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成績一覧表 （競技会コード：15280302） 神戸神戸神戸神戸ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場（（（（競技場競技場競技場競技場コードコードコードコード：281050）：281050）：281050）：281050）

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

永野真莉子(3) 11.96 高木  志帆 12.05 三村    萌(1) 12.24 藤原  沙耶(2) 12.29 寺井  美穂(4) 12.31 小原愛里菜(3) 12.46 馬場  瑞希(2) 12.49 瀬戸浦佑奈(3) 12.53

甲南大･岡山 +2.8 住友電工 +2.8 夙川高 -1.7 夙川高 +2.8 甲南大･福井 +2.8 武庫川女大･高知 +2.8 夙川高 +2.8 滝川第二高 +2.8 

三村    萌(1) 25.16 藤井彩和子(1) 25.26 榎    真菜(1) 25.42 4位:小原愛里菜(3) 25.48 名倉  千晃(2) 25.52 横田  華恋(2) 25.72 8位:春本  杏莉(2) 25.81

夙川高 -1.4 甲南大 -1.4 夙川高 +1.1 武庫川女大･高知 +0.8 園田学園女大 -1.4 夙川高 +0.8 姫路商高 +0.8 

4位:畠山    明(1) 25.48 8位:杉浦  真弥(3) 25.81

社高 +0.3 夙川高 +0.0 

西田  文香(4) 54.79 小田垣亜樹(4) 55.43 杉浦  真弥(3) 56.11 津山    葵(2) 56.61 後藤  奈緒(2) 56.89 松本  美紀(2) 56.95 横田  華恋(2) 57.16 西山  沙優(2) 58.03

神戸大 立命館大 夙川高 夙川高 加古川北高 神戸鈴蘭台高 夙川高 甲南大

西田  文香(4)  2:13.10 米田  香澄(3)  2:13.52 土井  優歌(3)  2:20.26 植之原理子(3)  2:23.81 曽根  明恵(4)  2:24.97 大東  優奈(3)  2:25.50 7位:岡田  夏希(2)  2:28.93 7位:青柳  裕子(2)  2:28.93

神戸大 神戸大･滋賀 洲本高 関西学院大 流通科学大 伊川谷高 須磨翔風高 長田高

高倉  佐和(2)  4:45.53 上杉  美里(1)  4:46.96 荒井  優奈(3)  4:47.71 佐藤    瞳(1)  4:49.10 大東  優奈(3)  4:49.84 長尾麻衣子(3)  4:50.10 曽根  明恵(4)  4:50.63 土井  優歌(3)  4:51.14

武庫川女大 長田高 啓明学院中 園田学園女大 伊川谷高 大阪教育大 流通科学大 洲本高

荒井  優奈(3) 10:23.70 大東  優奈(3) 10:23.92 岡    優花(1) 10:25.48 小野  優菜(2) 10:41.03 江藤  志織(2) 10:44.47 置塩  綾乃(3) 10:45.07 藤原  香織(4) 10:46.50 松元  彩香(2) 10:50.20

啓明学院中 伊川谷高 津名高 園田学園女大 加古川北高 大阪市立大 武庫川女大 兵庫高

坂田  成加(2) 18:07.67 味元  亜美(2) 18:39.90 佐々木真子(1) 18:58.71 上野萌々子(2) 19:05.40 小幡  瑞希(2) 19:35.59 堀井  果歩(3) 19:48.77 秋元麻衣花(2) 20:04.33 中山智香子(4) 20:25.10

武庫川女大 豊岡総合高 神戸大 武庫川女大 尼崎小田高 武庫川女大 神戸大 兵庫県立大

名倉  千晃(2) 14.52 牧  すずな(2) 14.60 鷲見  千尋(2) 14.88 和三はるか(1) 14.94 毛利    光(2) 15.07 平山  遥奈(2) 15.12 渡部里佳子(2) 15.13 8位:森下  奈菜(2) 15.14

１００ｍＨ 園田学園女大 +0.5 滝川第二高 +0.5 園田学園女大 +0.5 長田高 -0.1 甲南大･大阪 +0.5 姫路高 +0.5 夙川高 -0.1 神戸大 +0.5 

(0.840m) 8位:森髙いるか(1) 15.14

武庫荘総合高 -0.1 

４００ｍＨ 松ケ谷茜里(2)  1:01.67 小澤ほのか(3)  1:01.80 栗谷  瑞希(2)  1:01.99 竹内  玲菜(2)  1:02.35 横田  華恋(2)  1:02.56 江口あす実(3)  1:02.62 伊尻  裕唯(2)  1:03.33 大崎  美都(1)  1:04.21

