
1年女子記録集(ﾘﾚｰ含む)



種別 日付 種目

酒井　日菜美(1)  w11.85 (+3.1) 丸尾　陽咲(1)  w11.98 (+3.1) 奥野　由萌(1)  w12.05 (+3.1) 前原　ゆい(1)  w12.05 (+3.1) 白金　愛沙海(1)  w12.19 (+3.1) 井上　夏希(1)  w12.35 (+3.1) 大森　萌々子(1)  w12.53 (+3.1)

大阪・大阪 西城陽・京都 彦根翔西館・滋賀 生野・大阪 京都橘・京都 市西宮・兵庫 近江兄弟社・滋賀

桑野　葵(1)  w12.05 (+3.1)

山手・兵庫

酒井　日菜美(1)  25.21 (-0.5) 桑野　葵(1)  25.23 (-0.5) 前原　ゆい(1)  25.28 (-0.5) 栃尾　陽菜(1)  25.52 (-0.5) 奥野　由萌(1)  25.54 (-0.5) 石渡　クリスティーナ京香(1)  25.81 (-0.5) 寺本　葵(1)  25.90 (-0.5) 山村　涼夏(1)  26.60 (-0.5)

大阪・大阪 山手・兵庫 生野・大阪 関大北陽・大阪 彦根翔西館・滋賀 龍谷大平安・京都 滝川第二・兵庫 洛北・京都

木村　里緒(1)  57.18 河本　瑞華(1)  57.89 三木　双葉(1)  58.17 武元　美澪(1)  58.57 池﨑　萌絵(1)  59.53 三宅　彩菜(1)  59.58 郷間　咲槻(1)  59.75 中江　莉子(1)  1:00.25

関大北陽・大阪 生野・大阪 姫路商・兵庫 西城陽・京都 智辯カレッジ・奈良 大商大・大阪 比叡山・滋賀 草津東・滋賀

道清　愛紗(1)  2:13.67 長谷川　麻央(1)  2:14.67 干飯　里桜(1)  2:14.94 岡村　綾香(1)  2:18.20 柳井　桜子(1)  2:18.40 松井　晶(1)  2:19.19 大津　有生(1)  2:20.62 川尻　萌愛(1)  2:21.70

須磨学園・兵庫 京都文教・京都 須磨学園・兵庫 薫英女学院・大阪 薫英女学院・大阪 西脇工・兵庫 東大阪大敬愛・大阪 福知山成美・京都

村松　結(1)  4:24.41 石松　愛朱加(1)  4:25.54 八木　美羽(1)  4:28.74 村下　綺菜(1)  4:33.86 柴田　さくら(1)  4:35.14 岡村　綾香(1)  4:41.41 須田　笑瑠萌(1)  4:44.06 土谷　朱里(1)  4:44.85

立命館宇治・京都 須磨学園・兵庫 西脇工・兵庫 龍野・兵庫 京都外大西・京都 薫英女学院・大阪 大体大浪商・大阪 智辯カレッジ・奈良

村松　結(1)  9:19.23 石松　愛朱加(1)  9:19.64 林　美怜(1)  9:31.06 宗佐　菜々実(1)  9:38.05 柴田　さくら(1)  9:42.82 八木　美羽(1)  9:47.97 土谷　朱里(1)  10:11.71 山本　実那(1)  10:13.96

立命館宇治・京都 GR 須磨学園・兵庫 立命館宇治・京都 西脇工・兵庫 京都外大西・京都 西脇工・兵庫 智辯カレッジ・奈良 耐久・和歌山

白石　羽蘭(1)  14.75 (-1.1) 桑田　凪沙(1)  14.96 (-1.1) ハッサン　リナ(1)  15.03 (-1.1) 冨永　瑞生(1)  15.10 (-1.1) 宮繁　愛葉(1)  15.28 (-1.1) 寺下　萌絵(1)  15.38 (-1.1) 細田　葵瑚(1)  15.55 (-1.1) 石田　知穂(1)  15.69 (-1.1)

京都文教・京都 西京・京都 滝川第二・兵庫 泉北・大阪 大体大浪商・大阪 西城陽・京都 和歌山北・和歌山 草津東・滋賀

河内　瀬桜(1)  1:02.08 工藤　美月(1)  1:02.78 樋口　綾音(1)  1:03.35 高垣　実夢(1)  1:05.04 岡野　碧(1)  1:05.48 郷間　咲槻(1)  1:06.49 玉井　水緒(1)  1:08.10 石田　知穂(1)  1:09.28

東大阪大敬愛・大阪 滝川第二・兵庫 大塚・大阪 西城陽・京都 東海大仰星・大阪 比叡山・滋賀 京都文教・京都 草津東・滋賀

小原　未佑羽(1)  27:05.86 小川　真帆(1)  27:49.55 船橋　凜々(1)  28:19.86 谷出　朱莉(1)  29:22.84 板橋　美月(1)  29:52.48 高橋　希実(1)  30:01.13 山嵜　佑莉愛(1)  30:14.06 向井　久美子(1)  31:08.79

西脇工・兵庫 尼崎稲園・兵庫 大阪成蹊女子・大阪 西京・京都 大塚・大阪 宝塚北・兵庫 大体大浪商・大阪 西京・京都

松本　百音(1)  3.40 野田　真杜(1)  3.30 田村　扇都(1)  2.90 山岸　朱里(1)  2.90 岡田　若菜(1)  2.70 中　美空(1)  2.60 岩根　愛花(1)  2.60 播磨　和佳(1)  2.50

明石商・兵庫 添上・奈良 長野・大阪 長野・大阪 大塚・大阪 洛東・京都 西京・京都 尼崎双星・兵庫

廣池　萌生(1)  1.65 三好　こころ(1)  1.65 松尾　那々羽(1)  1.65 中村　莉京(1)  1.62 林　七実(1)  1.62 喜多見　桜姫(1)  1.62 西川　あやめ(1)  1.59 寺井　琉海(1)  1.56

大塚・大阪 西京・京都 大塚・大阪 山手・兵庫 星陵・兵庫 大津商・滋賀 城陽・京都 和歌山商・和歌山

中田　茉希(1)  5.52 (-0.1) 吉田　花鈴(1)  5.48 (-0.8) 香取　美春(1)  5.48 (-0.8) 三木　麗菜(1)  5.39 (-0.7) 山際　美月(1)  5.33 (-0.3) 白石　羽蘭(1)  5.31 (-0.7) 西川　日茉梨(1)  5.16 (-0.8) 秋津　柚芽(1)  5.16 (-1.6)

大塚・大阪 摂津・大阪 桜宮・大阪 姫路商・兵庫 加古川西・兵庫 京都文教・京都 橿原・奈良 鳥羽・京都

松本　百音(1)  11.76 (+1.3) 宮繁　愛葉(1)  11.61 (+2.0) 廣池　萌生(1)  11.45 (+0.4) 別所　南空(1)  11.31 (+0.5) 西川　日茉梨(1)  11.22 (+1.7) 芝　千紗希(1)  11.06 (+0.8) 藤本　美涼(1)  11.00 (+0.5) 髙橋　ひかる(1)  10.87 (+0.6)

明石商・兵庫 大体大浪商・大阪 大塚・大阪 関大一・大阪 橿原・奈良 近江・滋賀 京都文教・京都 滝川第二・兵庫

今西　あかり(1)  12.02 山下　唯香(1)  11.56 信達谷　優菜(1)  10.90 藤沢　来瞳(1)  10.85 大野　汐香(1)  10.80 西込　珠輝来(1)  10.63 吉井　瑠生(1)  10.45 岡本　月菜(1)  9.61

添上・奈良 峰山・京都 東海大仰星・大阪 明石西・兵庫 八尾・大阪 大体大浪商・大阪 神戸第一・兵庫 紀央館・和歌山

西込　珠輝来(1)  38.21 金　華鈴(1)  36.62 岩本　千聖(1)  36.39 藤沢　来瞳(1)  35.54 清水　麻理(1)  34.51 大庭　沙月(1)  33.99 荻野　優美(1)  30.32 村井　莞那(1)  30.13

