
2年女子記録集



種別 日付 種目

青山　華依(2)  w11.61 (+2.2) 徳永　倫加子(2)  w11.96 (+2.2) 池松　杏香(2)  w12.05 (+2.2) 松永　朋子(2)  w12.07 (+2.2) 安達　茉鈴(2)  w12.13 (+2.2) 堂西　愛加(2)  w12.22 (+2.2) 塩尻　真結(2)  w12.33 (+2.2) 石野　智深(2)  w12.37 (+2.2)

大阪・大阪 西京・京都 石部・滋賀 小野・兵庫 京都橘・京都 和歌山北・和歌山 草津東・滋賀 小野・兵庫

青山　華依(2)  24.44 (-0.2) 松永　朋子(2)  24.71 (-0.2) 徳永　倫加子(2)  24.75 (-0.2) 葉田　結香(2)  25.26 (-0.2) 塩尻　真結(2)  25.35 (-0.2) 井上　晴稀(2)  25.66 (-0.2) 上田　陽(2)  25.89 (-0.2) 昌　琴音(2)  25.96 (-0.2)

大阪・大阪 小野・兵庫 西京・京都 桜宮・大阪 草津東・滋賀 京都橘・京都 大津商・滋賀 園田・兵庫

安達　茉鈴(2)  55.44 工藤　芽衣(2)  56.61 水口　萌(2)  56.75 大﨑　由布子(2)  57.06 水口　杏(2)  57.52 清水　麻衣(2)  57.74 山本　朱里(2)  57.99 上田　陽(2)  58.34

京都橘・京都 咲くやこの花・大阪 東大阪大敬愛・大阪 姫路商・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 伊吹・滋賀 明石南・兵庫 大津商・滋賀

水口　杏(2)  2:12.95 伊藤　美空(2)  2:13.26 久保　希蘭々(2)  2:15.47 増田　里菜(2)  2:17.69 川上　咲(2)  2:17.99 覚前　友里(2)  2:20.79 神吉　優海(2)  2:22.52 高橋　怜子(2)  2:25.28

東大阪大敬愛・大阪 立命館宇治・京都 西脇工・兵庫 大手前・大阪 兵庫・兵庫 薫英女学院・大阪 東播磨・兵庫 堀川・京都

三原　梓(2)  4:24.13 伊藤　美空(2)  4:26.66 土井　葉月(2)  4:27.13 松室　真優(2)  4:28.20 橋本　充央(2)  4:34.12 松尾　瞳子(2)  4:37.22 国本　陽菜(2)  4:43.34 伐栗　夢七(2)  4:43.50

立命館宇治・京都 立命館宇治・京都 須磨学園・兵庫 薫英女学院・大阪 福知山成美・京都 須磨学園・兵庫 姫路商・兵庫 大体大浪商・大阪

三原　梓(2)  9:16.74 土井　葉月(2)  9:17.75 安　なつ美(2)  9:37.75 橋本　充央(2)  9:44.83 松室　真優(2)  9:52.55 宇野　日陽(2)  10:00.67 小出　佳奈(2)  10:16.27 長岡　あず(2)  10:17.58

立命館宇治・京都 須磨学園・兵庫 薫英女学院・大阪 福知山成美・京都 薫英女学院・大阪 関大北陽・大阪 智辯カレッジ・奈良 姫路商・兵庫

大菅　紗矢香(2)  14.30 (-0.4) 廣瀬　瑳姫(2)  14.42 (-0.4) 城　まなみ(2)  14.52 (-0.4) 長田　杏音(2)  14.54 (-0.4) 石岡　明花音(2)  14.86 (-0.4) 國本　美柚(2)  14.93 (-0.4) 瀨山　結菜(2)  15.03 (-0.4)

鳥羽・京都 園田・兵庫 那賀・和歌山 園田・兵庫 摂津・大阪 大阪・大阪 膳所・滋賀

山本　亜美(2)  58.83 工藤　芽衣(2)  1:01.96 松本　美紀(2)  1:02.09 水口　萌(2)  1:02.40 田村　理紗(2)  1:02.52 安田　彩乃(2)  1:02.91 永田　蒼衣(2)  1:04.72 田口　綾乃(2)  1:06.23

京都橘・京都 GR 咲くやこの花・大阪 姫路・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 西京・京都 東海大仰星・大阪 草津東・滋賀 膳所・滋賀

市村　実夢(2)  23:32.53 藤野　楓(2)  24:13.39 小出　佳奈(2)  24:24.61 大野　里彩(2)  25:26.80 東　楓(2)  25:32.99 澤　歩優(2)  26:09.29 下村　天音(2)  26:23.34 杉江　ひかる(2)  26:42.30

県西宮・兵庫 大阪桐蔭・大阪 智辯カレッジ・奈良 県西宮・兵庫 大阪成蹊女子・大阪 泉陽・大阪 市尼崎・兵庫 草津東・滋賀

古林　愛理(2)  3.90 大坂谷　明里(2)  3.60 武久　由佳(2)  3.50 横山　愛華(2)  3.30 清田　愛来(2)  3.10 伊藤　萌々葉(2)  3.10 村上　萌莉(2)  3.00 大門　まこ(2)  3.00

明石商・兵庫 GR 社・兵庫 =ＧＲ 西京・京都 明石商・兵庫 北稜・京都 西京・京都 彦根翔西館・滋賀 長野・大阪

川口　夏生(2)  3.00

彦根翔西館・滋賀

宗澤　ティファニー(2)  1.71 辻内　杏奈(2)  1.68 森岡　未優(2)  1.62 筒井　穂乃茄(2)  1.62 清水　友理(2)  1.59 田尾　彩夏(2)  1.56 吉盛　美樹(2)  1.56 西田　未玖(2)  1.56

滝川第二・兵庫 奈良・奈良 関大北陽・大阪 大体大浪商・大阪 西城陽・京都 園田・兵庫 福崎・兵庫 鳥羽・京都

廣瀬　瑳姫(2)  5.72 (+0.2) 安達　日世里(2)  5.54 (+0.1) 櫨山　わかば(2)  5.51 (+1.3) 稲谷　凪紗(2)  5.45 (+1.6) 岸下　美月(2)  5.44 (+0.5) 森　望来(2)  5.35 (+1.6) 大菅　紗矢香(2)  5.33 (+0.6) 山根　碧栞(2)  5.28 (+0.2)

園田・兵庫 摂津・大阪 尼崎双星・兵庫 桐蔭・和歌山 大塚・大阪 鳥羽・京都 鳥羽・京都 咲くやこの花・大阪

島田　歩果(2)  12.24 (+1.7) 安達　日世里(2)  11.81 (+1.0) 南方　美羽(2)  11.57 (+0.5) 森　望来(2)  11.50 (-0.4) 尾石　陽菜(2)  11.47 (-0.6) 加茂　万由子(2)  11.47 (+0.6) 岸下　美月(2)  11.43 (+0.7) 北野上　愛莉(2)  11.21 (+0.2)

彦根翔西館・滋賀 摂津・大阪 和歌山北・和歌山 鳥羽・京都 関大北陽・大阪 加古川西・兵庫 大塚・大阪 近江・滋賀

日夏　涼香(2)  12.88 垣内　優里(2)  12.02 永井　桃花(2)  11.97 松井　春菜(2)  11.84 大西　愛莉(2)  11.27 中堂　妃菜(2)  10.92 武久　由佳(2)  10.76 岡室　さくら(2)  10.18

