
期日・時刻 2018/6/17

競技場名

日付 種目

廣内　彩(3)  28.33 (+0.4) 荻野　愛子(3)  28.70 (+0.4) 古賀　菜乃香(2)  28.86 (+0.4) 臼井　花穂(3)  28.93 (+0.4) 工藤　さくら(2)  29.25 (+0.4) 丸山　莉耀(3)  29.72 (+0.4)

山南 柏原 青垣 氷上 柏原 春日

藤原　志歩(2)  2:31.60 亀井　美来(2)  2:33.06 待場　渚羽(2)  2:36.29 澤本　知佳(3)  2:39.78 武知　那愛(2)  2:44.75 婦木　陽加(1)  2:45.02

柏原 柏原 山南 氷上 春日 春日

藤原　志歩(2)  5:11.71 中尾　友香(2)  5:17.72 澤本　知佳(3)  5:18.80 荻野　弥空(1)  5:23.61 上野　詩奈(1)  5:25.09 待場　渚羽(2)  5:29.94

柏原 柏原 氷上 春日 氷上 山南

福村　夏希(3)  15.55 (+1.9) 須原　葉月(3)  16.56 (+1.9) 下井　彩那(3)  16.62 (+1.9) 佐々木　春菜(2)  19.36 (+1.9) 浅葉　泉亜(2)  19.85 (+1.9) 西垣　萌愛(1)  19.93 (+1.9)

氷上 市島 柏原 氷上 山南 山南

氷上  52.52 柏原  53.71 春日  54.17 市島  55.39 山南  55.81 青垣  58.33

臼井　花穂(3) 下井　彩那(3) 丸山　莉耀(3) 須原　葉月(3) 浅葉　泉亜(2) 古賀　菜乃香(2)

福村　夏希(3) 荻野　愛子(3) 後藤　陽菜(3) 宮本　真里(3) 金山　明美花(3) 藤井　百々果(2)

佐々木　春菜(2) 工藤　さくら(2) 稲本　百愛(3) 藤田　寧々(3) 服部　七菜子(3) 中尾　真菜(2)

小林　あこ(2) 酒井　陽菜(3) 近藤　なつき(2) 大符　妃菜(2) 廣内　彩(3) 今井　かうり(2)

藤井　百々果(2)  1.40 足立　さくら(3)  1.35 近藤　なつき(2)  1.30 藤田　寧々(3)  1.20 上田　愛結(1)  1.15

青垣 氷上 春日 市島 柏原

小林　あこ(2)  w4.51 (+2.4) 須原　葉月(3)  4.46 (+1.8) 藤井　百々果(2)  4.41 (+1.9) 酒井　陽菜(3)  w4.40 (+2.5) 園田　真楓(2)  w4.38 (+3.3) 中島　美結(1)  4.35 (+0.9)

氷上 市島 青垣 柏原 柏原 山南

宮本　真里(3)  11.81 金山　明美花(3)  10.36 大符　妃菜(2)  9.68 中林　奈緒子(2)  8.88 古賀　菜乃香(2)  8.87 細谷　采加(3)  8.16

市島 山南 市島 春日 青垣 氷上

細谷　采加(3)  24.35 稲本　百愛(3)  22.01 田中　祐輝(2)  20.76 金山　明美花(3)  20.71 丸山　莉耀(3)  19.81 岡村　玲佳(2)  19.62

氷上 春日 柏原 山南 春日 柏原

宮本　真里(3)  2069 下井　彩那(3)  1972 小谷　梨乃(1)  1442 大符　妃菜(2)  1400 芦田　利都(2)  1157 瀬田　珠里(2)  508

市島 柏原 柏原 市島 氷上 氷上

6月17日 100mH

6月17日 走高跳

6月17日 砲丸投

6月17日 200m

川上　怜子(1)  14.34 (+1.8) 小谷　梨乃(1)  14.36 (+1.8) 近藤　魅桜(1)  14.75 (+1.8) 西脇　愛(1)  14.82 (+1.8) 中島　美結(1)  14.89 (+1.9)