大体大浪商・大阪 花園・京都 添上・奈良 明石西・兵庫 愛知・滋賀 京都西山・京都 明石商・兵庫 東海大仰星・大阪

高橋　萌々子(1)  39.84 平谷　めるも(1)  35.02 田中　凜(1)  34.29 吉井　瑠生(1)  33.80 齋藤　維佳(1)  33.10 大野　藍美(1)  32.82 川口　明結美(1)  31.24 今西　あかり(1)  30.44

花園・京都 北野・大阪 姫路工・兵庫 神戸第一・兵庫 日新・大阪 花園・京都 大体大浪商・大阪 添上・奈良

釜本　ありす(1)  38.53 奥村　瑠依(1)  37.92 中尾　美咲(1)  37.10 吉田　遥香(1)  37.03 松浦　なな(1)  35.87 起塚　幸香(1)  34.35 広地　唯愛(1)  33.17 村山　美乃(1)  33.02

川西北陵・兵庫 大阪学院・大阪 橿原・奈良 草津東・滋賀 西京・京都 日ノ本・兵庫 洲本・兵庫 京都西山・京都

大阪・大阪  46.50 京都橘・京都  46.74 咲くやこの花・大阪  47.66 西城陽・京都  47.68 山手・兵庫  47.78 京都光華・京都  47.79 滝川第二・兵庫  48.35 関大北陽・大阪  48.43

東野　琴音(1) GR 安達　茉鈴(2) 波江野　夏帆(1) 岩田　愛弓(2) 横田　桃子(1) 藤田　優加菜(1) 工藤　美月(1) 藤井　美結(1)

酒井　日菜美(1) 山本　亜美(2) 江戸　玲来(2) 藤原　あい(2) 桑野　葵(1) 杉本　怜夏(2) 寺本　葵(1) 木村　里緒(1)
大林　由依(2) 井上　晴稀(2) 松本　麗央奈(2) 武元　美澪(1) 岩田　乃映(1) 中野　杏郁(2) 松浦　星乃(2) 北橋　美海(2)
青山　華依(2) 岩井　千波(2) 工藤　芽衣(2) 丸尾　陽咲(1) ソープ　愛璃(1) 弥吉　萌乃(2) ハッサン　リナ(1) 栃尾　陽菜(1)
京都橘・京都  3:44.76 東大阪大敬愛・大阪  3:48.05 生野・大阪  3:49.46 大阪・大阪  3:50.96 姫路商・兵庫  3:51.54 草津東・滋賀  3:52.88 園田・兵庫  3:57.16 京都文教・京都  3:57.79

岩井　千波(2) 野口　陽香里(2) 前原　ゆい(1) 渡辺　愛(2) 中家　愛希(2) 永田　蒼衣(2) 長田　杏音(2) 小島　陽(1)

安達　茉鈴(2) 水口　杏(2) 河本　瑞華(1) 水越　青空(2) 大﨑　由布子(2) 八代　杏音(2) 昌　琴音(2) 長谷川　麻央(1)

井上　晴稀(2) 河内　瀬桜(1) 児玉　かえで(1) 小山　くるみ(2) 三木　双葉(1) 中江　莉子(1) 鳥羽　千晴(1) 藤本　美涼(1)

山本　亜美(2) 水口　萌(2) 小丸　碧(2) 村上　ひなた(2) 丸尾　明代(2) 塩尻　真結(2) 香川　歩(2) 小畑　侑希奈(2)

学校対抗 １年 女子総合 大塚・大阪 42点 須磨学園・兵庫 28点 大体大浪商・大阪 28点 西京・京都 26点 西脇工・兵庫 25点 立命館宇治・京都 22点 添上・奈良 22点 京都文教・京都 22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
1年最優秀選手 村松　結(1) 立命館宇治・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　　Ｗ：追い風参考

第52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　　19501701 ２０１９年９月１３日（金）-１５日（日）　　　　　　　決勝一覧表

紀三井寺公園陸上競技場　　301010

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１
　
年
　
女
　
子

9/15 100m

9/13 200m

9/14 400m

9/13 800m

9/14 1500m

9/15 3000m

9/14 100mH

9/13 400mH

9/14 5000mW

9/14 棒 高 跳

9/15 走 高 跳

9/13 走 幅 跳

9/14 三 段 跳

9/13 砲 丸 投

9/15 円 盤 投

9/15 ハ ン マ ー 投

9/14 や り 投

共
通
女
子

9/14 4x100mR

9/15 4x400mR

期日 時間 風向 風速(m/s） 気温（℃） 湿度（％）

9/13   12:00 北東 0.3 22 82 曇

0.9 28 54 晴

天候 グランドコンディション

良

良

9/15   12:00 南南東 1.0 30 44 晴 良

9/14   12:00 南
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1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  47.81 Q 1 2  49.05 Q

 206 坂井　千尋 ( 2 )   274 桑原　涼葉 ( 2 ) 

 213 酒井　日菜美 ( 1 )   267 野口　陽香里 ( 2 ) 

 203 大林　由依 ( 2 )   268 野口　明花里 ( 2 ) 

 201 青山　華依 ( 2 )   265 水口　萌 ( 2 ) 

2 7  48.13 Q 2 4  49.07 Q
 142 岩田　愛弓 ( 2 )   320 渡邊　結音 ( 1 ) 

 144 藤原　あい ( 2 )   312 廣瀬　瑳姫 ( 2 ) 

 151 武元　美澪 ( 1 )   309 長田　杏音 ( 2 ) 

 153 丸尾　陽咲 ( 1 )   313 昌　琴音 ( 2 ) 

3 3  49.23 Q 3 7  49.73 Q
 124 武久　由佳 ( 2 )   175 秋澤　花音 ( 1 ) 

 126 徳永　倫加子 ( 2 )   173 和泉　沙羅 ( 2 ) 

 125 田村　理紗 ( 2 )   171 吉田　諒香 ( 2 ) 

 115 桑田　凪沙 ( 1 )   176 平田　朋花 ( 1 ) 

4 6  50.89 4 5  49.84 q
 75 山本　穂香 ( 2 )   90 内堀　美咲 ( 2 ) 

 78 米田　さやか ( 1 )   85 川瀬　ひかる ( 2 ) 

 77 郷間　咲槻 ( 1 )   91 町本　日菜子 ( 2 ) 

 80 日笠　瑞希 ( 1 )   99 奥野　由萌 ( 1 ) 

5 2  51.59 5 6  50.53
 573 戸田　奈菜羽 ( 2 )   579 谷山　朱璃 ( 2 ) 

 571 川澄　七彩 ( 2 )   577 青海　夢生 ( 2 ) 

 575 小西　那々花 ( 1 )   578 城　まなみ ( 2 ) 

 572 川端　杏衣里 ( 2 )   581 久保田　美羽 ( 1 ) 

6 4  52.10 6 3  50.76
 13 宮村　春那 ( 1 )   546 池田　亜里紗 ( 1 ) 

 12 清水　麻衣 ( 2 )   544 濱口　莉那 ( 2 ) 

 11 中川　采 ( 2 )   541 武田　愛莉 ( 2 ) 

 10 善那　夢 ( 2 )   543 畑山　楓花 ( 2 ) 

比叡山・滋賀 彦根翔西館・滋賀

向陽・和歌山 那賀・和歌山

伊吹・滋賀 和歌山商・和歌山

《 予選 》

チーム名 チーム名
大阪・大阪 東大阪大敬愛・大阪

西城陽・京都 園田・兵庫

西京・京都 立命館・京都

日本高校記録   44.48 斉田・福田・上村・エドバー 東京・東京 2015 神奈川・日産スタジアム

近畿高校記録   45.70 古西・壹岐・姫野・吉野 京都橘・京都 2017 山形NDソフトスタジアム

大会記録   46.57 石塚・逢坂・佐々木・祐岡 東大阪大敬愛

共通 女子 4x100mR
予選   19/9/13 13:30 ( 6組 3＋3 ) 