大塚・大阪 海南・和歌山 姫路商・兵庫 大塚・大阪 大体大浪商・大阪 京都西山・京都 西京・京都 神島・和歌山

神本　真衣音(2)  44.65 金村　響木(2)  41.87 永井　桃花(2)  38.18 大西　愛莉(2)  37.96 日夏　涼香(2)  37.85 中芝　美玖(2)  37.72 桝田　玲奈(2)  36.21 山内　希美(2)  35.98

市尼崎・兵庫 大塚・大阪 姫路商・兵庫 大体大浪商・大阪 大塚・大阪 京都女・京都 郡山・奈良 智辯カレッジ・奈良

山本　紗矢(2)  48.89 池田　和夏(2)  46.24 神本　真衣音(2)  44.78 杉野　樹里海(2)  44.60 一ノ瀬　明澄(2)  42.62 西田　好伽(2)  42.55 山原　優(2)  41.54 杉原　なつ(2)  40.72

市尼崎・兵庫 堀川・京都 市尼崎・兵庫 滋賀学園・滋賀 三木・兵庫 大塚・大阪 和歌山北・和歌山 北嵯峨・京都

中村　怜(2)  47.98 加藤　りの(2)  44.93 福山　愛(2)  42.15 井上　純白(2)  41.07 野間　名津巳(2)  39.72 高橋　知優子(2)  38.36 園田　遙(2)  38.02 井澤　茉実香(2)  37.63

東大阪大敬愛・大阪 市伊丹・兵庫 彦根翔西館・滋賀 摂津・大阪 和歌山北・和歌山 太成学院・大阪 松陽・兵庫 滝川第二・兵庫

2年 女子総合 大塚・大阪 33点 東大阪大敬愛・大阪 31点 立命館宇治・京都 30点 西京・京都 28点 市尼崎・兵庫 24点 園田・兵庫 24点 京都橘・京都 23点 摂津・大阪 21点

女子 総合 大塚・大阪 75点 西京・京都 54点 立命館宇治・京都 52点 大阪・大阪 48点 東大阪大敬愛・大阪 48点 須磨学園・兵庫 44点 大体大浪商・大阪 43点 京都橘・京都 41点

主催： 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会　 総務： 吉田　克久
共催： 和歌山市　和歌山市教育委員会 トラック審判長： 山本　博司
主管： 和歌山県高等学校体育連盟陸上競技部　和歌山陸上競技協会 跳躍審判長： 氏野　修次

投てき審判長： 井上　英典
2年最優秀選手 山本　亜美(2) 京都橘・京都 スタート審判長： 佐藤　寛員

招集所審判長： 片山　隆博
記録主任： 出羽　靖弘

ＧＲ：大会新　＝ＧＲ：大会タイ　　Ｗ：追い風参考
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  126 徳永　倫加子 ( 2 )  西京・京都 7  12.38 Q 1  201 青山　華依 ( 2 )  大阪・大阪 2  12.55 Q
2  188 安達　茉鈴 ( 2 )  京都橘・京都 5  12.40 Q 2  47 塩尻　真結 ( 2 )  草津東・滋賀 8  12.70 Q
3  561 堂西　愛加 ( 2 )  和歌山北・和歌山 3  12.55 q 3  392 石野　智深 ( 2 )  小野・兵庫 4  12.71 q
4  364 松浦　星乃 ( 2 )  滝川第二・兵庫 2  12.71 q 4  190 井上　晴稀 ( 2 )  京都橘・京都 5  12.72
5  588 齊藤　麻乃花 ( 2 )  橋本・和歌山 6  12.94 5  571 川澄　七彩 ( 2 )  向陽・和歌山 6  12.90
-  402 辻内　杏奈 ( 2 )  奈良・奈良 4 DNS 6  4 田村　香歩 ( 2 )  石部・滋賀 3  13.06

7  464 大久保　花帆 ( 2 )  高取国際・奈良 7  13.21

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  1 池松　杏香 ( 2 )  石部・滋賀 7  12.36 Q
2  394 松永　朋子 ( 2 )  小野・兵庫 5  12.52 Q
3  262 島田　美沙 ( 2 )  汎愛・大阪 6  12.86
4  803 津村　友愛 ( 2 )  大塚・大阪 3  13.00
5  558 恩田　怜奈 ( 2 )  和歌山北・和歌山 4  13.11
6  481 小原　夢美 ( 2 )  帝塚山・奈良 2  13.14

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  201 青山　華依 ( 2 )  大阪・大阪 7 w 11.61
2  126 徳永　倫加子 ( 2 )  西京・京都 5 w 11.96
3  1 池松　杏香 ( 2 )  石部・滋賀 4 w 12.05
4  394 松永　朋子 ( 2 )  小野・兵庫 9 w 12.07
5  188 安達　茉鈴 ( 2 )  京都橘・京都 6 w 12.13
6  561 堂西　愛加 ( 2 )  和歌山北・和歌山 3 w 12.22
7  47 塩尻　真結 ( 2 )  草津東・滋賀 8 w 12.33
8  392 石野　智深 ( 2 )  小野・兵庫 2 w 12.37
9  364 松浦　星乃 ( 2 )  滝川第二・兵庫 1 w 12.40

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

2年 女子 100m 予選   19/9/15 09:45 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/15 12:30  

日本高校記録   11.43 土井　杏南 埼玉栄・埼玉 2012 埼玉・熊谷

近畿高校記録   11.61 青山　華依 大阪・大阪 2019

大会記録   12.01 三木　汐莉 東大阪大敬愛

11.7 三木　まどか 姫路商

《 予選 》

風速 (-1.5 m/s) 風速 (-1.4 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 12:39:33

風速 (-1.5 m/s)

《 決勝 》

風速 (+2.2 m/s)

w (wind assist) : 追風参考
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  394 松永　朋子 ( 2 )  小野・兵庫 7  25.79 Q 1  126 徳永　倫加子 ( 2 )  西京・京都 5  25.51 Q
2  190 井上　晴稀 ( 2 )  京都橘・京都 2  26.14 Q 2  254 葉田　結香 ( 2 )  桜宮・大阪 3  25.90 Q
3  30 上田　陽 ( 2 )  大津商・滋賀 3  26.21 q 3  191 岩井　千波 ( 2 )  京都橘・京都 4  26.31
4  203 大林　由依 ( 2 )  大阪・大阪 6  26.24 4  513 野村　真佑 ( 2 )  紀央館・和歌山 7  27.30
5  571 川澄　七彩 ( 2 )  向陽・和歌山 4  26.70 5  523 喜多　茉央 ( 2 )  海南・和歌山 6  27.76
6  481 小原　夢美 ( 2 )  帝塚山・奈良 5  26.88 -  912 大﨑　由布子 ( 2 )  姫路商・兵庫 2 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  201 青山　華依 ( 2 )  大阪・大阪 3  25.95 Q
2  313 昌　琴音 ( 2 )  園田・兵庫 2  26.11 Q
3  47 塩尻　真結 ( 2 )  草津東・滋賀 6  26.19 q
4  12 清水　麻衣 ( 2 )  伊吹・滋賀 7  26.65
5  466 中室　瞳 ( 2 )  高取国際・奈良 5  27.93
6  430 安井　瑠美 ( 2 )  添上・奈良 4  28.09