(0.762m) 甲南大･福井 神戸龍谷高 園田高 神戸龍谷高 夙川高 武庫川女大 姫路商高 夙川高

原  香菜子(2) 1m71 山口  更紗(2) 1m68 中村  優女(3) 1m65 4位:渡邉麻菜香(2) 1m65 4位:荒谷絵里佳(3) 1m65 町田  瑞季(3) 1m60 中村  瑠菜(2) 1m60 竹前  奈里(1) 1m55

関西学院大 園田高 滝川第二高 太子高 甲南大･大阪 園田学園女大 園田学園女大･大阪 夙川高

我孫子智美 4m00 大矢  莉子(4) 3m50 宮川  海峰(3) 3m50 那須  眞由(1) 3m40 宮川  香峰(1) 3m20 田中    愛(2) 3m10 廣岡  玲美(2) 3m10 今村    澪(2) 3m00

滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ･滋賀 園田学園女大 武庫川女大･福井 園田学園女大 武庫川女大･福井 明石商高 明石商高 園田学園女大

浦山  静奈(2) 5m73 大江  里香(2) 5m28 河下  莉子(2) 5m23 吉田  朱里(1) 5m18 橋本恵実梨(2) 5m17 川東さくら(1) 5m16 八尾果奈実(2) 5m15 足立    舞(2) 5m15

園田学園女大･山口 +1.0 夙川高 +0.5 園田高 +0.0 津名高 +0.3 加古川西高 +0.1 有馬高 -0.0 滝川第二高 -0.8 武庫川女大 -0.1 

藤田小百合(3) 11m57 東田  智子(3) 11m29 大江  里香(2) 11m04 宇田  祐稀(2) 11m04 河下  莉子(2) 11m00 坂元  里穂(2) 10m86 岸    優希(2) 10m60 高島真織子(1) 10m41

園田学園女大 +0.4 武庫川女大･大阪 +0.0 夙川高 -0.8 園田学園女大 -0.2 園田高 +0.7 武庫川女大 +0.3 県西宮高 +0.0 市西宮高 -0.9 

砲丸投 内田千香子(2)  12m88 板倉  蓮華(2)  10m88 宮家  玲美(3)  10m88 森    萌乃(2)  10m68 川口  叙樹(3)  10m47 仲里すみれ(2)  10m22 好田  萌加(2)   9m91 木下みづき(2)   9m56

(4.000kg) 園田学園女大 夙川高 園田学園女大 明石城西高 市尼崎高 園田学園女大 姫路商高 淡路三原高

円盤投 北垣  真里  36m92 加藤  博子(2)  34m35 飯田愛唯樺(3)  32m99 吉田  悠夏  32m08 堀  麻衣花(1)  31m95 戸田  千春(2)  30m68 橋本  莉子(2)  29m72 上杉  佳那(2)  29m60

(1.000kg) ｺﾝﾄﾞ-ﾃｯｸ 園田高 播磨南中 神戸市陸協 滝川第二高 神戸龍谷高 明石商高 出石高

ハンマー投 佐伯  珠実(4)  55m55 仲里すみれ(2)  45m14 三宅  れい(2)  44m84 好田  萌加(2)  40m17 谷内  佳那(1)  37m66 奥野  七実(3)  36m04 内田千香子(2)  35m99 横山  奈央(2)  28m88

(4.000kg) 立命館大･大阪 園田学園女大 園田学園女大 姫路商高 姫路工高 三木東高 園田学園女大 三木東高

やり投 松田知恵里(4)  42m68 井上  真帆(2)  42m25 西森  友梨(2)  39m74 廣澤  舞緒(3)  37m63 鷲見  千尋(2)  36m81 吉見    唯(3)  36m46 廣本  美星(2)  35m86 篠原  理奈(2)  34m42

(0.600kg) 園田学園女大 社高 夙川高 神戸科技高 園田学園女大 淡路三原高 三田祥雲館高 長田高

気象状況 主　催：一般財団法人　兵庫陸上競技協会 総　　務：

天候 風向・風速 後　援：神戸新聞社 記録主任：

曇り 北北西・0.2ｍ ﾄﾗｯｸ審判長：

曇り 南南西・0.1ｍ 跳躍審判長：

曇り 北北東・0.7ｍ 投擲審判長： 　宮　永　正　俊

曇り 南南東・0.4ｍ

曇り 東南東・0.4ｍ

晴れ 　南　・0.8ｍ
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