
主催団体名 (一財)兵庫陸上競技協会 陸協名 姫路市陸上競技協会

競技会名 兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別(中播・但馬)大会
期日・時刻 2019/5/19 審判長 高橋浩之　三木慎也　池田育代

競技場名 姫路市ウインク陸上競技場 記録主任 谷口順哉

姫路高丘  51.64 飾磨東  51.81 広畑  52.35 四郷  52.41 豊富  52.58 東光  52.79 大白書  53.01

岡﨑　瑠奈 西嶋　亜央衣 安本　由奈 佐野　彩華 有方　小晴 橋本　沙耶 藤澤　茉優

大森　彩加 髙見　瑠偲那 井貫　花南 岩田　瑞希 田中　なぎさ 安藤　雅姫 臼井　美咲

松本　優花 吉川　愛華 和泉　佳加 田中　芹奈 鶴巻　葵 中野　絢音 番場　恵梨

石飛　優生菜 衣川　美生 津田　美夕 金谷　朋代 德留　日菜 中野　琴音 山田　かりん

網干  52.79

長安　美愛

松本　あかり

谷川　彩歩

岩田　愛実

岩永　彩萌  w12.51 (+2.3) 津田　美夕  w13.01 (+2.3) 西嶋　亜央衣  w13.07 (+2.3) 斧田　杏耶  w13.09 (+2.3) 宿南　志帆  w13.10 (+2.7) 德留　日菜  w13.12 (+2.3) 柳内　理子  w13.15 (+2.3) 臼井　美咲  w13.20 (+2.3)

姫路灘 広畑 飾磨東 姫路灘 豊岡南 豊富 姫路広嶺 大白書

田中　なぎさ  w13.20 (+2.3)

豊富

太田垣　楓華  2:19.25 西本　麻矢  2:20.82 田村　優芽  2:21.06 染川　舞衣  2:21.29 竹田　咲羽  2:21.91 福永　愛実  2:25.23 有方　小晴  2:26.73 藤尾　光流  2:26.74

和田山 大白書 姫路灘 飾磨西 山陽 姫路灘 豊富 香寺

松本　あかり  w12.69 (+3.5) 安藤　雅姫  w12.76 (+3.5) 大西　結  w12.99 (+3.5) 石飛　優生菜  w13.12 (+3.5) 舟引　萌恵  w13.14 (+4.0) 番場　恵梨  w13.34 (+3.5) 竹下　理央奈  w13.37 (+4.0) 土野　楼琉  w13.40 (+4.0)

網干 東光 山陽 姫路高丘 増位 大白書 大津 出石

新　楓菜  2:18.97 有川　ひなの  2:23.13 持田　亜姫  2:23.61 清宮　果歩  2:23.80 生田　翠  2:25.83 藤原　季紀  2:26.06 末兼　帆乃花  2:26.47 池田　心優  2:26.83

飾磨西 安室 飾磨西 朝日 豊富 大津 飾磨西 香寺

中尾　巴映  w13.39 (+4.9) 松村　あかり  w13.54 (+4.9) 長谷川　詩真  w13.93 (+4.9) 竹中　美華  w14.00 (+4.9) 竹内　紅葉  w14.24 (+4.9) 和田　日向  w14.42 (+4.4) 後藤　萌奈  w14.44 (+4.9)

和田山 和田山 神河 姫路高丘 神河 和田山 姫路高丘

藤原　明絆  w13.54 (+4.9)

神河

長谷川　詩真  2:29.85 細見　芽生  2:33.78 岡田　優月  2:41.31 八瀬　ゆいな  2:44.85 安本　梨桜  2:48.54 赤松　くれあ  2:49.23 藤定　芽愛  2:50.89 大本　咲  2:51.61

神河 白鷺小中 豊富 増位 山陽 大津 置塩 大白書

平山　風花  w4.19 (+3.2) 竹中　美華  w3.83 (+3.8) 善入　紗彩  3.81 (+1.4) 山内　華夏  w3.77 (+2.3) 後藤　萌奈  3.74 (+1.3) 宮田　凪紗  w3.64 (+3.7) 望月　優那  w3.58 (+3.8) 八木　俐緒  w3.56 (+3.0)

