
第69回兵庫県中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成29年7月26日(水) ～ 平成29年7月27日(木)

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 松永　朋子 12"20 石野　智深 12"31 藤原　采音 12"37 石川　結万 12"40 松浦　星乃 12"50 大﨑　由布子 12"73 羽田　有希 12"75 松本　耀 12"77

(7月26日) 小野 +1.1 西脇南 +1.1 小野 +1.1 伊丹南 +1.1 野々池 +1.1 飾磨西 +1.1 神吉 +1.1 瓦木 +1.1

２年生女子１００ｍ 寺本　葵 12"32 桑野　葵 12"38 三木　双葉 12"66 井上　夏希 12"70 嘉納　由唯 12"75 髙坂　美咲 12"85 横田　桃子 12"95 鷲野　梨花 13"05

(7月26日) 夢前 +1.5 姫路高丘 +1.5 飾磨西 +1.5 深津 +1.5 網干 +1.5 神戸長坂 +1.5 苦楽園 +1.5 小野南 +1.5

１年生女子１００ｍ 吉島　ゆい 12"61 内藤　香乃 12"69 岡本　茜 13"01 藤原　かれん 13"07 門脇　杏実 13"09 赤松　海咲 13"22 今津　花巴 13"27 霜門　瑠依 13"28

(7月27日) 高砂 +1.1 有野 +1.1 武庫川大附 +1.1 神河 +1.1 本山 +1.1 瓦木 +1.1 荒井 +1.1 北条 +1.1

共通女子２００ｍ 藤原　采音(3) 24"65 寺本　葵(2) 25"00 石野　智深(3) 25"08 加茂　万由子(3) 25"77 山本　朱里(3) 25"78 大﨑　由布子(3) 25"87 三木　双葉(2) 26"21

(7月27日) 小野 +0.5 夢前 +0.5 西脇南 +0.5 荒井 +0.5 野々池 +0.5 飾磨西 +0.5 飾磨西 +0.5

共通女子８００ｍ 石松　愛朱加(2) 2'13"36 砂田　芽緯(2) 2'14"74 羽田　有希(3) 2'14"95 道清　愛紗(2) 2'15"74 山田　梨乃(3) 2'18"32 矢野　愛(2) 2'18"82 松本　磨依(3) 2'20"97 松井　晶(2) 2'26"28

(7月27日) 浜の宮 置塩 神吉 加古川山手 龍野西 浜の宮 本山 稲美北

１年生女子８００ｍ 飯塚　菜月 2'24"09 竹田　咲羽 2'24"13 加藤　冬羽 2'24"25 迫田　夏歩 2'24"66 橋本　佳歩 2'25"10 三木　遥香 2'28"55 太田垣　楓華 2'30"06 木村　日香莉 2'30"88

(7月27日) 大久保 山陽 鹿島 野々池 高倉 山崎南 和田山 香住第一

共通女子１５００ｍ 石松　愛朱加(2) 4'28"79 宮島　恵那(2) 4'31"40 道清　愛紗(2) 4'35"29 松尾　瞳子(3) 4'38"29 陰山　朋佳(3) 4'42"73 塚本　衣音(2) 4'43"82 村下　綺菜(2) 4'47"28 松本　磨依(3) 4'47"63

(7月26日) 浜の宮 荒井 加古川山手 加古川山手 小野 荒井 赤穂東 本山

共通女子１００ｍＨ 松永　朋子(3) 13"98 西村　更紗(3) 14"25 黒川　翔音(3) 14"25 太田　朋華(3) 14"26 長田　杏音(3) 14"33 長谷川　ひな(3) 14"41 森　彩乃(3) 14"50 山本　せな(3) 14"65

(7月27日) 小野 +0.6 黒田庄 +0.6 市島 +0.6 須磨北 +0.6 園田東 +0.6 稲美 +0.6 浜の宮 +0.6 青雲 +0.6

共通女子４×１００ｍＲ 小野 48"60 加古川中部 49"41 瓦木 49"51 飾磨西 50"03 三原 50"05 赤穂西 50"43 深津 50"59 姫路高丘 50"63

(7月27日) 大伏　可純(3) 長谷川　未和(3) 西田　明日花(3) 岡本　みなみ(3) 三宅　純寿(3) 竹本　琴音(3) 中山　瑠菜(3) 慶井　七海(3)

藤原　采音(3) 上之園　風歌(2) 市川　紗有(3) 三木　双葉(2) 中島　愛(2) 上住　小夏(2) 井上　夏希(2) 桑野　葵(2)