氷上 柏原 春日 柏原 山南

藤澤　智菜(1)  14.34 (+1.8)

氷上

荻野　弥空(1)  2:36.40 上野　詩奈(1)  2:38.06 由良　和桜(1)  2:40.08 古川　朋茉(1)  2:42.96 西脇　愛(1)  2:51.26 山下　詩瀬(1)  3:00.96

春日 GR 氷上 春日 氷上 柏原 市島

小林　あこ(2)  13.42 (+0.5) 佐々木　春菜(2)  13.70 (+0.5) 近藤　なつき(2)  13.72 (+0.5) 工藤　さくら(2)  14.23 (+0.5) 亀井　美来(2)  14.42 (+0.5) 足立　佳奈香(2)  14.63 (+0.5)

氷上 氷上 春日 柏原 柏原 春日

福村　夏希(3)  13.22 (+1.2) 酒井　陽菜(3)  13.55 (+1.2) 廣内　彩(3)  13.61 (+1.2) 臼井　花穂(3)  13.62 (+1.2) 稲本　百愛(3)  13.85 (+1.2) 荻野　愛子(3)  14.05 (+1.2)

氷上 柏原 山南 氷上 春日 柏原

柏原  55.61 氷上  56.79 春日  57.61

亀井　美来(2) 有田　花(2) 岡田　結衣(2)

小谷　梨乃(1) 藤澤　智菜(1) 近藤　魅桜(1)

西脇　愛(1) 川上　怜子(1) 久下　あおい(1)

藤原　志歩(2) 廣岡　夏希(2) 足立　佳奈香(2)

廣岡　夏希(2)  15.00 (-0.4) 有田　花(2)  15.01 (-0.4) 下田　心奈(2)  15.30 (-0.4) 谷川　布宇(3)  15.54 (-0.4) 上田　愛結(1)  15.56 (-0.4) 酒井　美月(1)  16.32 (-0.4)

氷上 氷上 氷上 氷上 柏原 山南

藤本　七聖(1)  2:52.47 細見　しほ(2)  2:54.80 足立　悠月(1)  2:57.66 越川　望心歩(3)  3:04.70 岡本　久奈(3)  3:14.14

春日 春日 氷上 氷上 氷上

氷上 ９２点 柏原 ８４点 春日 ４９点 市島 ３６点 山南 ３０点 青垣 １７点
氷上 １８２点 春日 １６０点 柏原 １４１点 市島 １００点 山南 ５４．５点 青垣 ４２．５点

ＧＲ：大会新

丹波市女子総合
丹波市男女総合

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

DSQ (DiSQualified) : 失格

丹波オープン女子 6月17日 100m

6月17日 800m

丹波低学年女子 6月17日 4x100mR

丹波2年女子 6月17日 100m

丹波3年女子 6月17日 100m

丹波1年女子 6月17日 100m

6月17日 800m

 29.96 (+0.6)  28.78 (+0.6)  30.54 (+0.6)  31.69 (+0.6)  32.16 (+0.6)  34.72 (+0.6)

 11.38  8.51  5.75  9.62  5.48  5.32

 1.20  1.25  1.30  1.10  1.15 NM

 16.52 (+0.7)  16.88 (+0.7)  19.64 (+0.7)  20.00 (+0.7)  19.89 (+0.7)  23.53 (+0.7)

6月17日 円盤投

6月17日 四種競技

6月17日 走幅跳

6月17日 砲丸投

6月17日 走高跳

6月17日 4x100mR

6月17日 1500m

6月17日 100mH

丹波共通女子 6月17日 200m

6月17日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 丹波市・篠山市中学校体育連盟 陸協名 篠山市・丹波市中体連陸上競技部

競技会名 第７１回篠山市・第７０回丹波市総合体育大会　陸上競技選手権大会
審判長 大槻　隆浩

加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 東浦　一裕


