
日付 種目

杉村　美緒  12.34 (+1.5) 中尾　柚希  12.62 (+1.5) 池上　鈴佳  12.75 (+1.5) 野川　明莉  12.97 (+1.5) 竹内　栞里  13.02 (+1.5) 安里　彩加  13.11 (+1.5) 平野　愛依  13.16 (+1.5) 森川　澪  13.42 (-1.2)

園田学園女子大学 衣川 園田学園女子大学 市尼崎高校 園田学園女子大学 園田学園女子大学 魚住 武庫川女子大

長濱　奈々美  25.91 (-1.6) 野川　明莉  26.71 (-1.6) 小東　ゆい  26.95 (-1.6) 建部　美月  27.36 (0.0) 山本　紗也夏  27.54 (-1.6) 杉浦　真弥  27.70 (-1.6) 平野　愛依  27.80 (0.0) 吉澤　佳倫  27.85 (0.0)

武庫川女子大 市尼崎高校 武庫川女子大 兵庫県立大 園田学園女子大学 武庫川女子大 魚住 二見

建部　美月  59.83 藤井　ひかる  1:02.19 大西　芽依  1:03.93 佐藤　小花  1:07.39 中野　天寧  1:09.27 北迫　茉梨愛  1:09.96 当房　結衣  1:10.17 谷村　茉奈  1:11.00

兵庫県立大 明石西 明石北高 大久保 明石西 大久保 芦屋高校 芦屋高校

野々口　明希  2:17.40 大西　芽依  2:24.42 守谷　春咲  2:29.33 竹原　佐那子  2:29.36 山本　真由  2:32.62 直江　詩  2:34.11 辻　美咲  2:35.32 望月　誉乃美  2:35.88

武庫川女子大 明石北高 魚住 錦城 明石西 大久保 野々池 魚住

石田　さつき  4:52.74 西尾　わこと  4:59.29 迫田　夏歩  5:01.07 辻　美咲  5:08.49 守谷　春咲  5:14.01 直江　詩  5:22.15 南嶋　愛衣  5:26.60 田中　花音  5:26.78

尼崎市陸協 野々池 野々池 野々池 魚住 大久保 江井島 魚住東

相田　華  10:31.86 土井　優歌  11:03.25 辻　美咲  11:18.45 阿江　優  12:13.32 山本　奈実  12:37.59 塩崎　澄音  12:48.29

武庫川女子大 武庫川女子大 野々池 野々池 武庫川女子大 大久保

衣川Ａ  51.19 明石北  51.90 明石西  52.31 市尼崎高校  53.03 魚住  53.14 大久保  53.17 大久保北  54.59 魚住東  54.61

竹本　乃彩 池田　美里 西岡　真穂 池田　千晴 田原　茉奈実 佐藤　小花 杉本　恭子 折原　瑞希

中尾　柚希 池田　音花 生嶋　琴実 野川　明莉 平野　愛依 伊達　成美 ロバート　プリスカ 植田　菜々美

寺谷　莉央 木谷　里菜 永座　由麻 山田　彩乃 望月　誉乃美 久保　春陽 渡邊　花音 林　未来

大見　桜花 日下部　鈴 藤井　ひかる 入谷　成美 三木　和奏 黒田　陽菜 大沢　美咲希 金久　美南

野々池  4:21.24

秦　安純

迫田　夏歩

大林　萌乃佳

西尾　わこと

堰本　朱里  1.65 竹前　奈理  1.57 若宮　李奈  1.51 入谷　成美  1.48 日下部　鈴  1.48 亀山　紗知  1.48 杉浦　萌弥  1.40 荻原ソフィア　絹  1.40

武庫川女子大 園田学園女子大学 明石西 市尼崎高校 明石北高 明石西 望海 魚住

森川　澪  5.11 (+1.9) 藤井　楓  4.96 (+1.7) 山下　美昴  w4.96 (+3.3) 本田　えり  w4.82 (+2.8) 渡辺　萌水  w4.68 (+3.3) 江村　香奈美  w4.56 (+2.1) 佐々木　結衣  4.52 (+1.3) 橋本　佳苗  4.42 (+0.9)

武庫川女子大 緑が丘 園田学園女子大学 尼崎小田高校 甲南大 望海 望海 芦屋高校

船田　茜里  12.12 (+1.8) 大江　里香  11.63 (+1.8) 永座　由麻  10.23 (+1.6) 菅原　麻鈴  w9.13 (+2.3)

