
日付 種目

峰本　エマ  26.36 (+2.0) 福田　有里  27.30 (+2.0) 金也　里璃  27.52 (+2.0) 藤山　弥夏  27.53 (+2.0) 大槻　真由  28.15 (+2.0) 野瀬　瑠里子  28.88 (+2.0) 谷口　未奈  29.13 (+1.7) 橋本　野々花  29.33 (+1.7)

魚崎 本庄 本山南 御影 本山南 住吉 本山 住吉

藤山　弥夏  2:26.57 松井　佑奈  2:31.25 釜坂　理沙  2:35.10 川口　舞子  2:39.38 來嶋　桃子  2:40.38 太田　夕貴  2:40.98 西村　美咲  2:41.72 小西　音羽  2:44.98

御影 御影 神大附属 本庄 住吉 本庄 本山 住吉

松井　佑奈  w5:02.30 岡田　莉羽  w5:20.89 武村　寧々  w5:23.66 釜坂　理沙  w5:23.70 木村　優希  w5:25.31 熊谷　歩実  w5:26.61 山口　亜胡  w5:33.70 阿部　百衣  w5:38.46

御影 御影 本山 神大附属 本山南 本山 住吉 本山南

河江　桃花  w15.46 (+2.2) 長井　あや  w15.49 (+2.2) 清水　唯羽  w15.82 (+2.2) 岡野　萌果  w17.78 (+2.2) 宮地　麻菜美  w18.46 (+2.2) 河原　悠乃  19.58 (-3.7) 赤城　玲奈  w19.94 (+2.2) 正木　里依  19.98 (-3.7)

向洋 神大附属 本山南 本山南 神大附属 本山 御影 住吉

魚谷　七海  19.98 (-3.7)

御影

本山南  51.63 神大附属  52.94 本庄  53.25 御影  54.90 住吉  55.38 本山  55.98 向洋  56.01

清水　唯羽 田路　乃々華 谷口　心美 永島　愛香 小野　桜子 実村　早紀 岡村　香凜

大槻　真由 長井　あや 河本　阿耶子 藤山　弥夏 嶽北　由莉 熊谷　歩実 原田　梨子

三平　紫衣 湯浅　瑚子 山口　咲蕾 長位　愛香 中田　瞳子 西村　美咲 戸塚　ひさの

金也　里璃 阪田　晏菜 福田　有里 魚谷　七海 野瀬　瑠里子 財間　朋花 河江　桃花

原田　梨子  1.51 阪田　晏菜  1.42 木内　このは  1.36 湯浅　瑚子  1.36 林　杏菜  1.33 鴨川　樹莉  1.25 飯田　ひまり  1.20

向洋 神大附属 住吉 神大附属 本山 住吉 本山南

堤原　しの  1.20

本庄

中陳　ほのか  1.20

御影

福田　有里  4.72 (+1.1) 春名　柚希  w4.70 (+6.3) 吉留　琴峰  w4.31 (+8.1) 酒井　来夏  w4.03 (+4.8) 岡本　萌花  w3.96 (+3.9) 河本　阿耶子  w3.94 (+2.5) 酒井　彩華  w3.80 (+3.6) 安川　穂夏  w3.58 (+3.0)

本庄 御影 本山南 住吉 御影 本庄 住吉 本山

前田　菜月  9.38 田路　乃々華  8.91 長位　愛香  8.42 中満　香穂  8.05 木内　このは  7.31 岡村　香凜  7.24 谷川　心優  7.17 牧田　泉海  7.06

本山南 神大附属 御影 住吉 住吉 向洋 向洋 本山南

前田　菜月  20.77 中屋敷　夕依  18.98 谷川　心優  18.48 牧田　泉海  17.60 岡村　香凜  17.33 中満　香穂  16.65

本山南 御影 向洋 本山南 向洋 住吉

峰本　エマ  12.49 (+1.6) 長井　あや  13.13 (+1.6) 河江　桃花  13.25 (+1.6) 三平　紫衣  13.25 (+1.6) 野瀬　瑠里子  13.71 (+1.6) 田路　乃々華  14.00 (+1.6) 魚谷　七海  14.09 (+1.6) 織本　茜音  14.16 (+1.6)

魚崎 神大附属 向洋 本山南 住吉 神大附属 御影 本山南

河本　阿耶子  w13.57 (+2.9) 清水　唯羽  w13.75 (+2.9) 谷口　未奈  w13.83 (+2.9) 城下　陽菜  w13.84 (+2.9) 松垣　明梨  w13.95 (+2.9) 春名　柚希  w13.98 (+2.9) 髙木　亜美  w14.30 (+2.9) 桑原　晴子  w14.62 (+2.9)

本庄 本山南 本山 住吉 本山南 御影 本山 住吉

岩本　海音  w14.14 (+2.2) 逸本　美羽  w14.23 (+2.2) 勝野　七菜  w14.36 (+2.2) 山田　莉央  w14.63 (+2.2) 芦田　真由  w14.72 (+2.2) 玉造　琉唯  w15.18 (+2.2) 西村　麻佑  w15.28 (+2.2) 鷹野　美月  w20.72 (+2.2)

本山南 住吉 本山 神大附属 御影 本山南 本山 魚崎

森本　一花  2:44.39 井上　咲来  2:45.99 井倉　愛海  2:46.00 三宅　茜  2:53.26 三好　真央  2:55.44 田頭　紀冴  3:03.41 武貞　ほのか  3:05.29 中村　歩実  3:06.04

向洋 本山南 本庄 本山 本山 本山南 本庄 御影

本山  55.86 本山南  56.99 住吉  57.35 御影  57.90 本庄  1:02.57

髙木　亜美 松垣　明梨 原　優奈 赤城　玲奈 堤原　しの

勝野　七菜 岩本　海音 逸本　美羽 芦田　真由 図師　彩音

荒町　佳凜 玉造　琉唯 杉内　四季 長廣　麗子 板坂　心菜

谷口　未奈 岡野　萌果 城下　陽菜 春名　柚希 大串　梨乃

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

競技場名 神戸ユニバー記念競技場 記録主任 藤田　勝久

主催団体名 陸協名

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