岩本　佳歩(3) 引本　愛梨(3) 大森　夢菜(3) 藤原　芽依(3) 奥井　理菜(3) 丸尾　明代(3) 金井　ハンナ(2) 加島　珠寿(2)

松永　朋子(3) 河本　唯那(3) 松本　耀(3) 大﨑　由布子(3) 久保田　真菜(3) 松尾　日向(3) 葛谷　美結(3) 松本　美紀(3)

低学年女子４×１００ｍＲ 神河 51"96 瓦木 52"08 荒井 52"19 神戸長坂 52"27 鳴尾 52"95 南淡 52"96 豊岡南 53"41 氷丘 53"60

(7月26日) 安部　愛菜(2) 後藤　有里(2) 藤井　優花(2) 北田　真実(2) 中口　綾乃(2) 木下　昂音(2) 山根　未愛(2) 千綿　咲希(2)

藤原　かれん(1) 赤松　海咲(1) 今津　花巴(1) 小林　由愛(1) 谷口　七恵(1) 酒林　萌結(1) 宿南　志帆(1) 西村　奈緒(1)

多田　未悠(1) 海沼　杏実(1) 詫摩　美咲(1) 久米　侑賀子(1) 高井　優衣(1) 福榮　美紅(1) 加藤　桃羽(1) 浅間　希佳(1)

松本　百音(2) 岡山　志菜乃(2) 是川　朋音(2) 髙坂　美咲(2) 岸川　茉愛(2) 大江　萌夏(2) 荒木　奈々子(2) 内山　花望(2)

共通女子走高跳 中村　莉京(2) 1m60 竹内　のどか(2) 1m60 宗澤 ﾃｨﾌｧﾆｰ(3) 1m57 池口　百花(3) 1m54 村上　ひなた(3) 1m54 衣笠　初音(2) 1m54 山本　陽菜(3) 1m54

(7月27日) 北神戸 本山南 港島学園 浜の宮 猪名川 加古川中部 播磨

松本　百音(2) 1m60

神河

共通女子走幅跳(決勝) 坂東　七穂(3) 5m30 古家　佑唯(3) 5m27 松本　百音(2) 5m23 松永 理沙ｼﾞｪﾆﾌｧｰ(3)5m18 坂田　美海(2) 5m17 廣瀬　瑳姫(3) 5m11 三宅　純寿(3) 5m09 前川　七海(2) 5m09

(7月26日) 五色 +2.4 大久保北 +2.1 神河 +1.0 芦屋国際 +2.8 武庫東 +1.2 上ケ原 +3.3 三原 +1.4 五色 +0.4

共通女子砲丸投（決勝） 永井　桃花(3) 15m43 岡本　みなみ(3) 13m40 安岡　若菜(3) 12m67 酒井　くるみ(3) 12m61 中山　真萌(3) 12m42 神本　真衣音(3) 12m23 後藤　鳳花(3) 12m13 山本　紗矢(3) 12m00

(7月27日) 浜の宮 飾磨西 小田 加古川中部 由良 武庫東 志方 大原

共通女子円盤投 永井　桃花(3) 35m86 神本　真衣音(3) 33m93 竹本　百花(3) 31m31 岡本　みなみ(3) 31m00 巽　麻衣子(3) 30m31 酒井　くるみ(3) 29m27 足立　弥佑華(3) 28m76 川畑　彩花(3) 28m28

(7月26日) 浜の宮 武庫東 神吉 飾磨西 神吉 加古川中部 小田北 三田長坂

女子四種競技 松下　美咲(3) 2962 黒川　翔音(3) 2836 太田　朋華(3) 2797 宗澤 ﾃｨﾌｧﾆｰ(3) 2619 山本　陽菜(3) 2581 増田　千佳(2) 2576 森　彩乃(3) 2574 丸尾　明代(3) 2559

１００ｍＨ　(7月26日) ゆりのき台 14"16(+3.0) 市島 14"38(+3.0) 須磨北 14"24(+3.0) 港島学園 15"52(+1.2) 播磨 15"23(+3.0) 神河 15"56(+1.9) 浜の宮 14"71(+3.0) 赤穂西 16"06(+1.2)

走高跳 1m55 1m43 1m61 1m64 1m52 1m52 1m46 1m49

砲丸投 10m81 11m59 7m95 8m46 9m73 8m70 8m60 10m30

２００ｍ 26"60(+2.4) 26"75(+2.4) 27"03(+2.4) 27"97(+2.4) 28"22(+2.4) 26"92(+1.5) 27"40(+2.4) 27"23(+2.4)
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