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日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

三宅奈緒香 11.88 高木  志帆 12.04 3位:藤井彩和子(1) 12.10 3位:張      藝(3) 12.10 山本  奈穂(3) 12.16 中野    瞳 12.19 宮田  乙葉(1) 12.24 木村    茜 12.31

住友電工 +1.7 NGR 住友電工 +1.7 甲南大 +1.7 園田高 +1.7 長田高 +1.7 神戸市陸協 +1.7 夙川高 +1.7 住友電工 +1.7 

三宅奈緒香 24.81 名倉  千晃(2) 24.93 中島ひとみ(2) 25.08 三村    萌(1) 25.32 小田垣亜樹(4) 25.41 高木  志帆 25.67 久貝    瞳(4) 25.91 佐藤  千春(1) 26.08

住友電工 -2.5 園田学園女大 -2.5 園田学園女大 -2.5 夙川高 -2.5 立命館大 -2.5 住友電工 -2.5 園田学園女大 -2.5 滝川第二高 -2.5 

西田  文香(4) 54.45 浅野  史帆(4) 56.20 杉浦  真弥(3) 56.67 春本  杏莉(2) 57.42 下村  香穂(2) 57.46 横田  華恋(2) 57.90 下塀  桐香(3) 57.98 西山  沙優(2) 57.98

神戸大 NHU NGR 園田学園女大 夙川高 姫路商高 立命館大 夙川高 夙川高 甲南大

田中  希実(1)  2:12.51 野々口明希(3)  2:12.78 森本友紀子  2:12.94 下村  香穂(2)  2:13.49 髙橋  ひな(2)  2:16.63 後藤    夢(1)  2:16.68 西川はるの(4)  2:17.02 ﾒﾄﾞﾗﾉ  ﾐﾂｴ(3)  2:24.16

西脇工高 明石南高 園田学園女大AC 立命館大 西脇工高 西脇工高 武庫川女大 園田学園女大

田中  希実(1)  4:23.44 樽本  知夏(1)  4:28.81 太田  麻衣(1)  4:29.67 秋山あみる(2)  4:29.98 田邊摩希子(4)  4:37.42 新立  啓乃(3)  4:37.91 戸田真由香(3)  4:38.16 大西  結菜(2)  4:39.81

西脇工高 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 関西大 須磨学園高 西脇工高 西脇工高

仲野由佳梨(2) 17:22.06 手嶋乃莉子(1) 17:28.35 足立彩央里(2) 17:35.20 髙谷  愛奈(3) 17:40.16 西田  留衣 17:43.44 井上  紗希(3) 17:43.71 村上  智美(3) 17:51.66 杉本  莉紗(4) 17:53.61

市西宮高 神戸学院大 三田祥雲館高 須磨友が丘高 ｼｽﾒｯｸｽ 岡山大 西脇工高 兵庫大

大樽  瑞葉(1) 35:12.84 村上  智美(3) 36:35.27 大畠万由子(2) 37:22.15 曽根  明恵(4) 37:36.18 松浦真里奈(M1) 37:48.02 杉谷  優衣(2) 37:56.34 鈴木  純子 39:01.76 三上  真祐 41:02.73

神戸学院大 西脇工高 神戸学院大 流通科学大 神戸学院大 神戸学院大 三菱重工高砂 ﾕﾆﾊﾞｰSC

１００ｍＨ 中島ひとみ(2) 13.92 飯田  郁未(4) 14.34 若宮  美咲(M1) 14.38 小松  未奈(3) 14.55 大平優希子(1) 14.58 牧  すずな(2) 14.69 松田  彩佳(3) 15.04

(0.840m) 園田学園女大 -1.0 甲南大 -1.0 立命館大 -1.0 園田学園女大 -1.0 園田学園女大 -1.0 滝川第二高 -1.0 滝川第二高 -1.0 

４００ｍＨ 西田  文香(4) 59.29 川原  菜摘(3)  1:01.32 秦  なつめ(2)  1:01.32 大平優希子(1)  1:02.13 小澤ほのか(3)  1:02.68 松田  彩佳(3)  1:03.07 竹内  玲菜(2)  1:03.53 池内沙耶香(4)  1:05.19

(0.762m) 神戸大 NGR 園田学園女大 武庫川女大 園田学園女大 神戸龍谷高 滝川第二高 神戸龍谷高 都留文科大

３０００ｍＳＣ 磯口  晴南(4) 10:55.49 高田未生菜(1) 10:58.45 田口  真琴(1) 11:00.98 坂田  成加(2) 11:25.62 西川佳奈美(3) 11:50.89 佐々木美侑(3) 11:52.72 藤井みのり(3) 12:00.70 小城萌々子(3) 12:34.37

(762mm) 武庫川女大 京都教育大 神戸学院大 武庫川女大 西脇工高 明石城西高 川西緑台高 川西緑台高

内海  紗希(2) 24:47.80 小澤さきは(3) 24:49.15 西村  早織(3) 24:51.49 前田  知花(3) 25:40.02 小牧  優希(2) 25:46.10 了源ゆきの(4) 25:57.59 三木  沙霧(2) 26:04.60 香川  侑愛(3) 26:19.62

武庫川女大 川西緑台高 西脇工高 川西緑台高 西脇工高 龍谷大 姫路商高 高松工芸高･香川

住友電工 46.78 夙川高 47.08 園田女大 47.41 園田高 48.09 甲南大 48.12 滝川第二高 48.22 長田高 48.31 武庫川女大 54.69

  高木  志帆   馬場  瑞希(2)   小松  未奈(3)   土師未優華(1)   吉村今日子(1)   佐藤  千春(1)   和三はるか(1)   塩田  有花(1)