準決勝   19/9/13 16:40 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 14:15  

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
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3組 4組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 6  48.38 Q 1 7  48.61 Q

 340 横田　桃子 ( 1 )   235 縄田　花菜 ( 2 ) 

 337 桑野　葵 ( 1 )   242 木村　里緒 ( 1 ) 

 339 岩田　乃映 ( 1 )   243 藤井　美結 ( 1 ) 

 342 ソープ　愛璃 ( 1 )   241 栃尾　陽菜 ( 1 ) 

2 4  48.69 Q 2 6  48.70 Q
 369 倉元　実子 ( 1 )   396 松井　陽南 ( 1 ) 

 374 寺本　葵 ( 1 )   394 松永　朋子 ( 2 ) 

 364 松浦　星乃 ( 2 )   392 石野　智深 ( 2 ) 

 365 松下　美咲 ( 2 )   391 羽田　有希 ( 2 ) 

3 7  48.75 Q 3 4  49.01 Q
 570 山本　心葉 ( 1 )   196 藤田　優加菜 ( 1 ) 

 561 堂西　愛加 ( 2 )   198 杉本　怜夏 ( 2 ) 

 558 恩田　怜奈 ( 2 )   701 中野　杏郁 ( 2 ) 

 565 南方　美羽 ( 2 )   703 弥吉　萌乃 ( 2 ) 

4 2  49.81 q 4 3  49.81 q
 22 甲斐　南乃美 ( 1 )   39 永田　蒼衣 ( 2 ) 

 23 勝嶌　笑夢 ( 1 )   45 八代　杏音 ( 2 ) 

 20 久米　美陽 ( 2 )   52 中江　莉子 ( 1 ) 

 21 大森　萌々子 ( 1 )   47 塩尻　真結 ( 2 ) 

5 5  50.37 5 2  50.67
 538 三上　菜乃花 ( 1 )   480 丸山　蒼空 ( 2 ) 

 535 右田　麻耶子 ( 2 )   479 桑原　伶奈 ( 2 ) 

 537 竹中　瑞貴 ( 1 )   478 吉森　いそら ( 1 ) 

 534 福田　千夏 ( 2 )   481 小原　夢美 ( 2 ) 

6 3  52.09 6 5  50.95
 443 井上　陽菜 ( 1 )   470 松山　菜々美 ( 1 ) 

 446 西川　日茉梨 ( 1 )   464 大久保　花帆 ( 2 ) 

 444 西岡　美咲 ( 1 )   466 中室　瞳 ( 2 ) 

 441 有村　友葵 ( 2 )   467 桝田　未生 ( 2 ) 

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 2  47.92 Q 1 6  48.31 Q

 194 白金　愛沙海 ( 1 )   252 波江野　夏帆 ( 1 ) 

 188 安達　茉鈴 ( 2 )   246 江戸　玲来 ( 2 ) 

 190 井上　晴稀 ( 2 )   250 松本　麗央奈 ( 2 ) 

 191 岩井　千波 ( 2 )   248 工藤　芽衣 ( 2 ) 

2 3  49.14 Q 2 5  49.04 Q
 329 中口　綾乃 ( 1 )   291 八木　咲綾 ( 2 ) 

 323 井上　夏希 ( 1 )   295 前原　ゆい ( 1 ) 

 327 市川　紗有 ( 2 )   292 河本　瑞華 ( 1 ) 

 326 松本　耀 ( 2 )   293 児玉　かえで ( 1 ) 

3 4  49.17 Q 3 4  51.79 Q
 809 福田　七海 ( 1 )   554 山田　美優 ( 2 ) 

 811 水谷　結花 ( 1 )   550 稲谷　凪紗 ( 2 ) 

 803 津村　友愛 ( 2 )   552 橋本　七海 ( 2 ) 

 298 岸下　美月 ( 2 )   553 日根　千晴 ( 2 ) 

4 6  50.96 [958] 4 3  53.42
 426 寺川　千晴 ( 2 )   419 森　涼楓 ( 2 ) 

 427 中野　すず ( 2 )   417 米田　帆奈 ( 2 ) 

 430 安井　瑠美 ( 2 )   418 吉岡　理子 ( 2 ) 

 439 田中　千香里 ( 1 )   421 松川　琴美 ( 1 ) 

5 5  50.96 [959] - 2 DQ R2
 612 犬飼　明日香 ( 2 )   909 加島　珠寿 ( 1 ) 

 614 片桐　美波 ( 1 )   905 高坂　めぐみ ( 2 ) 

 610 中川　文乃 ( 2 )   910 増田　千佳 ( 1 ) 

 613 西澤　柊 ( 2 )   906 松岡　花 ( 2 ) 

6 7  53.30 - 7 DQ R2
 403 北岡　幸峰 ( 2 )   166 石橋　葵 ( 1 ) 

 402 辻内　杏奈 ( 2 )   169 長澤　小雪 ( 1 ) 

 404 阪上　萌結 ( 2 )   163 石井　彩月 ( 2 ) 

 401 近田　侑奈 ( 2 )   167 石渡　クリスティーナ京香 ( 1 ) 

立命館守山・滋賀 姫路西・兵庫

奈良・奈良 龍谷大平安・京都

市西宮・兵庫 生野・大阪

大塚・大阪 桐蔭・和歌山

添上・奈良 高田・奈良

草津東・滋賀

星林・和歌山 帝塚山・奈良

橿原・奈良 高取国際・奈良

チーム名 チーム名
京都橘・京都 咲くやこの花・大阪

チーム名 チーム名
山手・兵庫 関大北陽・大阪

滝川第二・兵庫 小野・兵庫

和歌山北・和歌山 京都光華・京都

近江兄弟社・滋賀
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1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 4  47.87 Q 1 6  47.56 Q

 340 横田　桃子 ( 1 )   214 東野　琴音 ( 1 ) 

 337 桑野　葵 ( 1 )   213 酒井　日菜美 ( 1 ) 

 339 岩田　乃映 ( 1 )   203 大林　由依 ( 2 ) 

 342 ソープ　愛璃 ( 1 )   201 青山　華依 ( 2 ) 

2 5  47.91 Q 2 5  47.95 Q
 252 波江野　夏帆 ( 1 )   142 岩田　愛弓 ( 2 ) 

 246 江戸　玲来 ( 2 )   144 藤原　あい ( 2 ) 

 250 松本　麗央奈 ( 2 )   151 武元　美澪 ( 1 ) 

 248 工藤　芽衣 ( 2 )   153 丸尾　陽咲 ( 1 ) 

3 7  48.66 3 7  48.44
 291 八木　咲綾 ( 2 )   274 桑原　涼葉 ( 2 ) 

 295 前原　ゆい ( 1 )   267 野口　陽香里 ( 2 ) 

 292 河本　瑞華 ( 1 )   268 野口　明花里 ( 2 ) 

 293 児玉　かえで ( 1 )   265 水口　萌 ( 2 ) 

4 8  48.78 4 8  48.49
 809 福田　七海 ( 1 )   570 山本　心葉 ( 1 ) 

 811 水谷　結花 ( 1 )   561 堂西　愛加 ( 2 ) 

 803 津村　友愛 ( 2 )   558 恩田　怜奈 ( 2 ) 

 806 中田　茉希 ( 1 )   565 南方　美羽 ( 2 ) 

5 2  48.88 5 4  48.54
 124 武久　由佳 ( 2 )   329 中口　綾乃 ( 1 ) 

 126 徳永　倫加子 ( 2 )   323 井上　夏希 ( 1 ) 

 125 田村　理紗 ( 2 )   327 市川　紗有 ( 2 ) 

 115 桑田　凪沙 ( 1 )   326 松本　耀 ( 2 ) 

6 3  49.13 6 2  50.20
 90 内堀　美咲 ( 2 )   39 永田　蒼衣 ( 2 ) 