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  201 青山　華依 ( 2 )  大阪・大阪 5  24.44
2  394 松永　朋子 ( 2 )  小野・兵庫 6  24.71
3  126 徳永　倫加子 ( 2 )  西京・京都 4  24.75
4  254 葉田　結香 ( 2 )  桜宮・大阪 7  25.26
5  47 塩尻　真結 ( 2 )  草津東・滋賀 2  25.35
6  190 井上　晴稀 ( 2 )  京都橘・京都 9  25.66
7  30 上田　陽 ( 2 )  大津商・滋賀 3  25.89
8  313 昌　琴音 ( 2 )  園田・兵庫 8  25.96

日本高校記録   23.45 齋藤　愛美 倉敷中央・岡山 2016 愛知・瑞穂

大会記録   24.27 山田　朱莉 西城陽

《 予選 》

風速 (-1.7 m/s) 風速 (-1.3 m/s)

風速 (-0.7 m/s)

予選   19/9/13 11:35 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 15:05  

近畿高校記録   23.78 壹岐　あいこ 京都橘・京都 2018 三重交通Gスポーツの杜

2年 女子 200m

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
Q (Qualified by place) : 順位による進出
q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 13:14:22

風速 (-0.2 m/s)

3 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  248 工藤　芽衣 ( 2 )  咲くやこの花・大阪 3  57.47 Q 1  265 水口　萌 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 6  57.91 Q

2  266 水口　杏 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 6  57.54 Q 2  12 清水　麻衣 ( 2 )  伊吹・滋賀 3  58.34 Q

3  376 山本　朱里 ( 2 )  明石南・兵庫 2  57.67 q 3  30 上田　陽 ( 2 )  大津商・滋賀 2  58.97 q

4  39 永田　蒼衣 ( 2 )  草津東・滋賀 7  59.65 4  561 堂西　愛加 ( 2 )  和歌山北・和歌山 4  59.76

5  543 畑山　楓花 ( 2 )  和歌山商・和歌山 4  1:00.06 5  191 岩井　千波 ( 2 )  京都橘・京都 7  1:00.90

6  401 近田　侑奈 ( 2 )  奈良・奈良 5  1:02.95 6  451 今西　智美 ( 2 )  畝傍・奈良 5  1:01.86

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  188 安達　茉鈴 ( 2 )  京都橘・京都 7  57.65 Q

2  912 大﨑　由布子 ( 2 )  姫路商・兵庫 2  58.12 Q

3  125 田村　理紗 ( 2 )  西京・京都 5  1:00.30

4  426 寺川　千晴 ( 2 )  添上・奈良 6  1:00.83

5  513 野村　真佑 ( 2 )  紀央館・和歌山 3  1:01.04

-  354 竹中　ゆりあ ( 2 )  長田・兵庫 4 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  188 安達　茉鈴 ( 2 )  京都橘・京都 4  55.44

2  248 工藤　芽衣 ( 2 )  咲くやこの花・大阪 7  56.61

3  265 水口　萌 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 6  56.75

4  912 大﨑　由布子 ( 2 )  姫路商・兵庫 8  57.06

5  266 水口　杏 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 5  57.52

6  12 清水　麻衣 ( 2 )  伊吹・滋賀 9  57.74

7  376 山本　朱里 ( 2 )  明石南・兵庫 2  57.99

8  30 上田　陽 ( 2 )  大津商・滋賀 3  58.34

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 16:46:09

《 予選 》

近畿高校記録   53.30 石塚　晴子 東大阪大敬愛・大阪 2019 紀三井寺
日本高校記録   52.52 杉浦　はる香 浜松市立・静岡 2013 東京・味の素スタ

大会記録   54.92 上山　美沙喜 東大阪大敬愛

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

2年 女子 400m 予選   19/9/14 09:45 ( 3組 2＋2 ) 
決勝   19/9/14 13:10  

リザルトリスト

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
Q (Qualified by place) : 順位による進出

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

4 ページ



1組 2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  266 水口　杏 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 4  2:17.50 Q 1  713 伊藤　美空 ( 2 )  立命館宇治・京都 3  2:17.17 Q

2  348 川上　咲 ( 2 )  兵庫・兵庫 6  2:18.58 Q 2  901 久保　希蘭々 ( 2 )  西脇工・兵庫 4  2:17.20 Q

3  389 神吉　優海 ( 2 )  東播磨・兵庫 2  2:18.69 q 3  131 高橋　怜子 ( 2 )  堀川・京都 5  2:18.41 q

4  63 吉田　優花 ( 2 )  滋賀学園・滋賀 3  2:25.16 4  705 飯田　実優 ( 2 )  京都光華・京都 2  2:19.31

5  489 川島　真夕 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 7  2:26.05 5  484 近藤　瑠奈 ( 2 )  奈良育英・奈良 7  2:26.71

6  560 楠本　風花 ( 2 )  和歌山北・和歌山 5  2:30.78 6  69 白田　藤子 ( 2 )  膳所・滋賀 6  2:28.30

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  220 覚前　友里 ( 2 )  薫英女学院・大阪 5  2:21.77 Q

2  244 増田　里菜 ( 2 )  大手前・大阪 4  2:23.92 Q

3  459 砂本　恵奈 ( 2 )  生駒・奈良 6  2:25.64

4  587 稲本　杏奈 ( 2 )  橋本・和歌山 2  2:30.79

5  74 中村　惠香 ( 2 )  比叡山・滋賀 3  2:36.73

-  551 田中　芙美 ( 2 )  桐蔭・和歌山 7 DNS

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考

1  266 水口　杏 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 7  2:12.95

2  713 伊藤　美空 ( 2 )  立命館宇治・京都 5  2:13.26

3  901 久保　希蘭々 ( 2 )  西脇工・兵庫 6  2:15.47

4  244 増田　里菜 ( 2 )  大手前・大阪 8  2:17.69

5  348 川上　咲 ( 2 )  兵庫・兵庫 9  2:17.99

6  220 覚前　友里 ( 2 )  薫英女学院・大阪 4  2:20.79

7  389 神吉　優海 ( 2 )  東播磨・兵庫 2  2:22.52

8  131 高橋　怜子 ( 2 )  堀川・京都 3  2:25.28

記録主任： 栗山　真治

19/9/13 16:15  

近畿高校記録  

紀三井寺公園 [301010]

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長：

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 13:15:04

日本高校記録   2:02.57 塩見　綾乃 京都文教・京都

大会記録  

2年 女子 800m 予選   19/9/13 12:40 ( 3組 2＋2 ) 

決勝  

《 決勝 》

2:07.01 川田　朱夏 東大阪大敬愛

《 予選 》

2:02.57 塩見　綾乃 京都文教・京都 2017 山形NDソフトスタジアム

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

山本　博司

リザルトリスト

5 ページ



審判長：

記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  712 三原　梓 ( 2 )  立命館宇治・京都 4  4:24.13

