
日付 種目

丹羽　徠嘉  27.03 (+1.8) 大上　咲和  28.98 (+1.8) 中村　美里  29.04 (+1.8) 山本　こころ  31.45 (+1.8) 丸尾　綾香  35.01 (+1.8)

鷹匠 長峰 鷹匠 原田 原田

岸本　歩実  2:44.29 土居　悠梨  2:45.40 山口　萌々寧  2:45.46 辻川　綾音  2:49.33 森山　柚香  2:54.44 島田　優子  3:00.76 東尾　莉枝  3:07.12

鷹匠 原田 長峰 上野 原田 上野 鷹匠

正垣　水梨  5:03.11 曽木　美玖  5:25.88 丹沢　咲葉子  5:26.19 麻生　真帆  5:36.55 森山　柚香  5:41.40 土居　悠梨  5:51.30 矢本　萌香  5:57.08

鷹匠 上野 上野 長峰 原田 原田 鷹匠

池田　あづ  14.88 (+1.4) 西條　杏海  15.87 (+1.4) 杉村　知咲  17.82 (+1.4) 内丸　怜香  18.41 (+1.4) 國吉　夏音  20.64 (+1.4)

原田 鷹匠 長峰 長峰 鷹匠

長峰  54.34 鷹匠  54.59 上野  1:00.59

内丸　怜香 西條　杏海 逸見　未来

大上　咲和 トラン・ミン　フォン 内田　光美

杉村　知咲 原田　ありさ 森本　日菜子

荒木　映愛 川﨑　瑞佳 北村　ひなた

原田　ありさ  1.25 トラン・ミン　フォン  1.20

鷹匠 鷹匠

荒木　映愛  w4.79 (+3.2) 逸見　未来  4.35 (+0.8) 北村　ひなた  w4.11 (+2.3) 稲﨑　友花  3.76 (-3.7) 中村　寿美怜  3.72 (+1.0) 前田　彩衣  w3.66 (+6.3)

長峰 上野 上野 鷹匠 長峰 鷹匠

川﨑　瑞佳  7.78 笠井　凛  7.63 竹山　憂菜  6.40 上西　凜  5.40

鷹匠 鷹匠 上野 上野

毛利　珂月  17.30 鳥井　真里花  14.62

鷹匠 鷹匠

荒木　映愛  13.22 (+1.5) 池田　あづ  13.36 (+1.5) 大上　咲和  14.04 (+1.5) 川﨑　瑞佳  14.22 (+1.5) 原田　ありさ  14.36 (+1.5) 北村　ひなた  14.61 (+1.5)

長峰 原田 長峰 鷹匠 鷹匠 上野

丹羽　徠嘉  13.02 (+1.2) 前田　理子  13.70 (+1.2) 山本　こころ  14.60 (+1.2) 中村　寿美怜  14.77 (+1.2) 松橋　穂果  15.33 (+1.2) 丸尾　綾香  16.63 (+1.2)

鷹匠 鷹匠 原田 長峰 長峰 原田

宮本　愛美  14.21 (+1.7) 野田　瑚羽  14.53 (+1.7) 西　奏音  14.63 (+1.7) 内田　光美  15.67 (+1.7) 田中　初奈  15.98 (+1.7) 森本　日菜子  16.51 (+1.7)

原田 鷹匠 原田 上野 長峰 上野

下原　紅葉  2:56.08 池谷　せりの  2:56.66 松永　優里  3:01.74 阿部　日向  3:11.86 坂下　和奏  3:11.89 田中　遥夏  3:22.74

鷹匠 鷹匠 上野 原田 原田 上野

鷹匠  55.08 原田  57.00

丹羽　徠嘉 山本　こころ

山本　紗季 西　奏音

野田　瑚羽 宮本　愛美

前田　理子 荒藤　凛

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

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 7位 8位

藤原　健秀

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（灘区）
期日・時刻 2019/6/15 審判長