 85 川瀬　ひかる ( 2 )   45 八代　杏音 ( 2 ) 

 91 町本　日菜子 ( 2 )   52 中江　莉子 ( 1 ) 

 99 奥野　由萌 ( 1 )   50 石田　知穂 ( 1 ) 

7 6  49.29 - 3 DNS
 396 松井　陽南 ( 1 ) 

 394 松永　朋子 ( 2 ) 

 392 石野　智深 ( 2 ) 

 393 片岡　楽生 ( 2 ) 

西京・京都 市西宮・兵庫

彦根翔西館・滋賀 草津東・滋賀

小野・兵庫 桐蔭・和歌山

咲くやこの花・大阪 西城陽・京都

生野・大阪 東大阪大敬愛・大阪

大塚・大阪 和歌山北・和歌山

《 準決勝 》

チーム名 チーム名
山手・兵庫 大阪・大阪
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3組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 4  47.39 Q

 188 安達　茉鈴 ( 2 ) 

 189 山本　亜美 ( 2 ) 

 190 井上　晴稀 ( 2 ) 

 191 岩井　千波 ( 2 ) 

2 8  48.22 Q
 196 藤田　優加菜 ( 1 ) 

 198 杉本　怜夏 ( 2 ) 

 701 中野　杏郁 ( 2 ) 

 703 弥吉　萌乃 ( 2 ) 

3 6  48.26 q
 369 倉元　実子 ( 1 ) 

 374 寺本　葵 ( 1 ) 

 364 松浦　星乃 ( 2 ) 

 368 工藤　美月 ( 1 ) 

4 7  48.28 q
 243 藤井　美結 ( 1 ) 

 242 木村　里緒 ( 1 ) 

 234 北橋　美海 ( 2 ) 

 241 栃尾　陽菜 ( 1 ) 

5 5  49.06
 320 渡邊　結音 ( 1 ) 

 312 廣瀬　瑳姫 ( 2 ) 

 309 長田　杏音 ( 2 ) 

 313 昌　琴音 ( 2 ) 

6 2  49.38
 22 甲斐　南乃美 ( 1 ) 

 23 勝嶌　笑夢 ( 1 ) 

 20 久米　美陽 ( 2 ) 

 21 大森　萌々子 ( 1 ) 

7 3  49.68
 175 秋澤　花音 ( 1 ) 

 173 和泉　沙羅 ( 2 ) 

 171 吉田　諒香 ( 2 ) 

 176 平田　朋花 ( 1 ) 

近江兄弟社・滋賀

立命館・京都

チーム名
京都橘・京都

京都光華・京都

滝川第二・兵庫

関大北陽・大阪

園田・兵庫
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1組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 7  46.50  GR

 214 東野　琴音 ( 1 ) 

 213 酒井　日菜美 ( 1 ) 

 203 大林　由依 ( 2 ) 

 201 青山　華依 ( 2 ) 

2 6  46.74
 188 安達　茉鈴 ( 2 ) 

 189 山本　亜美 ( 2 ) 

 190 井上　晴稀 ( 2 ) 

 191 岩井　千波 ( 2 ) 

3 4  47.66
 252 波江野　夏帆 ( 1 ) 

 246 江戸　玲来 ( 2 ) 

 250 松本　麗央奈 ( 2 ) 

 248 工藤　芽衣 ( 2 ) 

4 9  47.68
 142 岩田　愛弓 ( 2 ) 

 144 藤原　あい ( 2 ) 

 151 武元　美澪 ( 1 ) 

 153 丸尾　陽咲 ( 1 ) 

5 5  47.78
 340 横田　桃子 ( 1 ) 

 337 桑野　葵 ( 1 ) 

 339 岩田　乃映 ( 1 ) 

 342 ソープ　愛璃 ( 1 ) 

6 8  47.79
 196 藤田　優加菜 ( 1 ) 

 198 杉本　怜夏 ( 2 ) 

 701 中野　杏郁 ( 2 ) 

 703 弥吉　萌乃 ( 2 ) 

7 3  48.35
 368 工藤　美月 ( 1 ) 

 374 寺本　葵 ( 1 ) 

 364 松浦　星乃 ( 2 ) 

 375 ハッサン　リナ ( 1 ) 

8 2  48.43
 243 藤井　美結 ( 1 ) 

 242 木村　里緒 ( 1 ) 

 234 北橋　美海 ( 2 ) 

 241 栃尾　陽菜 ( 1 ) 

R2 : (R170-7 2)ﾃｰｸ・ｵｰﾊﾞｰ・ｿﾞｰﾝ以外でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽした

 GR : 大会新記録

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 14:36:28

DQ (DisQualified) : 失格　　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

咲くやこの花・大阪

西城陽・京都

山手・兵庫

京都光華・京都

滝川第二・兵庫

関大北陽・大阪

《 決勝 》

チーム名
大阪・大阪

京都橘・京都
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1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 3  3:53.66 Q 1 6  3:53.13 Q

 267 野口　陽香里 ( 2 )   191 岩井　千波 ( 2 ) 

 277 河内　瀬桜 ( 1 )   190 井上　晴稀 ( 2 ) 

 278 大津　有生 ( 1 )   193 橋本　ゆき ( 2 ) 

 266 水口　杏 ( 2 )   189 山本　亜美 ( 2 ) 

2 2  3:58.05 Q 2 3  3:58.11 Q
 164 藤井　遥 ( 2 )   183 小島　陽 ( 1 ) 

 167 石渡　クリスティーナ京香 ( 1 )   184 長谷川　麻央 ( 1 ) 

 166 石橋　葵 ( 1 )   180 小畑　侑希奈 ( 2 ) 

 163 石井　彩月 ( 2 )   178 小林　万葉 ( 2 ) 

3 6  3:59.41 Q 3 2  4:01.66 Q
 701 中野　杏郁 ( 2 )   142 岩田　愛弓 ( 2 ) 

 704 岸本　藍瞳 ( 2 )   150 高垣　実夢 ( 1 ) 

 702 小島　志音 ( 2 )   148 黒田　結生 ( 1 ) 

 703 弥吉　萌乃 ( 2 )   151 武元　美澪 ( 1 ) 

4 5  4:01.71 q 4 5  4:04.95
 326 松本　耀 ( 2 )   426 寺川　千晴 ( 2 ) 

 325 藤原　凜香 ( 2 )   427 中野　すず ( 2 ) 

 327 市川　紗有 ( 2 )   439 田中　千香里 ( 1 ) 

 324 田　春菜 ( 1 )   430 安井　瑠美 ( 2 ) 

5 4  4:13.60 5 7  4:13.48
 562 中野　悠菜 ( 2 )   87 神吉　理子 ( 2 ) 

 557 小栗　七海 ( 2 )   90 内堀　美咲 ( 2 ) 

 565 南方　美羽 ( 2 )   92 西村　瑠夏 ( 2 ) 

 556 榎薗　愛咲 ( 2 )   602 古野　うらら ( 1 ) 

6 7  4:25.60 6 4  4:15.28
 414 永澤　悠 ( 2 )   478 吉森　いそら ( 1 ) 

 413 白波瀬　優奈 ( 2 )   480 丸山　蒼空 ( 2 ) 

 411 岡村　瑞希 ( 2 )   479 桑原　伶奈 ( 2 ) 

 412 田中　佐季 ( 2 )   481 小原　夢美 ( 2 ) 

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

共通 女子 4x400mR
予選   19/9/14 16:15 ( 6組 3＋3 ) 

準決勝   19/9/15 10:35 ( 3組 2＋2 ) 

19/9/15 13:50  決勝  

《 予選 》

日本高校記録  

近畿高校記録  

大会記録   3:41.75 逢坂・石塚・佐々木・村上 東大阪大敬愛

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]