2  713 伊藤　美空 ( 2 )  立命館宇治・京都 2  4:26.66

3  357 土井　葉月 ( 2 )  須磨学園・兵庫 1  4:27.13

4  221 松室　真優 ( 2 )  薫英女学院・大阪 8  4:28.20

5  719 橋本　充央 ( 2 )  福知山成美・京都 11  4:34.12

6  358 松尾　瞳子 ( 2 )  須磨学園・兵庫 3  4:37.22

7  915 国本　陽菜 ( 2 )  姫路商・兵庫 12  4:43.34

8  820 伐栗　夢七 ( 2 )  大体大浪商・大阪 13  4:43.50

9  273 津熊　彩 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 6  4:46.24

10  489 川島　真夕 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 5  4:51.27

11  526 福居　夏帆 ( 2 )  智辯和歌山・和歌山 18  4:51.74

12  484 近藤　瑠奈 ( 2 )  奈良育英・奈良 17  4:52.10

13  48 草野　祐香 ( 2 )  草津東・滋賀 10  4:53.53

14  518 栗田　知幸 ( 2 )  耐久・和歌山 15  4:53.96

15  440 松実　唯 ( 2 )  橿原・奈良 14  4:56.92

16  43 南　明希 ( 2 )  草津東・滋賀 16  5:07.36

17  564 古田　愛弥 ( 2 )  和歌山北・和歌山 9  5:12.50

-  62 北川　莉那 ( 2 )  滋賀学園・滋賀 7 DNS

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

2年 女子 1500m
19/9/14 13:45  

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 16:48:51

近畿高校記録   4:07.86 小林　祐梨子 須磨学園・兵庫 2006 日産スタジアム

日本高校記録   4:07.86 小林　祐梨子 須磨学園・兵庫 2006 神奈川・日産スタ

大会記録   4:19.19 広田　愛子 須磨学園

6 ページ



審判長：

記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  712 三原　梓 ( 2 )  立命館宇治・京都 18  9:16.74

2  357 土井　葉月 ( 2 )  須磨学園・兵庫 15  9:17.75

3  222 安　なつ美 ( 2 )  薫英女学院・大阪 4  9:37.75

4  719 橋本　充央 ( 2 )  福知山成美・京都 11  9:44.83

5  221 松室　真優 ( 2 )  薫英女学院・大阪 13  9:52.55

6  239 宇野　日陽 ( 2 )  関大北陽・大阪 7  10:00.67

7  490 小出　佳奈 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 14  10:16.27

8  914 長岡　あず ( 2 )  姫路商・兵庫 8  10:17.58

9  526 福居　夏帆 ( 2 )  智辯和歌山・和歌山 2  10:24.93

10  525 楠本　凪 ( 2 )  智辯和歌山・和歌山 16  10:26.53

11  48 草野　祐香 ( 2 )  草津東・滋賀 5  10:31.27

12  440 松実　唯 ( 2 )  橿原・奈良 6  10:34.45

13  61 藤田　日菜 ( 2 )  滋賀学園・滋賀 3  10:40.95

14  62 北川　莉那 ( 2 )  滋賀学園・滋賀 1  11:02.57

15  482 今村　佳衣 ( 2 )  奈良育英・奈良 10  11:33.43

-  711 村松　灯 ( 2 )  立命館宇治・京都 9 DNS

-  564 古田　愛弥 ( 2 )  和歌山北・和歌山 12 DNS

-  358 松尾　瞳子 ( 2 )  須磨学園・兵庫 17 DNS

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 12:26:55

日本高校記録   8:52.33 小林　祐梨子 須磨学園・兵庫 2005 兵庫・神戸総合補

近畿高校記録   8:52.33 小林　祐梨子 須磨学園・兵庫 2005 ユニバー補助

大会記録   8:56.49 阪田　直子 立命館宇治

2年 女子 3000m
19/9/15 12:05  

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

7 ページ



記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  321 市村　実夢 ( 2 )  県西宮・兵庫 6  23:32.53

2  263 藤野　楓 ( 2 )  大阪桐蔭・大阪 13  24:13.39

3  490 小出　佳奈 ( 2 )  智辯カレッジ・奈良 15  24:24.61

4  322 大野　里彩 ( 2 )  県西宮・兵庫 5  25:26.80

5  228 東　楓 ( 2 )  大阪成蹊女子・大阪 17  25:32.99

6  816 澤　歩優 ( 2 )  泉陽・大阪 1  26:09.29

7  303 下村　天音 ( 2 )  市尼崎・兵庫 14  26:23.34

8  46 杉江　ひかる ( 2 )  草津東・滋賀 4  26:42.30

9  714 中地　こころ ( 2 )  立命館宇治・京都 16  26:44.83

10  6 有村　麻友衣 ( 2 )  石部・滋賀 7  26:56.38

11  485 山田　弥幸 ( 2 )  奈良育英・奈良 12  29:12.65

12  132 中村　緋菜 ( 2 )  堀川・京都 8  29:25.62

13  516 阪本　舞衣 ( 2 )  日高・和歌山 3  30:22.01

14  15 権藤　沙羅 ( 2 )  愛知・滋賀 11  30:52.58

15  503 小川　琴音 ( 2 )  熊野・和歌山 9  33:47.99

-  123 内片　玲 ( 2 )  西京・京都 10 DQ K2

-  560 楠本　風花 ( 2 )  和歌山北・和歌山 2 DNS

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 13:17:28

近畿高校記録   22:30.32 河添　香織 立命館宇治・京都 2013 東広島

日本高校記録   21:33.44 藤井菜々子 北九州市立・福岡 愛媛総合

大会記録   23:17.59 藪田　みのり 県西宮

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701]

紀三井寺公園 [301010] 栗山　真治

2年 女子 5000mW
19/9/14 12:25  
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1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  578 城　まなみ ( 2 )  那賀・和歌山 7  14.84 Q 1  155 大菅　紗矢香 ( 2 )  鳥羽・京都 6  14.44 Q
2  312 廣瀬　瑳姫 ( 2 )  園田・兵庫 4  14.92 Q 2  417 米田　帆奈 ( 2 )  高田・奈良 4  14.94 Q
3  204 國本　美柚 ( 2 )  大阪・大阪 2  15.03 q 3  232 石岡　明花音 ( 2 )  摂津・大阪 7  15.02 q
4  507 瀧田　真央 ( 2 )  田辺・和歌山 3  15.07 4  192 大窪　乙葉 ( 2 )  京都橘・京都 5  15.04
5  45 八代　杏音 ( 2 )  草津東・滋賀 6  15.57 5  431 山田　優那 ( 2 )  添上・奈良 3  17.96
6  483 大西　香凜 ( 2 )  奈良育英・奈良 5  17.17 -  251 山根　碧栞 ( 2 )  咲くやこの花・大阪 2 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  309 長田　杏音 ( 2 )  園田・兵庫 6  15.05 Q
2  70 瀨山　結菜 ( 2 )  膳所・滋賀 5  15.08 Q
3  388 長谷川　ひな ( 2 )  東播磨・兵庫 2  15.10
4  141 井上　由萌 ( 2 )  西城陽・京都 3  15.15
5  31 柏山　穂ノ香 ( 2 )  大津商・滋賀 4  15.62
6  505 坂本　恵 ( 2 )  神島・和歌山 7  15.64

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  155 大菅　紗矢香 ( 2 )  鳥羽・京都 6  14.30
2  312 廣瀬　瑳姫 ( 2 )  園田・兵庫 5  14.42
3  578 城　まなみ ( 2 )  那賀・和歌山 7  14.52
4  309 長田　杏音 ( 2 )  園田・兵庫 4  14.54
5  232 石岡　明花音 ( 2 )  摂津・大阪 2  14.86
6  204 國本　美柚 ( 2 )  大阪・大阪 3  14.93
7  70 瀨山　結菜 ( 2 )  膳所・滋賀 9  15.03
-  417 米田　帆奈 ( 2 )  高田・奈良 8 DNF

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 21:09:17

風速 (-1.9 m/s)