  三宅奈緒香   津山    葵(2)   中島ひとみ(2)   栗谷  瑞希(2)   高月  香奈(1)   瀬戸浦佑奈(3)   山本  奈穂(3)   秦  なつめ(2)

  木村    茜   藤原  沙耶(2)   山村    蓮(3)   中村  玲南(2)   藤井彩和子(1)   松田  彩佳(3)   今関奈々子(3)   大上  千鶴(1)

  加藤亜友美   宮田  乙葉(1)   大浦  沙紀(1)   張      藝(3)   野間友梨亜(1)   川原  把菜(2)   眞鍋  明子(3)   西川はるの(4)

園田女大  3:47.83 夙川高  3:51.02 武庫川女大  3:56.49 園田高  3:58.32 神戸龍谷高  4:03.78 滝川第二高  4:06.06 加古川西高  4:10.93 洲本高  4:15.20

  浅野  史帆(4)   横田  華恋(2)   塩田  有花(1)   播磨  沙来(3)   小田  真実(3)   佐藤  千春(1)   橋本恵実梨(2)   増井  千恵(3)

  名倉  千晃(2)   津山    葵(2)   秦  なつめ(2)   栗谷  瑞希(2)   大橋  貴子(3)   牧  すずな(2)   後藤田  葵(2)   横山  加奈(2)

  加藤美音流(2)   下塀  桐香(3)   大上  千鶴(1)   東仲まどか(3)   竹内  玲菜(2)   中西  菜月(1)   竹下  美月(2)   川﨑  千穂(2)

  宇都宮絵莉(4)   杉浦  真弥(3)   西川はるの(4)   安井  有希(3)   小澤ほのか(3)   岸本  若奈(2)   内海明日香(1)   土井  優歌(3)

福本    幸 1m75 荒木  志帆(3) 1m72 3位:前田  愛純 1m69 3位:中村  優女(3) 1m69 原  香菜子(2) 1m69 堰本  朱里(1) 1m69 西村  莉子(4) 1m66 鐡丸美由紀(1) 1m63

甲南学園AC 明石商高 神戸市高体連ｸﾗﾌﾞ 滝川第二高 関西学院大 武庫川女大 立命館大 園田学園女大

那須  眞由(1) 3m70 竹上ほの香(1) 3m40 安宅  伽織(2) 3m40 荒木  志帆(3) 3m30 今村    澪(2) 3m00 廣岡  玲美(2) 3m00 7位:吉岡野々穂(2) 2m70 7位:北川  舞奈(3) 2m70

園田学園女大 園田学園女大 高松工芸高･香川 明石商高 園田学園女大 明石商高 明石商高 高松工芸高･香川

福西穂乃佳(3) 5m94 宇都宮絵莉(4) 5m85 大浦  沙紀(1) 5m84 中野    瞳 5m83 上垣麻衣子(4) 5m72 足立    舞(2) 5m69 市川  華愛(3) 5m51 田中日向子(2) 5m41

京都教育大 +2.4 園田学園女大 +1.3 園田学園女大 +1.1 神戸市陸協 +0.4 武庫川女大 +0.9 武庫川女大 +2.9 姫路商高 +2.1 尼崎小田高 +0.9 

喜田  愛以 12m72 田澤  麗奈(3) 12m16 藤田小百合(3) 12m01 宇田  祐稀(2) 11m99 畑  ともよ(3) 11m56 近藤    茜(3) 11m54 平田  瑞希(3) 11m33 坂元  里穂(2) 11m21

ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･大阪 +2.0 園田学園女大 +1.1 園田学園女大 +0.8 園田学園女大 +1.5 園田高 +0.4 夙川高 +1.4 姫路東高 +1.6 武庫川女大 +0.0 

砲丸投 福富栄莉奈  14m66 尾山  和華(2)  13m19 内田千香子(2)  13m17 廣畑  万季(1)  13m00 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ ﾃｨﾅ(1)  11m74 高尾  藍莉(3)  11m55 増田たまみ(M1)  11m49 川口  叙樹(3)  11m21

(4.000kg) フクビ･福井 姫路商高 園田学園女大 武庫川女大 市尼崎高 夙川高 天理大 市尼崎高

円盤投 坂口  亜弓  50m22 北垣  真里  41m47 武藤さくら子(1)  39m50 藤本  咲良(2)  39m08 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ ﾃｨﾅ(1)  39m04 谷      靖(3)  38m55 桑田つみき(3)  36m44 尾山  和華(2)  35m80

(1.000kg) S.T.T. ｺﾝﾄﾞ-ﾃｯｸ 園田学園女大 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 洲本高 姫路商高

ハンマー投 増田たまみ(M1)  49m15 土江  真央  46m54 三宅  れい(2)  45m73 仲里すみれ(2)  43m68 大谷  優華(2)  42m03 沖    砂織(3)  39m91 藤本  咲良(2)  39m16 奥野  七実(3)  38m15

(4.000kg) 天理大 宝塚市陸協 園田学園女大 園田学園女大 市尼崎高 淡路三原高 市尼崎高 三木東高

やり投 弦田れい愛(3)  52m06 中島  美穂(3)  49m38 後藤  悠希(2)  47m59 井上    萌(1)  47m18 宮本  美穂  47m11 松田知恵里(4)  44m51 岡村  亜彩(3)  43m42 福貴  央渚(3)  42m62

(0.600kg) 大阪体育大 NGR 中京大 京都教育大 大阪体育大 KAF 園田学園女大 三田祥雲館高 飾磨高
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