平城・奈良

チーム名
京都橘・京都

京都文教・京都

西城陽・京都

添上・奈良

彦根翔西館・滋賀

帝塚山・奈良

チーム名
東大阪大敬愛・大阪

龍谷大平安・京都

京都光華・京都

市西宮・兵庫

和歌山北・和歌山

3:37.67 戸谷温・川田・戸谷湧・佐々木 東大阪大敬愛・大阪 2016 岡山

3:37.67 戸谷温・川田・戸谷湧・佐々木 東大阪大敬愛・大阪 2016 岡山シティライト

審判長： 山本　博司
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3組 4組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 6  3:55.28 Q 1 4  3:55.04 Q

 207 水越　青空 ( 2 )   130 小島　萌々夏 ( 2 ) 

 208 村上　ひなた ( 2 )   126 徳永　倫加子 ( 2 ) 

 211 荒木　珠里愛 ( 1 )   116 谷間　美月 ( 1 ) 

 210 渡辺　愛 ( 2 )   125 田村　理紗 ( 2 ) 

2 7  3:57.54 Q 2 5  3:55.68 Q
 309 長田　杏音 ( 2 )   241 栃尾　陽菜 ( 1 ) 

 313 昌　琴音 ( 2 )   238 尾石　陽菜 ( 2 ) 

 318 鳥羽　千晴 ( 1 )   235 縄田　花菜 ( 2 ) 

 310 香川　歩 ( 2 )   242 木村　里緒 ( 1 ) 

3 4  4:07.00 Q 3 6  3:57.24 Q
 247 北川　愛梨 ( 2 )   369 倉元　実子 ( 1 ) 

 253 三宅　舞 ( 1 )   368 工藤　美月 ( 1 ) 

 249 友末　穂佳 ( 2 )   370 坂本　優愛 ( 1 ) 

 246 江戸　玲来 ( 2 )   374 寺本　葵 ( 1 ) 

4 5  4:12.34 4 2  4:02.87 q
 550 稲谷　凪紗 ( 2 )   75 山本　穂香 ( 2 ) 

 553 日根　千晴 ( 2 )   77 郷間　咲槻 ( 1 ) 

 552 橋本　七海 ( 2 )   78 米田　さやか ( 1 ) 

 554 山田　美優 ( 2 )   73 新田　あんず ( 2 ) 

5 2  4:17.32 5 7  4:10.89
 534 福田　千夏 ( 2 )   14 金沢　美玖 ( 1 ) 

 535 右田　麻耶子 ( 2 )   12 清水　麻衣 ( 2 ) 

 537 竹中　瑞貴 ( 1 )   10 善那　夢 ( 2 ) 

 539 吉松　ひな ( 1 )   11 中川　采 ( 2 ) 

- 3 DNS 6 3  4:17.61
 401 近田　侑奈 ( 2 ) 

 405 澤田　真緒 ( 2 ) 

 404 阪上　萌結 ( 2 ) 

 408 田口　祐実 ( 1 ) 

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 3  3:53.25 Q 1 2  3:56.24 Q

 916 丸尾　明代 ( 2 )   39 永田　蒼衣 ( 2 ) 

 912 大﨑　由布子 ( 2 )   45 八代　杏音 ( 2 ) 

 913 中家　愛希 ( 2 )   52 中江　莉子 ( 1 ) 

 919 三木　双葉 ( 1 )   47 塩尻　真結 ( 2 ) 

2 4  4:00.29 Q 2 4  3:59.92 Q
 350 岸　惠麻 ( 2 )   291 八木　咲綾 ( 2 ) 

 351 上米良　美羽 ( 2 )   293 児玉　かえで ( 1 ) 

 355 房安　華音 ( 1 )   287 安倉　桃花 ( 2 ) 

 353 藤田　帆夏 ( 2 )   289 小丸　碧 ( 2 ) 

3 7  4:00.42 Q 3 5  4:02.16 Q
 819 貴島　萌夏美 ( 2 )   28 木村　智乃 ( 2 ) 

 817 田渕　美沙紀 ( 2 )   31 柏山　穂ノ香 ( 2 ) 

 821 栗原　史歩 ( 2 )   33 山本　風音 ( 2 ) 

 822 津田　明翔 ( 2 )   30 上田　陽 ( 2 ) 

4 2  4:03.73 4 7  4:02.42 q
 347 藤本　色映 ( 1 )   4 田村　香歩 ( 2 ) 

 339 岩田　乃映 ( 1 )   1 池松　杏香 ( 2 ) 

 336 太田　朋華 ( 2 )   3 山中　愛結 ( 2 ) 

 344 篠田　ちひろ ( 1 )   5 濱田　りりあ ( 2 ) 

5 5  4:10.17 5 6  4:10.50
 546 池田　亜里紗 ( 1 )   509 荒堀　由樹 ( 1 ) 

 541 武田　愛莉 ( 2 )   507 瀧田　真央 ( 2 ) 

 544 濱口　莉那 ( 2 )   508 廣瀬　利奈 ( 2 ) 

 543 畑山　楓花 ( 2 )   506 榎本　伊吹 ( 2 ) 

6 6  4:18.63 6 3  4:21.07
 443 井上　陽菜 ( 1 )   454 片岡　千遥 ( 1 ) 

 450 小野　愛奈 ( 1 )   455 片岡　千尋 ( 1 ) 

 444 西岡　美咲 ( 1 )   453 福田　真衣 ( 2 ) 

 441 有村　友葵 ( 2 )   451 今西　智美 ( 2 ) 

田辺・和歌山

畝傍・奈良

チーム名

大体大浪商・大阪

山手・兵庫

和歌山商・和歌山

橋本・和歌山

橿原・奈良

チーム名
草津東・滋賀

生野・大阪

大津商・滋賀

石部・滋賀

関大北陽・大阪

滝川第二・兵庫

比叡山・滋賀

伊吹・滋賀

姫路商・兵庫

長田・兵庫

奈良・奈良

チーム名
大阪・大阪

園田・兵庫

咲くやこの花・大阪

桐蔭・和歌山

星林・和歌山

チーム名
西京・京都

8 ページ



1組 2組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考 順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 4  3:48.43 Q 1 4  3:50.72 Q

 191 岩井　千波 ( 2 )   278 大津　有生 ( 1 ) 

 188 安達　茉鈴 ( 2 )   266 水口　杏 ( 2 ) 

 190 井上　晴稀 ( 2 )   277 河内　瀬桜 ( 1 ) 

 189 山本　亜美 ( 2 )   265 水口　萌 ( 2 ) 

2 6  3:52.59 Q 2 5  3:55.83 Q
 39 永田　蒼衣 ( 2 )   183 小島　陽 ( 1 ) 

 45 八代　杏音 ( 2 )   184 長谷川　麻央 ( 1 ) 

 52 中江　莉子 ( 1 )   185 藤本　美涼 ( 1 ) 

 47 塩尻　真結 ( 2 )   180 小畑　侑希奈 ( 2 ) 

3 3  3:55.41 3 7  3:56.98
 241 栃尾　陽菜 ( 1 )   823 津田　百翔 ( 2 ) 

 242 木村　里緒 ( 1 )   817 田渕　美沙紀 ( 2 ) 

 243 藤井　美結 ( 1 )   819 貴島　萌夏美 ( 2 ) 

 238 尾石　陽菜 ( 2 )   822 津田　明翔 ( 2 ) 

4 8  3:58.28 4 6  3:57.11
 369 倉元　実子 ( 1 )   130 小島　萌々夏 ( 2 ) 

 368 工藤　美月 ( 1 )   126 徳永　倫加子 ( 2 ) 

 370 坂本　優愛 ( 1 )   124 武久　由佳 ( 2 ) 

 365 松下　美咲 ( 2 )   125 田村　理紗 ( 2 ) 

5 7  4:00.05 5 3  3:57.52
 246 江戸　玲来 ( 2 )   164 藤井　遥 ( 2 ) 

 248 工藤　芽衣 ( 2 )   166 石橋　葵 ( 1 ) 

 253 三宅　舞 ( 1 )   167 石渡　クリスティーナ京香 ( 1 ) 

