3) 奥野　璃音(3) 北住　実久(3) 中村　寧(3) 永井　寧々(2) 長濵　奈々美(2)

共通女子走高跳 竹前　奈理(3) 1m60 木村　知沙紀(3) 1m57 平田　里奈(3) 1m51 岩田　花菜(3) 1m51 松本　あゆみ(3) 1m51 西村　桜(3) 1m51 梶原　美悠(2) 1m51

(7月6日) 播磨南 御殿山 立花 二見 立花 望海 荒井

兵頭　菜穂(2) 1m51

播磨南

共通女子走幅跳（決勝） 高良  彩花(2) 5m64 辰川　凛々楓(3) 5m48 平岡　美穂(3) 5m48 高田　桃花(3) 5m35 中村　寧(3) 5m30 下込　朝香(2) 5m27 森川　澪(2) 5m23 中西　菜月(3) 5m14

西宮浜 +2.6 横尾 +2.3 大津 +2.9 広畑 +2.7 大原 +2.0 龍野東 +3.3 原田 +2.2 平野 +1.7

(7月5日)

共通女子砲丸投(決勝) ｱﾋﾝﾊﾞﾚ　ﾃｨﾅ(3) 14m23 山本　怜奈(3) 13m03 坂本　茜(3) 12m39 杉浦　真由(3) 12m34 岸　色葉(3) 12m06 楠　日和(3) 11m90 刈谷　みちる(3) 11m86 笹倉　百葉(3) 11m69

(7月5日) 加古川 朝日 加古川 三木東 藍 五色 浜脇 山南

女子四種競技 洲戸　裕香(3) 2725点 安達　杏香(3) 2710点 切石　奏(3) 2635点 小栗　珠実(3) 2557点 藤田　帆乃香(3) 2509点 繁田　月澄(3) 2389点 江本　侑代(3) 2372点 小澤　裕紀乃(3) 2317点

１００ｍＨ　 14"98(+1.2)；844点 14"82(+1.2)；866点 15"25(+1.2)；809点 15"11(+1.2)；827点 16"31(+0.2)；677点 16"29(+0.2)；679点 15"73(+1.2)；748点 15"65(+0.2)；758点

走高跳 1m38；491点 1m47；588点 1m50；621点 1m41；523点 1m44；555点 1m44；555点 1m30；409点 1m44；555点

砲丸投 平岡南 11m58；633点 ゆりのき台 9m85；520点 深津 10m37；554点 飾磨東 9m83；518点 平野 10m50；562点 小野 10m43；558点 広畑 9m83；518点 西脇 8m51；432点

２００ｍ 26"46(+0.6)；757点 26"71(+0.6)；736点 27"75(+0.6)；651点 27"28(+0.6)；689点 26"96(+0.6)；715点 28"43(+0.6)；597点 27"18(+2.1)；697点 28"76(+2.1)；572点
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