《 決勝 》

風速 (-0.4 m/s)

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

大会記録   14.04 中島ひとみ 夙川・兵庫

《 予選 》

風速 (-1.1 m/s) 風速 (-1.0 m/s)

19/9/14 10:50 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 15:45  

近畿高校記録   13.46 田中　佑美 関大一・大阪 2016 ｽｼﾞｽﾜﾌ･ｸｼｼｭｺ

日本高校記録   13.34 小林　歩未 市船橋・千葉 2018 伊勢

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

2年 女子 100mH 予選  

9 ページ



1組 2組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  248 工藤　芽衣 ( 2 )  咲くやこの花・大阪 5  1:04.32 Q 1  265 水口　萌 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 2  1:04.39 Q
2  39 永田　蒼衣 ( 2 )  草津東・滋賀 3  1:04.88 Q 2  125 田村　理紗 ( 2 )  西京・京都 6  1:04.55 Q
3  257 安田　彩乃 ( 2 )  東海大仰星・大阪 7  1:05.35 q 3  309 長田　杏音 ( 2 )  園田・兵庫 4  1:06.99
4  68 田口　綾乃 ( 2 )  膳所・滋賀 4  1:05.58 q 4  507 瀧田　真央 ( 2 )  田辺・和歌山 3  1:09.20
5  577 青海　夢生 ( 2 )  那賀・和歌山 2  1:06.14 5  425 角谷　遥 ( 2 )  添上・奈良 5  1:10.79
6  505 坂本　恵 ( 2 )  神島・和歌山 6  1:11.18 -  706 山本　悠月 ( 2 )  京都西山・京都 7 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  189 山本　亜美 ( 2 )  京都橘・京都 3  1:01.78 Q
2  911 松本　美紀 ( 2 )  姫路・兵庫 7  1:04.23 Q
3  923 川上　瑞生 ( 2 )  飾磨工・兵庫 2  1:06.00
4  45 八代　杏音 ( 2 )  草津東・滋賀 6  1:06.50
5  441 有村　友葵 ( 2 )  橿原・奈良 4  1:09.25
6  431 山田　優那 ( 2 )  添上・奈良 5  1:12.00

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  189 山本　亜美 ( 2 )  京都橘・京都 7  58.83  GR
2  248 工藤　芽衣 ( 2 )  咲くやこの花・大阪 5  1:01.96
3  911 松本　美紀 ( 2 )  姫路・兵庫 6  1:02.09
4  265 水口　萌 ( 2 )  東大阪大敬愛・大阪 4  1:02.40
5  125 田村　理紗 ( 2 )  西京・京都 8  1:02.52
6  257 安田　彩乃 ( 2 )  東海大仰星・大阪 3  1:02.91
7  39 永田　蒼衣 ( 2 )  草津東・滋賀 9  1:04.72
8  68 田口　綾乃 ( 2 )  膳所・滋賀 2  1:06.23

リザルトリスト

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 審判長： 山本　博司

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

2年 女子 400mH 予選   19/9/13 10:20 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 14:35  

近畿高校記録   57.09 石塚　晴子 東大阪大敬愛・大阪 2015 紀三井寺

日本高校記録   57.09 石塚　晴子 東大阪大敬愛・大阪 国立和歌山・紀三井寺

大会記録   59.72 米田　和 東大阪大敬愛

《 予選 》

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出

 GR : 大会新記録

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 13:16:10
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無効

試技数

9  366 宗澤　ティファニー( 2 ) 滝川第二・兵庫  1.71 1

5  402 辻内　杏奈( 2 ) 奈良・奈良  1.68 2

6  236 森岡　未優( 2 ) 関大北陽・大阪  1.62 3

13  824 筒井　穂乃茄( 2 ) 大体大浪商・大阪  1.62 4

10  140 清水　友理( 2 ) 西城陽・京都  1.59 5

17  311 田尾　彩夏( 2 ) 園田・兵庫  1.56 6

11  925 吉盛　美樹( 2 ) 福崎・兵庫  1.56 7

16  156 西田　未玖( 2 ) 鳥羽・京都  1.56 8

15  158 林中　櫻( 2 ) 鳥羽・京都  1.56 9

12  429 村岡　望羽( 2 ) 添上・奈良  1.53 10

2  237 辻井　美羽( 2 ) 関大北陽・大阪  1.53 11

3  58 丸岡　眸美( 2 ) 幸福関西・滋賀  1.53 12

7  553 日根　千晴( 2 ) 桐蔭・和歌山  1.53 12

1  514 廣辻　華( 2 ) 紀央館・和歌山 NM -

4  465 杉本　菜摘( 2 ) 高取国際・奈良 NM -

8  9 河合　飛世子( 2 ) 石山・滋賀 NM -

18  27 小林　真子( 2 ) 大津・滋賀 NM -

14  584 藤田　恵里奈( 2 ) 笠田・和歌山 DNS -

無効

試技数

7  397 大坂谷　明里( 2 ) 社・兵庫  3.60 2  =GR

6  124 武久　由佳( 2 ) 西京・京都  3.50 3

4  380 横山　愛華( 2 ) 明石商・兵庫  3.30 4

11  134 清田　愛来( 2 ) 北稜・京都  3.10 5

5  129 伊藤　萌々葉( 2 ) 西京・京都  3.10 6

8  95 村上　萌莉( 2 ) 彦根翔西館・滋賀  3.00 7

2  831 大門　まこ( 2 ) 長野・大阪  3.00 8

3  89 川口　夏生( 2 ) 彦根翔西館・滋賀  3.00 8

10  270 吉村　知華( 2 ) 東大阪大敬愛・大阪  3.00 10

12  42 北條　花( 2 ) 草津東・滋賀  2.70 11

13  258 今井　智咲( 2 ) 東海大仰星・大阪  2.70 11

9  550 稲谷　凪紗( 2 ) 桐蔭・和歌山 DNS -

3.60 椎葉　実生 大塚

近畿高校記録  

大会記録  

2年 女子 棒高跳

－ : パス

開始時刻　 14:30 　終了時刻　 16:31 　
審判長

 3.40  3.50

近畿高校記録  

大会記録  

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

開始前

4.00 古林　愛理 明石商・兵庫 2019 ヤンマースタジアム長居

4.00 我孫子　智美 光泉・滋賀 2005 横浜国際

2019/9/14

3.60 岡野　悠里 西京

順位

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 11:04:11

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

○ : 有効

得点 備考最高記録

 3.90  4.03

 3.70  3.80 2.50  2.60  2.70

1  381 古林　愛理( 2 ) 明石商・兵庫

Ord. No. 競技者名

o

-

xxx

-

　 

-

　 

-
1

-

　 

-

　 

-

　  　 

-
 GR

- - - - - - -

 3.90

- - - - - -

- - - - -

- -

-

o o xxx

xxx- - xo o

xxx

xo xxx

o xxx

xoo

- - - o - xo

-- - - - -

- - - xo xo xo

xo xxx

　 

-

　 

xxo

o

o

　 

o

　 

-

　 

xxo

　 

-

- o o o o xxo xxx

- - - - - xxo xxx

- - o xo o xxo xxx

- o o xxx

o o o xxx

所属

試技

 3.20  3.30  3.60 2.80  2.90  3.00  3.10

氏野　修次

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

種目 2年 女子 棒高跳 決勝 期日・時刻

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名

種目 2年 女子 走高跳 決勝 期日・時刻
2019/9/15

審判長 氏野　修次
開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:30 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.71  1.74 順位 得点 備考 1.50  1.53  1.56  1.59  1.62  1.65  1.68