広畑 姫路高丘 広畑 増位 姫路高丘 大津 大津 大津

岩永　彩萌  w26.39 (+2.2) 津田　美夕  w26.69 (+2.2) 大森　彩加  w26.81 (+2.2) 安藤　雅姫  w27.03 (+2.2) 井貫　花南  w27.15 (+2.3) 舟引　萌恵  27.47 (+1.4) 大西　結  w27.49 (+2.3) 德留　日菜  w27.73 (+2.3)

姫路灘 広畑 姫路高丘 東光 広畑 増位 山陽 豊富

新　楓菜  4:40.85 竹田　咲羽  4:46.20 西本　麻矢  4:46.99 坂東　来実  4:47.97 持田　亜姫  4:54.19 田村　優芽  4:54.95 太田垣　楓華  4:55.08 小林　千紘  4:57.36

飾磨西 山陽 大白書 網干 飾磨西 姫路灘 和田山 豊富

藤原　かれん  w14.00 (+5.0) 岩田　瑞希  w14.99 (+5.0) 田中　なぎさ  w15.36 (+5.0) 坂本　和子  w15.39 (+3.4) 山本　果歩  w15.80 (+5.0) 佐野　彩華  w16.06 (+3.4) 末戸　さくら  w16.20 (+5.0) 新家　真優  w16.40 (+3.4)

神河 四郷 豊富 姫路灘 山陽 四郷 神河 広畑

金谷　朋代  1.54 髙田　紗希  1.48 土井　果恋  1.48 小林　蒼生  1.45 松ノ下　佳暖  1.45 野本　菜莉  1.40 橋本　花梨  1.35 岡田　美優  1.35

四郷 姫路灘 朝日 姫路灘 増位 夢前 大津 姫路高丘

塚本　舞  5.06 (+1.2) 藤澤　茉優  w4.77 (+3.1) 末戸　さくら  4.76 (+0.7) 岩田　瑞希  4.72 (-1.4) 岡﨑　瑠奈  w4.61 (+2.7) 宮内　稚菜  4.57 (+1.6) 中谷　はづき  4.55 (+1.4) 衣川　美生  4.54 (+1.9)

山陽 大白書 神河 四郷 姫路高丘 福崎西 姫路灘 飾磨東

小林　優生  10.57 橘　莉子  9.95 岩本　実夕  9.66 安達　江里菜  9.64 松場　琴音  9.53 堀　桃萌  9.35 金澤　音華  8.51 斎藤　日向  8.46

神河 飾磨東 姫路東 飾磨東 安室 増位 山陽 姫路灘

橘　莉子  24.33 小林　優生  22.62 斎藤　日向  22.54 松場　琴音  22.29 春名　恵里花  21.65 金澤　音華  21.44 清瀬　奈那  21.21 井藤　柚吹  20.89

飾磨東 神河 姫路灘 安室 置塩 山陽 山陽 安室

藤原　かれん  w2895 金谷　朋代  w2759 坂本　和子  w1989 吉川　愛華  w1828 藤久　絢賀  w1774 福永　綾乃  1696 福屋　結愛  1364 橋本　花梨  1354

神河 四郷 姫路灘 飾磨東 姫路高丘 福崎東 大津 大津

5月18日 100mH

5月18日 走高跳

5月18日 砲丸投

5月18日 200m

800m

5月18日 100m

5月18日 100m

5月18日 円盤投

5月18日 走幅跳

5月19日 砲丸投

5月19日 200m

5月19日 100mH

5月18日 1500m

5月19日 100m

5月19日 走幅跳

5月19日

5月19日 800m

5月19日 800m

３年女子

共通女子 5月19日 4x100mR

5月19日 走高跳

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

 6.27  6.81

 27.05 (+1.9)  27.70 (+1.9)  27.78 (+1.9)  27.79 (+1.9)  29.36 (+1.9) w 29.14 (+2.1) w 30.59 (+2.1) w 32.34 (+2.1)

 10.67  9.52  7.32  8.62  7.38

5月18日 四種競技

２・３年女子

１年女子

２年女子

 1.35

w 14.06 (+2.5) w 14.61 (+2.5) w 16.74 (+2.5) w 15.78 (+2.5) w 17.19 (+2.5)  17.61 (+1.2)

 7.35

 20.99 (+1.2)  20.79 (+1.2)

 1.52  1.58  1.25 NM  1.20  1.15  1.30