 247 北川　愛梨 ( 2 )   163 石井　彩月 ( 2 ) 

6 5  4:02.23 6 8  4:02.64
 350 岸　惠麻 ( 2 )   144 藤原　あい ( 2 ) 

 351 上米良　美羽 ( 2 )   142 岩田　愛弓 ( 2 ) 

 355 房安　華音 ( 1 )   150 高垣　実夢 ( 1 ) 

 353 藤田　帆夏 ( 2 )   148 黒田　結生 ( 1 ) 

7 2  4:04.56 7 2  4:04.68
 326 松本　耀 ( 2 )   75 山本　穂香 ( 2 ) 

 325 藤原　凜香 ( 2 )   77 郷間　咲槻 ( 1 ) 

 327 市川　紗有 ( 2 )   78 米田　さやか ( 1 ) 

 324 田　春菜 ( 1 )   73 新田　あんず ( 2 ) 

《 準決勝 》

西京・京都

龍谷大平安・京都

滝川第二・兵庫

咲くやこの花・大阪

長田・兵庫

市西宮・兵庫

チーム名
東大阪大敬愛・大阪

京都文教・京都

大体大浪商・大阪

西城陽・京都

比叡山・滋賀

チーム名
京都橘・京都

草津東・滋賀

関大北陽・大阪
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3組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  3:51.39 Q

 916 丸尾　明代 ( 2 ) 

 912 大﨑　由布子 ( 2 ) 

 913 中家　愛希 ( 2 ) 

 919 三木　双葉 ( 1 ) 

2 4  3:51.45 Q
 295 前原　ゆい ( 1 ) 

 293 児玉　かえで ( 1 ) 

 291 八木　咲綾 ( 2 ) 

 292 河本　瑞華 ( 1 ) 

3 6  3:52.40 q
 207 水越　青空 ( 2 ) 

 208 村上　ひなた ( 2 ) 

 205 小山　くるみ ( 2 ) 

 210 渡辺　愛 ( 2 ) 

4 3  3:55.38 q
 309 長田　杏音 ( 2 ) 

 313 昌　琴音 ( 2 ) 

 318 鳥羽　千晴 ( 1 ) 

 310 香川　歩 ( 2 ) 

5 8  3:56.54
 701 中野　杏郁 ( 2 ) 

 703 弥吉　萌乃 ( 2 ) 

 198 杉本　怜夏 ( 2 ) 

 704 岸本　藍瞳 ( 2 ) 

6 7  4:00.79
 30 上田　陽 ( 2 ) 

 28 木村　智乃 ( 2 ) 

 31 柏山　穂ノ香 ( 2 ) 

 33 山本　風音 ( 2 ) 

7 2  4:22.67
 5 濱田　りりあ ( 2 ) 

 3 山中　愛結 ( 2 ) 

 2 山元　星空 ( 2 ) 

 8 奥村　日菜美 ( 1 ) 

大津商・滋賀

石部・滋賀

園田・兵庫

京都光華・京都

チーム名
姫路商・兵庫

生野・大阪

大阪・大阪

10 ページ



1組
順位 ﾚｰﾝ 記録 備考
1 5  3:44.76

 191 岩井　千波 ( 2 ) 

 188 安達　茉鈴 ( 2 ) 

 190 井上　晴稀 ( 2 ) 

 189 山本　亜美 ( 2 ) 

2 7  3:48.05
 267 野口　陽香里 ( 2 ) 

 266 水口　杏 ( 2 ) 

 277 河内　瀬桜 ( 1 ) 

 265 水口　萌 ( 2 ) 

3 6  3:49.46
 295 前原　ゆい ( 1 ) 

 292 河本　瑞華 ( 1 ) 

 293 児玉　かえで ( 1 ) 

 289 小丸　碧 ( 2 ) 

4 3  3:50.96
 210 渡辺　愛 ( 2 ) 

 207 水越　青空 ( 2 ) 

 205 小山　くるみ ( 2 ) 

 208 村上　ひなた ( 2 ) 

5 4  3:51.54
 913 中家　愛希 ( 2 ) 

 912 大﨑　由布子 ( 2 ) 

 919 三木　双葉 ( 1 ) 

 916 丸尾　明代 ( 2 ) 

6 8  3:52.88
 39 永田　蒼衣 ( 2 ) 

 45 八代　杏音 ( 2 ) 

 52 中江　莉子 ( 1 ) 

 47 塩尻　真結 ( 2 ) 

7 2  3:57.16
 309 長田　杏音 ( 2 ) 

 313 昌　琴音 ( 2 ) 

 318 鳥羽　千晴 ( 1 ) 

 310 香川　歩 ( 2 ) 

8 9  3:57.79
 183 小島　陽 ( 1 ) 

 184 長谷川　麻央 ( 1 ) 

 185 藤本　美涼 ( 1 ) 

 180 小畑　侑希奈 ( 2 ) 

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 14:37:10

《 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

京都文教・京都

大阪・大阪

姫路商・兵庫

草津東・滋賀

園田・兵庫

チーム名
京都橘・京都

東大阪大敬愛・大阪

生野・大阪
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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  213 酒井　日菜美 ( 1 )  大阪・大阪 2  12.28 Q 1  153 丸尾　陽咲 ( 1 )  西城陽・京都 4  12.30 Q
2  323 井上　夏希 ( 1 )  市西宮・兵庫 3  12.40 Q 2  194 白金　愛沙海 ( 1 )  京都橘・京都 5  12.40 Q
3  21 大森　萌々子 ( 1 )  近江兄弟社・滋賀 5  12.60 q 3  214 東野　琴音 ( 1 )  大阪・大阪 7  12.69
4  570 山本　心葉 ( 1 )  和歌山北・和歌山 7  12.75 4  196 藤田　優加菜 ( 1 )  京都光華・京都 2  12.83
5  19 山口　陽 ( 1 )  近江・滋賀 6  13.01 5  581 久保田　美羽 ( 1 )  那賀・和歌山 3  12.93
-  434 御前　有莉奈 ( 1 )  添上・奈良 4 DNS -  438 新免　菜央 ( 1 )  添上・奈良 6 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  295 前原　ゆい ( 1 )  生野・大阪 3 w 12.18 Q
2  99 奥野　由萌 ( 1 )  彦根翔西館・滋賀 6 w 12.20 Q
3  337 桑野　葵 ( 1 )  山手・兵庫 4 w 12.21 q
4  374 寺本　葵 ( 1 )  滝川第二・兵庫 5 w 12.66
5  537 竹中　瑞貴 ( 1 )  星林・和歌山 2 w 12.90
6  472 三山　瑠菜 ( 1 )  大和広陵・奈良 7 w 13.01

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  213 酒井　日菜美 ( 1 )  大阪・大阪 5 w 11.85
2  153 丸尾　陽咲 ( 1 )  西城陽・京都 6 w 11.98
3  337 桑野　葵 ( 1 )  山手・兵庫 3 w 12.05 [042]

3  99 奥野　由萌 ( 1 )  彦根翔西館・滋賀 7 w 12.05 [042]

5  295 前原　ゆい ( 1 )  生野・大阪 4 w 12.05 [046]

6  194 白金　愛沙海 ( 1 )  京都橘・京都 8 w 12.19
7  323 井上　夏希 ( 1 )  市西宮・兵庫 9 w 12.35
8  21 大森　萌々子 ( 1 )  近江兄弟社・滋賀 2 w 12.53

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 12:36:56

風速 (+3.8 m/s)

《 決勝 》

風速 (+3.1 m/s)

w (wind assist) : 追風参考

近畿高校記録   11.61 青山　華依 大阪・大阪 2019

大会記録   11.83 青山　華依 大阪

《 予選 》

風速 (+0.6 m/s) 風速 (+0.6 m/s)

1年 女子 100m 予選   19/9/15 09:30 ( 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