- - - o o o o o xxx

- - - o xo xo xo xxx

- - - o o xxx

- - o - xxo xxx

o o o xo xxx

o o o xxx

- xo o xxx

- o xo xxx

xo xo xxo xxx

xo o xxx

xo xo xxx

o xxo xxx

o xxo xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（有効試技…○、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 13:56:56

大会記録  

1.90 佐藤　恵 沼垂・新潟 1983 新潟

1.82 宗包　麻里菜 西京・京都 2013 大分

1.76 沢田　美樹 桜宮

1.76 荒木　志帆 明石南

2年 女子 走高跳

日本高校記録  

近畿高校記録  

大会記録  
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トップ8

試技順

17  312 廣瀬　瑳姫( 2 ) 園田・兵庫 8 1

2  230 安達　日世里( 2 ) 摂津・大阪 7 2

1  305 櫨山　わかば( 2 ) 尼崎双星・兵庫 6 3

15  550 稲谷　凪紗( 2 ) 桐蔭・和歌山 5 4

11  298 岸下　美月( 2 ) 大塚・大阪 4 5

13  155 大菅　紗矢香( 2 ) 鳥羽・京都 2 6

12  157 森　望来( 2 ) 鳥羽・京都 3 7

10  251 山根　碧栞( 2 ) 咲くやこの花・大阪 1 8

3  128 福田　菜都( 2 ) 西京・京都 9

8  553 日根　千晴( 2 ) 桐蔭・和歌山 10

16  83 古野　あおい( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 11

5  460 益田　晴香( 2 ) 生駒・奈良 12

9  429 村岡　望羽( 2 ) 添上・奈良 13

7  333 松永　理沙ジェニファー( 2 ) 芦国中等・兵庫 14

18  572 川端　杏衣里( 2 ) 向陽・和歌山 15

4  603 松浦　花純( 2 ) 彦根東・滋賀 16

6  419 森　涼楓( 2 ) 高田・奈良 17

14  93 島田　歩果( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 -

トップ8

試技順

15  93 島田　歩果( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 8 1

11  230 安達　日世里( 2 ) 摂津・大阪 3 2

13  565 南方　美羽( 2 ) 和歌山北・和歌山 7 3

1  157 森　望来( 2 ) 鳥羽・京都 6 4

3  238 尾石　陽菜( 2 ) 関大北陽・大阪 4 5

2  383 加茂　万由子( 2 ) 加古川西・兵庫 5 6

17  298 岸下　美月( 2 ) 大塚・大阪 1 7

12  17 北野上　愛莉( 2 ) 近江・滋賀 2 8

14  142 岩田　愛弓( 2 ) 西城陽・京都 9

18  317 山本　陽菜( 2 ) 園田・兵庫 10

16  572 川端　杏衣里( 2 ) 向陽・和歌山 11

6  41 三ケ月　紀夏( 2 ) 草津東・滋賀 12

9  557 小栗　七海( 2 ) 和歌山北・和歌山 13

8  179 平山　菜乃( 2 ) 京都文教・京都 14

7  419 森　涼楓( 2 ) 高田・奈良 15

5  305 櫨山　わかば( 2 ) 尼崎双星・兵庫 16

10  474 井上　菜桜( 2 ) 一条・奈良 16

4  452 黒田　あい( 2 ) 畝傍・奈良 18

大会記録  

6.44 高良　彩花 園田学園・兵庫 岐阜・長良川

6.44 中野　瞳 長田・兵庫 2007 兵庫・神戸総合日本高校記録  

大会記録  

2年 女子 走幅跳

2019/9/13

開始時刻　 15:45 　終了時刻　 17:30 　
審判長

6.02 馬場　貴子 園田

6.02 高良　彩花 園田

近畿高校記録  

近畿高校記録  

日本高校記録  

6.44 高良　彩花 園田・兵庫 2018 岐阜長良川

6.44 中野　瞳 長田・兵庫 2007 ユニバー

 5.72 +0.2 

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録

 5.72 +0.2 

順位 得点 備考
1 2 3 6

 －     ×   

 4.77 -0.3 

+2.5 

 5.33 +0.6   5.32

+1.6 

+1.3   5.20

+0.1   ×

 ×     5.44 +0.5   5.36

 5.28 +0.2   3.93 -0.3   ｒ   

 5.14 -0.1   4.89 -0.2   5.35 +1.6 

 5.11

 5.28 +0.2 

+0.6   5.22 -0.3  5.40

+0.6  5.07 -0.4   4.95 -0.8   5.11 +0.6  +0.6 

 ×     4.92 +0.2   5.11 +1.9   5.11 +1.9 

+1.6 

+1.4   5.19

+0.6   5.26 +0.5 +1.2   5.41 +0.5   5.40 +0.3   5.41

+1.4 

          5.28 +0.2 

 5.40

          5.11

          5.11 +1.9 

 ×     5.03 +1.7   4.90 +1.4   5.03 +1.7  +1.7 

 4.90

       5.03

+0.7 

  

 5.38 +0.3   5.46+0.5   5.46

+1.6   5.48

+1.0 

 5.30 -0.3   ×     5.45 +1.6 

+1.0   5.33 -1.2 

+1.8 +1.8   5.38 -0.3   ×   

+0.7   4.86 -0.1   ×     4.90

 5.51

+0.7   4.78 +0.3   4.86 +1.7 

 5.45

 5.44

 5.33

 5.35

 5.23  0.0   4.96 -0.6   5.51 +1.3 

  

+1.3 +1.6   ×     ×     5.51

 4.90

 5.48

    4.86

+0.7 

 4.86 +1.7 

     

 5.54

+1.0 

+1.7 

 4.80 +1.0 

     

 5.54 +0.1   5.30 -0.7   ×   

       4.80

+0.1     5.52 +1.2   5.51

 4.84

 4.74 -0.6 

  

   ×     4.80 +1.0   ×   

 4.64 -0.3   4.77 +0.2   4.71 -0.5 

 5.66

試技
最高記録

4 5

+0.2 +1.2   5.46 +0.7   5.67 +1.7   5.72

       4.74

  

+0.8   5.54

+0.2 

 ×     4.74 -0.6   4.62

    4.77 4.77 +0.2 

+0.5   4.73 +0.1 

  +1.5 

    4.73

-0.6 

 4.73
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+0.1   4.69 -0.3   4.73

× : 無効試技

－ : パス

ｒ : 試技放棄

     

氏野　修次

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

種目 2年 女子 走幅跳 決勝 期日・時刻

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

      DNS

+0.1 

  

     

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS (Did Not Start) : 欠場

- 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

  

種目 2年 女子 三段跳 決勝 期日・時刻
2019/9/14

審判長 氏野　修次
開始時刻　 13:00 　終了時刻　 14:37 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属
試技

3回の最高記録
試技

最高記録 順位 得点 備考
1 2 3 4 5 6

 11.28  0.0   12.01 +0.6   12.03 +0.5   12.03 +0.5   11.93 +0.7   12.15 +0.9   12.24 +1.7   12.24 +1.7 

 11.37 -0.1   ×     11.33 +0.4   11.37 -0.1   11.62 +0.6   11.81 +1.0   11.03 +0.4   11.81 +1.0 

