
日付 種目

内藤　香乃  25.95 (+0.8) 黒田　たくみ  27.79 (+0.8) 山本　ゆうか  27.97 (+0.8) 宮本　奈乃芭  28.08 (+0.8) 鈴木　美奈  28.80 (+0.8) 足立　茉優  29.06 (+0.7) 竹村　柚萌菜  29.07 (+0.8) 髙本　美咲  29.17 (+0.8)

有野 鈴蘭台 北神戸 大原 小部 有野北 小部 大原

北野　寧々  2:21.81 山本　空  2:23.18 前田　色葉  2:29.58 津田　薫乃  2:33.93 島田　杏那  2:34.37 酒井　梨緒  2:35.81 惠良　麻由美  2:37.25 石田　朱帆美  2:44.00

北神戸 北神戸 山田 小部 小部 有野北 大原 大原

山本　空  4:45.84 北野　寧々  4:51.38 津田　薫乃  5:09.54 酒井　梨緒  5:13.93 惠良　麻由美  5:16.62 宮武　萌珠  5:16.85 首藤　茉凜  5:27.83 三國　美洋  5:35.23

北神戸 北神戸 小部 有野北 大原 小部 有野北 大原

山本　ゆうか  w14.96 (+2.3) 熊野　彩音  w15.27 (+2.3) 宮本　奈乃芭  w15.45 (+2.3) 淺野　日菜  w15.46 (+2.3) 佐治　ひなた  w15.62 (+2.3) 小嶋　志歩  w16.42 (+2.3) 住吉　萌絵  w16.45 (+2.3) 足立　茉優  w16.63 (+2.3)

北神戸 北神戸 大原 鈴蘭台 有野北 大原 鈴蘭台 有野北

鈴蘭台  51.91 大原  53.00 北神戸  53.16 有野北  53.91 小部  54.06 大池  54.50 有野  54.84 山田  1:00.82

井上　彩織 米村　幸子 赤川　すみれ 足立　茉優 鈴木　美奈 堀　鈴那 梅宮　萌恵 池田　佳澄

黒田　たくみ 宮本　奈乃芭 山本　ゆうか 佐治　ひなた 竹村　柚萌菜 山田　美佑 田中　優衣 結城　里奈

藤谷　夏華 坂口　奈々 藤井　菜七海 藤田　愛唯 嵯峨　伊織 吉田　音々 本田　美怜 杉田　美空

淺野　日菜 小嶋　志歩 熊野　彩音 橋詰　由紀恵 徳永　らら 向井　さくら 堀家　花菜 尾﨑　彩葉

熊野　彩音  1.51 橘　知栄  1.48 髙島　瑠那  1.45 村崎　春奈  1.42 丸岡　千紘  1.39 髙澤　芽衣  1.36 大平　稀子  1.36 住吉　萌絵  1.33

北神戸 有野北 大原 有野北 鈴蘭台 北神戸 唐櫃 鈴蘭台

内藤　香乃  w5.43 (+4.4) 坂口　奈々  w4.76 (+2.3) 鈴木　美奈  w4.75 (+3.7) 井上　彩織  w4.52 (+3.8) 本田　美怜  w4.39 (+4.0) 藤谷　夏華  4.39 (+1.8) 山城　日和  4.20 (+1.0) 誉田　莉子  w4.13 (+3.2)

有野 大原 小部 鈴蘭台 有野 鈴蘭台 有野北 有野北

日山　美玲  11.55 安孫子　華澄  11.02 中山　明香  10.41 赤川　すみれ  10.01 髙島　瑠那  9.67 淺井　琴絵  9.17 池田　佳澄  7.26 天場　心咲  7.17

北神戸 鈴蘭台 鈴蘭台 北神戸 大原 大原 山田 小部

安孫子　華澄  29.03 日山　美玲  27.40 淺井　琴絵  23.40 中山　明香  22.16 赤川　すみれ  21.53 天場　心咲  19.21 槇野　光夏  19.18 村浦　一暖  18.50

鈴蘭台 北神戸 大原 鈴蘭台 北神戸 小部 大原 有野北

黒田　たくみ  w12.98 (+3.2) 淺野　日菜  w13.00 (+3.2) 佐治　ひなた  w13.23 (+3.2) 小嶋　志歩  w13.47 (+3.2) 米村　幸子  w13.75 (+3.2) 関　星乃  w13.83 (+3.2) 徳永　らら  w13.85 (+3.2) 梅宮　萌恵  w14.07 (+3.2)

鈴蘭台 鈴蘭台 有野北 大原 大原 唐櫃 小部 有野

髙本　美咲  w13.48 (+2.6) 山口　芽映  w13.53 (+2.6) 上堀　丹衣奈  w13.66 (+2.6) 伊東　美咲  w13.80 (+2.6) 板垣　安奈  w13.96 (+2.6) 淺野　由萌  w14.01 (+2.6) 川合　美蘭  w14.06 (+2.6) 山田　美佑  w14.08 (+2.6)

大原 小部 有野北 大原 有野北 鈴蘭台 有野 大池

村岡　美沙  14.22 (+1.1) 早川　侑花  14.35 (+1.1) 藤本　早玲  14.46 (+1.1) 伊藤　みな  14.47 (+1.1) 田中　陽菜  14.59 (+1.1) 桐原　夕芽  14.67 (+1.1) 中野　日葵  14.70 (+1.1) 近藤　百花  15.02 (+1.1)

北神戸 有野北 北神戸 小部 唐櫃 有野 大原 有野北

平野　さつき  2:42.45 佐伯　杏唯  2:44.55 池田　実紀  2:48.82 北野　凜々  2:49.72 中井　向日葵  2:50.82 桑原　日世里  2:53.17 北村　結良  2:58.13 篠田　あおい  3:04.47

小部 有野北 有野 北神戸 北神戸 唐櫃 有野北 大原

大原  55.21 小部  55.50 北神戸  55.89 有野  56.92 鈴蘭台  57.11 有野北  57.21 山田  57.35

伊東　美咲 池水　瑠菜 池山　美月 赤松　志優 淺野　由萌 上堀　丹衣奈 藤原　夢

中野　日葵 尾久土　栞 村岡　美沙 本田　美聖 安達　栞 近藤　百花 宮脇　寧々

安治　来夏 伊藤　みな 藤本　早玲 桐原　夕芽 三浦　百合 近藤　風香 福田　楓

髙本　美咲 山口　芽映 髙澤　芽衣 川合　美蘭 中塚　里咲 板垣　安奈 前田　色葉

w (wind assist) : 追風参考

6月15日 800m

低学年女子 6月15日 4x100mR

2年女子 6月15日 100m

1年女子 6月15日 100m

6月15日 円盤投

3年女子 6月15日 100m

6月15日 走幅跳

6月15日 砲丸投

6月15日 4x100mR

6月15日 走高跳

6月15日 1500m

6月15日 100mH

7位 8位

共通女子 6月15日 200m

6月15日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

藤田　勝久

主催団体名 陸協名

競技会名 5区総体(北区)
期日・時刻 2019/6/15 審判長 藤原　健秀

競技場名 神戸ユニバー記念競技場 記録主任