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

12 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  99 奥野　由萌 ( 1 )  彦根翔西館・滋賀 6  25.41 Q 1  241 栃尾　陽菜 ( 1 )  関大北陽・大阪 4  25.98 Q
2  213 酒井　日菜美 ( 1 )  大阪・大阪 5  25.45 Q 2  167 石渡　クリスティーナ京香 ( 1 )  龍谷大平安・京都 5  26.14 Q
3  374 寺本　葵 ( 1 )  滝川第二・兵庫 7  25.78 q 3  342 ソープ　愛璃 ( 1 )  山手・兵庫 7  26.54
4  148 黒田　結生 ( 1 )  西城陽・京都 3  26.51 4  60 島田　朱梨 ( 1 )  国際情報・滋賀 2  27.09
5  444 西岡　美咲 ( 1 )  橿原・奈良 4  28.50 5  443 井上　陽菜 ( 1 )  橿原・奈良 3  28.17
-  581 久保田　美羽 ( 1 )  那賀・和歌山 2 DNS -  434 御前　有莉奈 ( 1 )  添上・奈良 6 DNS

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  295 前原　ゆい ( 1 )  生野・大阪 5  25.66 Q
2  337 桑野　葵 ( 1 )  山手・兵庫 4  25.84 Q
3  101 山村　涼夏 ( 1 )  洛北・京都 2  26.41 q
4  52 中江　莉子 ( 1 )  草津東・滋賀 7  26.79
5  537 竹中　瑞貴 ( 1 )  星林・和歌山 6  26.83
6  570 山本　心葉 ( 1 )  和歌山北・和歌山 3  27.00

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  213 酒井　日菜美 ( 1 )  大阪・大阪 7  25.21
2  337 桑野　葵 ( 1 )  山手・兵庫 8  25.23
3  295 前原　ゆい ( 1 )  生野・大阪 6  25.28
4  241 栃尾　陽菜 ( 1 )  関大北陽・大阪 4  25.52
5  99 奥野　由萌 ( 1 )  彦根翔西館・滋賀 5  25.54
6  167 石渡　クリスティーナ京香 ( 1 )  龍谷大平安・京都 9  25.81
7  374 寺本　葵 ( 1 )  滝川第二・兵庫 2  25.90
8  101 山村　涼夏 ( 1 )  洛北・京都 3  26.60

風速 (-0.5 m/s)

《 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 11:22:01

風速 (-0.1 m/s)

予選   19/9/13 11:20 ( 3組 2＋2 ) 

23.45 齋藤　愛美 倉敷中央・岡山 2016 愛知・瑞穂

19/9/13 15:05  

風速 (+0.6 m/s)

日本高校記録  

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

審判長： 山本　博司

記録主任： 栗山　真治

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]

1年 女子 200m

風速 (+1.3 m/s)

決勝  

大会記録   24.30 青山　華依 大阪

《 予選 》
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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  292 河本　瑞華 ( 1 )  生野・大阪 5  59.07 Q 1  242 木村　里緒 ( 1 )  関大北陽・大阪 7  57.67 Q
2  282 三宅　彩菜 ( 1 )  大商大・大阪 3  59.24 Q 2  77 郷間　咲槻 ( 1 )  比叡山・滋賀 6  59.50 Q
3  52 中江　莉子 ( 1 )  草津東・滋賀 6  59.75 q 3  384 釜江　愛香 ( 1 )  加古川西・兵庫 4  59.90
4  304 野川　明莉 ( 1 )  市尼崎・兵庫 4  1:00.31 4  184 長谷川　麻央 ( 1 )  京都文教・京都 3  1:00.14
5  60 島田　朱梨 ( 1 )  国際情報・滋賀 7  1:01.89 5  586 山田　祐衣 ( 1 )  笠田・和歌山 2  1:01.80
6  450 小野　愛奈 ( 1 )  橿原・奈良 2  1:05.65 6  454 片岡　千遥 ( 1 )  畝傍・奈良 5  1:03.71

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  919 三木　双葉 ( 1 )  姫路商・兵庫 3  58.07 Q
2  151 武元　美澪 ( 1 )  西城陽・京都 5  58.56 Q
3  493 池﨑　萌絵 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 6  58.97 q
4  116 谷間　美月 ( 1 )  西京・京都 4  1:00.55
5  590 赤井　希光 ( 1 )  橋本・和歌山 7  1:02.10
6  538 三上　菜乃花 ( 1 )  星林・和歌山 2  1:03.51

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  242 木村　里緒 ( 1 )  関大北陽・大阪 5  57.18
2  292 河本　瑞華 ( 1 )  生野・大阪 6  57.89
3  919 三木　双葉 ( 1 )  姫路商・兵庫 7  58.17
4  151 武元　美澪 ( 1 )  西城陽・京都 4  58.57
5  493 池﨑　萌絵 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 3  59.53
6  282 三宅　彩菜 ( 1 )  大商大・大阪 9  59.58
7  77 郷間　咲槻 ( 1 )  比叡山・滋賀 8  59.75
8  52 中江　莉子 ( 1 )  草津東・滋賀 2  1:00.25

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

1年 女子 400m 予選   19/9/14 09:30 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/14 13:10  

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   55.45 桑原　綾子 大阪

《 予選 》

《 決勝 》

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 16:01:22

14 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  360 道清　愛紗 ( 1 )  須磨学園・兵庫 6  2:15.30 Q 1  223 岡村　綾香 ( 1 )  薫英女学院・大阪 4  2:16.68 Q
2  903 松井　晶 ( 1 )  西脇工・兵庫 3  2:17.19 Q 2  278 大津　有生 ( 1 )  東大阪大敬愛・大阪 2  2:16.76 Q
3  227 柳井　桜子 ( 1 )  薫英女学院・大阪 5  2:17.20 q 3  718 川尻　萌愛 ( 1 )  福知山成美・京都 7  2:17.12 q
4  591 小畑　弥生 ( 1 )  橋本・和歌山 2  2:22.68 4  105 山盛　亜湖 ( 1 )  桂・京都 3  2:22.73
5  583 東山　采耶花 ( 1 )  那賀・和歌山 4  2:27.78 5  455 片岡　千尋 ( 1 )  畝傍・奈良 5  2:26.41
6  66 松井　萌花 ( 1 )  滋賀学園・滋賀 7  2:28.28 6  71 吉村　知恵 ( 1 )  膳所・滋賀 6  2:33.63

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  184 長谷川　麻央 ( 1 )  京都文教・京都 4  2:17.44 Q
2  361 干飯　里桜 ( 1 )  須磨学園・兵庫 7  2:17.51 Q
3  493 池﨑　萌絵 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 6  2:17.64
4  454 片岡　千遥 ( 1 )  畝傍・奈良 3  2:24.05
5  585 世儀　十那実 ( 1 )  笠田・和歌山 2  2:30.20
6  79 中村　千春 ( 1 )  比叡山・滋賀 5  2:33.33

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  360 道清　愛紗 ( 1 )  須磨学園・兵庫 5  2:13.67
2  184 長谷川　麻央 ( 1 )  京都文教・京都 7  2:14.67
3  361 干飯　里桜 ( 1 )  須磨学園・兵庫 8  2:14.94
4  223 岡村　綾香 ( 1 )  薫英女学院・大阪 4  2:18.20
5  227 柳井　桜子 ( 1 )  薫英女学院・大阪 3  2:18.40
6  903 松井　晶 ( 1 )  西脇工・兵庫 9  2:19.19
7  278 大津　有生 ( 1 )  東大阪大敬愛・大阪 6  2:20.62
8  718 川尻　萌愛 ( 1 )  福知山成美・京都 2  2:21.70

19/9/13 16:15  

近畿高校記録   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

2:08.49 塩見　綾乃 京都文教

《 予選 》

山本　博司

決勝  

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 11:24:53

日本高校記録   2:02.57 塩見　綾乃 京都文教・京都

大会記録  

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]

《 決勝 》

1年 女子 800m 予選   19/9/13 12:25 ( 3組 2＋2 ) 

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

審判長：
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審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  715 村松　結 ( 1 )  立命館宇治・京都 16  4:24.41