 11.57 +0.5   11.56 +1.0   11.53  0.0   11.57 +0.5   ×     11.28  0.0   ×     11.57 +0.5 

 11.45 -0.3   11.41 +1.2   11.50 -0.4   11.50 -0.4   11.48 +1.3   11.19 +0.3   10.84 -0.1   11.50 -0.4 

 ×     11.37 -0.1   11.36 +0.5   11.37 -0.1   11.47 -0.6   ×     11.40 +0.7   11.47 -0.6 

 11.35 +0.2   11.47 +0.6   11.17 -0.4   11.47 +0.6   11.20 +0.9   11.08 +2.1   11.19 +1.3   11.47 +0.6 

 10.99  0.0   11.09 +0.2   11.15 +0.4   11.15 +0.4   11.43 +0.7   11.30 +1.7   10.83 +1.0   11.43 +0.7 

 11.21 +0.2   11.13 -0.1   11.07 +0.2   11.21 +0.2   11.13 +0.3   11.06 +0.7   11.16 +2.9   11.21 +0.2 

 10.82 +0.1   ×     11.08 +0.1   11.08 +0.1            11.08 +0.1 

 10.96 +0.2   11.07 -0.6   11.05 -1.3   11.07 -0.6            11.07 -0.6 

 10.77 +0.5   10.67 +0.7   10.97 +0.3   10.97 +0.3            10.97 +0.3 

 10.96 +0.2   10.77 -0.4   10.86 +0.7   10.96 +0.2            10.96 +0.2 

 ×     10.90 +0.9   10.85 +0.3   10.90 +0.9            10.90 +0.9 

 10.78 +0.2   10.62 +0.9   10.81 +0.6   10.81 +0.6            10.81 +0.6 

 ×     ×     10.52  0.0   10.52  0.0            10.52  0.0 

 ×     10.35 +0.4   ×     10.35 +0.4            10.35

    10.35

+0.4 

 ×     ×     10.35 +0.4 

 10.23 +1.4 

      10.35 +0.4 

    10.23

+0.4 

 ×     10.23 +1.4   ×   
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2年 女子 三段跳

近畿高校記録  

日本高校記録  

+1.4 

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

12.34 北田　莉亜 摂津・大阪

12.92 村山　梢 初芝・大阪 1995 浜松

12.96 河添　千秋 松山北・愛媛 2018 丸亀

大会記録  

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）
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トップ8

試技順

5  801 日夏　涼香( 2 ) 大塚・大阪 8 1

14  522 垣内　優里( 2 ) 海南・和歌山 5 2

17  917 永井　桃花( 2 ) 姫路商・兵庫 7 3

9  802 松井　春菜( 2 ) 大塚・大阪 6 4

16  825 大西　愛莉( 2 ) 大体大浪商・大阪 2 5

15  707 中堂　妃菜( 2 ) 京都西山・京都 4 6

13  124 武久　由佳( 2 ) 西京・京都 3 7

2  504 岡室　さくら( 2 ) 神島・和歌山 1 8

12  107 杉原　なつ( 2 ) 北嵯峨・京都 9

11  540 窪　千優( 2 ) 和歌山商・和歌山 10

6  605 今別府　冴奈( 2 ) 水口・滋賀 11

3  487 岸本　しなの( 2 ) 奈良大学附属・奈良 12

4  928 中山　真萌( 2 ) 洲本実・兵庫 13

10  404 阪上　萌結( 2 ) 奈良・奈良 14

18  94 安食　加葉( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 15

8  314 増田　晶( 2 ) 園田・兵庫 16

7  423 桝田　玲奈( 2 ) 郡山・奈良 17

1  84 矢野　寿愛来( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 18

× : 無効試技
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

 8.76

 8.18  7.63  8.22  8.22  8.22

 7.83  ×  8.76  8.76

 9.41

 8.99  9.09  7.53  9.09  9.09

 8.88  9.41  8.98  9.41

 9.51

 9.07  9.47  8.91  9.47  9.47

 9.13  9.51  8.97  9.51

 9.67

 9.53  9.58  9.61  9.61  9.61

 9.60  9.36  9.67  9.67

 10.07

 9.75  9.44  9.77  9.77  9.77

 9.17  9.63  10.07  10.07

 10.11  10.76

 10.06  ×  10.18  10.18  9.88  ×  ×  10.18

 ×  9.97  10.44  10.44  10.76  10.25

 11.27  11.27

 10.23  10.50  10.82  10.82  10.75  10.92  10.63  10.92

 9.84  10.19  ×  10.19  10.06  10.53

 11.97  11.97

 11.24  ×  11.84  11.84  11.13  ×  11.52  11.84

 11.40  11.97  11.94  11.97  11.89  11.53

 12.88

 9.63  ×  11.28  11.28  10.79  10.85  12.02  12.02

6

 12.88  12.29  12.79  12.88  ×  ×  ×

試技
最高記録 順位 得点 備考

1 2 3 4 5
Ord. No. 競技者名 所属

試技
3回の最高記録

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

審判長 井上　英典
開始時刻　 14:00 　終了時刻　 15:10 　

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

大会記録   14.00 郡　菜々佳 東大阪大敬愛

種目 2年 女子 砲丸投4k 決勝 期日・時刻
2019/9/13

2年 女子 砲丸投

近畿高校記録   15.70 郡　菜々佳 東大阪大敬愛・大阪 2015 紀三井寺

日本高校記録   15.70 郡　菜々佳 東大阪大敬愛・大阪 和歌山・紀三井寺
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トップ8

試技順

7  302 神本　真衣音( 2 ) 市尼崎・兵庫 8 1

4  297 金村　響木( 2 ) 大塚・大阪 4 2

8  917 永井　桃花( 2 ) 姫路商・兵庫 7 3

3  825 大西　愛莉( 2 ) 大体大浪商・大阪 6 4

12  801 日夏　涼香( 2 ) 大塚・大阪 5 5

18  187 中芝　美玖( 2 ) 京都女・京都 3 6

10  423 桝田　玲奈( 2 ) 郡山・奈良 2 7

14  492 山内　希美( 2 ) 智辯カレッジ・奈良 1 8

9  382 竹本　百花( 2 ) 県農・兵庫 9

5  94 安食　加葉( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 10

1  199 横田　有奈( 2 ) 京都光華・京都 11

17  708 川西　可紗( 2 ) 京都西山・京都 12

11  468 南　優希( 2 ) 高取国際・奈良 13

2  530 西岡　瑞穂( 2 ) 開智・和歌山 14

6  606 前田　あゆみ( 2 ) 水口・滋賀 15

15  504 岡室　さくら( 2 ) 神島・和歌山 16

13  64 杉野　樹里海( 2 ) 滋賀学園・滋賀 -

16  522 垣内　優里( 2 ) 海南・和歌山 -

54.00 齋藤　真希 鶴岡工・山形 神奈川・東海大

51.25 郡　菜々佳 東大阪大敬愛・大阪 2016 鴻ノ池

46.84 渡邊　茜 東大阪大敬愛

6

試技
最高記録

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

 32.87  36.21

 31.62  37.85 33.56  34.29  37.85  37.85  35.39  36.52

 ×  38.18

 ×  37.96  ×  37.96  33.36  ×  37.24  37.96

DNS (Did Not Start) : 欠場
× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 13:05:24