武庫川女子大 園田学園女子大学 明石西 明石西

藤沢　来瞳  34.34 澤井　乃愛  31.15 中元　美月  26.32 津川　まどか  25.79 七田　咲記  25.33 堤　玲奈  24.04 鴨川　京加  22.62 笹谷　美羽  22.05

明石西 明石西 明石西 尼崎小田高校 望海 明石北高 野々池 望海

山下　美昴  15.01 (-1.1) 石橋　奈月  16.24 (-1.1) 藤原　芽依  17.92 (-1.1)

園田学園女子大学 園田学園女子大学 東洋大姫路高

藤沢　来瞳  10.59 吉井　瑠生  10.51 山本　凜  8.98

明石西 神戸第一高 明石西

石橋　奈月  38.93 北　紗弥  36.02 中野　美緒奈  29.69 生嶋　琴実  22.00 谷野　友里子  20.80 櫛部　陽菜  19.87 村上　綾香  17.23 渋谷　あかね  16.78

園田学園女子大学 武庫川女子大 園田学園女子大学 明石西 明石北高 明石北高 明石北高 明石西

競技会名 ２０１９年度　明石市夏季陸上競技記録会
期日・時刻 2019/8/9 審判長 渋谷　芳洋

競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム 記録主任 橋本　崇

主催団体名 明石市陸上競技協会 陸協名 明石市陸上競技協会

8月8日 400m

8月9日 800m

7位 8位

一般高校中学女子 8月8日 100m

8月9日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月8日 4x100mR

8月9日 4x400mR

8月8日 1500m

8月9日 3000m

8月9日 三段跳

8月8日 円盤投

8月9日 走高跳

8月8日 走幅跳

8月9日 やり投

一般高校女子 8月9日 100mH

8月9日 砲丸投



日付 種目

鈴木　咲羽  15.68 (-2.1) 久保　春陽  17.07 (-2.6) 江村　香奈美  17.27 (-2.6) 岡本　雫  17.42 (-2.6) 松村　奏  17.95 (-1.1) 藤井　楓  18.28 (-2.6) 藤本　菜々子  18.43 (-2.6) 皆木　ひなた  18.81 (-1.1)

野々池 大久保 望海 衣川 大久保 緑が丘 大久保 大久保

河合　美憂  10.25 中村　葵叶  10.13 前本　侑衣南  9.96 荻原ソフィア　絹  9.76 吉原　清良  9.75 新井　万都里  9.31 岡本　彩希  8.66 杉能　舞夏  8.61

大久保北 衣川 野々池 魚住 大蔵 望海 大久保北 緑が丘

中村　葵叶  26.99 清水　彩里  9.52

衣川 衣川

阿部　里桜  14.32 (-1.6) 衣笠　華奈子  15.48 (-0.1) 山本　冴  15.52 (-1.6) 荻野　美羽  15.89 (-1.6) 林　花聖  16.07 (-1.2) 小畑　真歩  16.54 (-1.6) 田内　千代  16.76 (-1.6)

高丘西A 高丘西A 二見北 高丘西A 明石ＪＲＣ 高丘西B 高丘西B

森　帆郁  15.89 (-0.1)

高丘西A

高丘西A  58.83 高丘西B  1:04.77 高丘西C  1:09.99 高丘西D  1:13.86

森　帆郁 沢津橋　真理 村田　ひなた 足立　椛

衣笠　華奈子 伊藤　帆花 木下　沙弥 足立　楓

荻野　美羽 田内　千代 古家　結愛 小畑　咲菜

阿部　里桜 小畑　真歩 浦山　結衣 宮　果楓

衣笠　華奈子  1.20 沢津橋　真理  1.15

高丘西A 高丘西B

阿部　里桜  w4.08 (+2.5) 荻野　美羽  w3.58 (+2.3) 小畑　真歩  3.31 (+1.1) 森　帆郁  w3.15 (+2.3) 宮　果楓  3.01 (+0.2) 村田　ひなた  2.98 (+0.2) 伊藤　帆花  2.95 (+1.0) 木下　沙弥  2.90 (+0.3)

高丘西A 高丘西A 高丘西B 高丘西A 高丘西D 高丘西C 高丘西B 高丘西C

中学生女子 8月9日 100mH

100m

8月8日 4x100mR

8月9日 砲丸投

8月9日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

主催団体名 明石市陸上競技協会 陸協名 明石市陸上競技協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 ２０１９年度　明石市夏季陸上競技記録会
期日・時刻 2019/8/9 審判長 渋谷　芳洋

競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム 記録主任

8月8日 走高跳

8月8日 走幅跳

小学生女子 8月8日

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

橋本　崇