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

DNS

DNS

 24.81

 23.40  24.09  ×  24.09  24.09

 20.73  24.81  ×  24.81

 27.57

 21.74  21.71  25.87  25.87  25.87

 25.65  27.57  27.31  27.57

 31.45

 ×  28.60  28.27  28.60  28.60

 33.77

 27.64  32.38  33.11  33.11  33.11

 32.21  33.77  33.69  33.77

 ×  27.71  31.45  31.45

 ×  35.98  35.98

 35.42  ×  36.21  36.21  ×  34.36

 33.83 32.96  34.24

 37.41  37.41  37.72  36.84

 ×  34.24

 37.19  37.72

2年 女子 円盤投

近畿高校記録  

日本高校記録  

Ord. No. 競技者名 所属

大会記録  

 44.65

 37.65  36.57  36.66  37.65  41.87  32.78  39.90  41.87

 38.83  41.39  44.65  44.65  ×

 34.85  38.18  ×  ×

 35.50  35.85

 43.22  ×

 ×  38.18

順位 得点 備考

14 ページ



56.79 奥村　梨里佳 添上・奈良 2019 ﾀﾋﾞｯｸ県総ひやご

56.84 関口　清乃 進修館・埼玉 2016 順天堂大

50.34 桑原　翠 日高・和歌山

トップ8

試技順

7  301 山本　紗矢( 2 ) 市尼崎・兵庫 8 1

16  133 池田　和夏( 2 ) 堀川・京都 6 2

8  302 神本　真衣音( 2 ) 市尼崎・兵庫 7 3

17  64 杉野　樹里海( 2 ) 滋賀学園・滋賀 5 4

12  390 一ノ瀬　明澄( 2 ) 三木・兵庫 4 5

2  299 西田　好伽( 2 ) 大塚・大阪 3 6

13  566 山原　優( 2 ) 和歌山北・和歌山 2 7

5  107 杉原　なつ( 2 ) 北嵯峨・京都 1 8

11  209 吉田　想望( 2 ) 大阪・大阪 9

18  283 中田　康乃( 2 ) 天王寺・大阪 10

3  187 中芝　美玖( 2 ) 京都女・京都 11

4  84 矢野　寿愛来( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 12

6  86 三原　椎名( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 13

1  468 南　優希( 2 ) 高取国際・奈良 14

10  540 窪　千優( 2 ) 和歌山商・和歌山 15

9  488 辰巳　伶奈( 2 ) 奈良大学附属・奈良 -

14  473 中垣　十秋( 2 ) 十津川・奈良 -

15  563 野間　名津巳( 2 ) 和歌山北・和歌山 -

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場
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開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。

× : 無効試技

DNS

DNS

 26.27

 ×  ×  × NM

 23.34  25.22  26.27  26.27

 32.10  ×  32.10  32.10

 29.09  29.87  30.57  30.57  30.57

 29.92

 34.55

 33.64  ×  ×  33.64  33.64

 34.14  28.14  34.55  34.55

 39.67

 34.81  37.37  ×  37.37  37.37

 ×  39.67  ×  39.67

 41.36  38.05  41.54

 39.50  37.93  40.72  40.72  40.54  ×  40.70  40.72

 40.00  41.54  41.54  41.00  39.39

 41.46  ×  42.55  37.91  ×  38.78  42.55

 42.62  ×  ×  42.62  ×  39.73  38.85  42.62

 42.55

 44.58  ×  44.78

 ×  43.09  ×  43.09  44.60

 46.24

 ×

 ×  40.87  44.60

 44.78  ×  43.86  44.78  ×

 48.89

4 5

 42.74  43.09  41.25  43.09  46.24  ×  45.16

 48.70  47.96  48.70  48.27  48.89  ×

試技
3回の最高記録

6

試技
得点 備考最高記録

記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 順位
1 2 3

競技場名 紀三井寺公園 [301010] 主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会

開始時刻　 15:50 　終了時刻　 17:18 　
審判長 井上　英典

競技会名 第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

2年 女子 ハンマー投

種目 2年 女子 ハンマー投4k 決勝 期日・時刻
2019/9/14
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トップ8

試技順

13  272 中村　怜( 2 ) 東大阪大敬愛・大阪 8 1

9  330 加藤　りの( 2 ) 市伊丹・兵庫 7 2

14  88 福山　愛( 2 ) 彦根翔西館・滋賀 6 3

18  256 高橋　知優子( 2 ) 太成学院・大阪 5 4

5  563 野間　名津巳( 2 ) 和歌山北・和歌山 3 5

3  231 井上　純白( 2 ) 摂津・大阪 4 6

6  367 井澤　茉実香( 2 ) 滝川第二・兵庫 1 7

4  387 園田　遙( 2 ) 松陽・兵庫 2 8

11  108 三浦　夕佳( 2 ) 乙訓・京都 9

17  67 竹下　向日葵( 2 ) 滋賀短大附属・滋賀 10

7  135 寺田　早希( 2 ) 北稜・京都 11

8  82 青木　菜那子( 2 ) 東大津・滋賀 12

10  487 岸本　しなの( 2 ) 奈良大学附属・奈良 13

1  461 山本　結季音( 2 ) 生駒・奈良 14

12  501 上野　晴夏( 2 ) 串本古座・和歌山 15

2  106 小南　胡桃( 2 ) 北嵯峨・京都 16

15  491 椿原　潤綺( 2 ) 智辯カレッジ・奈良 17

16  514 廣辻　華( 2 ) 紀央館・和歌山 -

2年 女子 やり投

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

種目

Ord. No. 競技者名 所属

競技場名

58.59 山下　実花子 京都共栄・京都 2015 西京極

58.90 北口　榛花 旭川東・北海道 愛知・瑞穂

51.75 瀧川　寛子 東大阪大敬愛

2年 女子 やり投600g 決勝 期日・時刻
2019/9/14

開始時刻　 11:10 　終了時刻　 12:10 　
審判長

競技会名

最高記録 順位 得点 備考

井上　英典

栗山　真治

主催団体名 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会　近畿陸上競技協会 記録担当審判員

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 [19501701] 陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

紀三井寺公園 [301010]

6

試技

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

 47.98  46.80  47.98  46.60  45.93  47.16  47.98

 44.93  43.60  41.57  44.93  38.19  40.53  41.90  44.93

 44.52

 37.05  42.15  39.20  42.15  41.05  42.96  41.64  42.96

 38.25  38.36  41.10  41.10  ×  42.33  ×  42.33

 39.26  37.61  39.72  39.72  40.89  41.38  ×  41.38

 36.72  35.50  41.07  41.07  37.90  37.18  32.75  41.07

 37.63  36.53  36.41  37.63  36.44  37.16  38.59  38.59

 38.02  34.75  35.78  38.02  ×  38.36  38.27  38.36

 36.46  34.29  34.25  36.46  36.46

 33.44  36.45  33.94  36.45  36.45

 34.98  33.99  33.40  34.98  34.98

 32.04  33.53  31.35  33.53  33.53

 33.26  29.39  32.45  33.26  33.26

 30.63  25.88  32.09  32.09  32.09

 31.21

 30.79  31.80  ×  31.80  31.80

 28.58  ×  31.21  31.21

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 13:27:22

DNS

 28.92  29.88  30.17  30.17

DNS (Did Not Start) : 欠場

開始前

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

終了後

科学計測装置確認時刻　　 : 　　　　　審判長:　　　　　　　　　　　　 JTO:　　　　　　　　　　　　 主任:　　　　　　　　　　　　 計測員:

注1 : 試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ 、記録なし…NM）

注2 : 大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。
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