2  359 石松　愛朱加 ( 1 )  須磨学園・兵庫 8  4:25.54

3  398 八木　美羽 ( 1 )  西脇工・兵庫 3  4:28.74

4  926 村下　綺菜 ( 1 )  龍野・兵庫 14  4:33.86

5  159 柴田　さくら ( 1 )  京都外大西・京都 11  4:35.14

6  223 岡村　綾香 ( 1 )  薫英女学院・大阪 15  4:41.41

7  827 須田　笑瑠萌 ( 1 )  大体大浪商・大阪 7  4:44.06

8  495 土谷　朱里 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 17  4:44.85

9  76 石田　遥花 ( 1 )  比叡山・滋賀 1  4:45.34

10  104 黒田　千景 ( 1 )  桂・京都 6  4:46.17

11  225 明貝　菜乃羽 ( 1 )  薫英女学院・大阪 13  4:49.48

12  520 山本　実那 ( 1 )  耐久・和歌山 5  4:50.64

13  591 小畑　弥生 ( 1 )  橋本・和歌山 10  4:54.58

14  529 八幡　羽生 ( 1 )  智辯和歌山・和歌山 12  4:58.03

15  448 本多　美乃梨 ( 1 )  橿原・奈良 9  4:59.95

16  79 中村　千春 ( 1 )  比叡山・滋賀 4  5:04.21

17  408 田口　祐実 ( 1 )  奈良・奈良 2  5:23.62

-  53 藪内　あゆみ ( 1 )  草津東・滋賀 18 DNS

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 16:36:11

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

1年 女子 1500m 19/9/14 13:35  

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   4:15.55 田中　希実 西脇工
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審判長：
記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  715 村松　結 ( 1 )  立命館宇治・京都 13  9:19.23  GR

2  359 石松　愛朱加 ( 1 )  須磨学園・兵庫 8  9:19.64

3  716 林　美怜 ( 1 )  立命館宇治・京都 1  9:31.06

4  902 宗佐　菜々実 ( 1 )  西脇工・兵庫 17  9:38.05

5  159 柴田　さくら ( 1 )  京都外大西・京都 18  9:42.82

6  398 八木　美羽 ( 1 )  西脇工・兵庫 3  9:47.97

7  495 土谷　朱里 ( 1 )  智辯カレッジ・奈良 10  10:11.71

8  520 山本　実那 ( 1 )  耐久・和歌山 11  10:13.96

9  527 瀬戸　朱莉 ( 1 )  智辯和歌山・和歌山 5  10:14.53

10  76 石田　遥花 ( 1 )  比叡山・滋賀 15  10:14.96

11  226 向井　友里 ( 1 )  薫英女学院・大阪 6  10:19.49

12  65 善利　なつめ ( 1 )  滋賀学園・滋賀 4  10:35.47

13  528 野田　桂都 ( 1 )  智辯和歌山・和歌山 14  10:41.57

14  281 室山　優奈 ( 1 )  東大阪大敬愛・大阪 9  10:43.61

15  463 山﨑　真帆 ( 1 )  法隆寺国際・奈良 16  11:16.29

-  224 鎌田　幸来 ( 1 )  薫英女学院・大阪 2 DNS

-  448 本多　美乃梨 ( 1 )  橿原・奈良 7 DNS

-  53 藪内　あゆみ ( 1 )  草津東・滋賀 12 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

1年 女子 3000m 19/9/15 11:45  

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 12:01:30

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   9:19.59 三原　梓 立命館宇治

《 決勝 》

DNS (Did Not Start) : 欠場
 GR : 大会新記録

17 ページ



記録主任：

順位 No. 競技者名 学年 所属 Ord. 記録 備考

1  399 小原　未佑羽 ( 1 )  西脇工・兵庫 10  27:05.86

2  308 小川　真帆 ( 1 )  尼崎稲園・兵庫 4  27:49.55

3  229 船橋　凜々 ( 1 )  大阪成蹊女子・大阪 1  28:19.86

4  121 谷出　朱莉 ( 1 )  西京・京都 5  29:22.84

5  812 板橋　美月 ( 1 )  大塚・大阪 2  29:52.48

6  332 高橋　希実 ( 1 )  宝塚北・兵庫 3  30:01.13

7  828 山嵜　佑莉愛 ( 1 )  大体大浪商・大阪 8  30:14.06

8  120 向井　久美子 ( 1 )  西京・京都 9  31:08.79

9  38 田中　希来々 ( 1 )  堅田・滋賀 6  37:37.27

-  717 南　心響 ( 1 )  立命館宇治・京都 7 DQ K2

21:33.44 藤井菜々子 北九州市立・福岡 愛媛総合

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

大会記録   24:14.36 矢来　舞香 県西宮

《 決勝 》

DQ (DisQualified) : 失格

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 12:51:36

1年 女子 5000mW 19/9/14 11:45  

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  
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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  182 白石　羽蘭 ( 1 )  京都文教・京都 6  15.15 Q 1  115 桑田　凪沙 ( 1 )  西京・京都 3  15.44 Q
2  375 ハッサン　リナ ( 1 )  滝川第二・兵庫 5  15.30 Q 2  826 宮繁　愛葉 ( 1 )  大体大浪商・大阪 7  15.47 Q
3  814 越智　楓彩 ( 1 )  泉北・大阪 2  16.13 3  569 細田　葵瑚 ( 1 )  和歌山北・和歌山 5  15.55 q
4  524 末廣　千愛 ( 1 )  海南・和歌山 3  16.38 4  432 石田　心 ( 1 )  添上・奈良 2  16.41
5  97 吉田　空叶 ( 1 )  彦根翔西館・滋賀 4  16.41 5  72 森　菜乃香 ( 1 )  膳所・滋賀 6  17.62
-  486 光定　愛莉 ( 1 )  奈良育英・奈良 7 DNS 6  320 渡邊　結音 ( 1 )  園田・兵庫 4  18.94

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  815 冨永　瑞生 ( 1 )  泉北・大阪 4  15.45 Q
2  152 寺下　萌絵 ( 1 )  西城陽・京都 2  15.69 Q
3  50 石田　知穂 ( 1 )  草津東・滋賀 5  15.94 q
4  368 工藤　美月 ( 1 )  滝川第二・兵庫 7  16.17
5  439 田中　千香里 ( 1 )  添上・奈良 6  16.26
6  549 吉田　風夏 ( 1 )  和歌山商・和歌山 3  17.51

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  182 白石　羽蘭 ( 1 )  京都文教・京都 6  14.75
2  115 桑田　凪沙 ( 1 )  西京・京都 7  14.96
3  375 ハッサン　リナ ( 1 )  滝川第二・兵庫 5  15.03
4  815 冨永　瑞生 ( 1 )  泉北・大阪 4  15.10
5  826 宮繁　愛葉 ( 1 )  大体大浪商・大阪 8  15.28
6  152 寺下　萌絵 ( 1 )  西城陽・京都 9  15.38
7  569 細田　葵瑚 ( 1 )  和歌山北・和歌山 3  15.55
8  50 石田　知穂 ( 1 )  草津東・滋賀 2  15.69

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

1年 女子 100mH 予選   19/9/14 10:35 ( 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 ズジスワフ

日本高校記録   13.39 寺田　明日香 恵庭北・北海道 2007 北海道・岩見沢

大会記録   14.11 馬場　貴子 園田

《 予選 》

風速 (-1.6 m/s) 風速 (-2.5 m/s)

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 16:39:01

風速 (-0.6 m/s)

《 決勝 》

風速 (-1.1 m/s)

DNS (Did Not Start) : 欠場
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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  807 樋口　綾音 ( 1 )  大塚・大阪 5  1:03.68 Q 1  368 工藤　美月 ( 1 )  滝川第二・兵庫 5  1:04.38 Q
2  50 石田　知穂 ( 1 )  草津東・滋賀 4  1:06.28 Q 2  77 郷間　咲槻 ( 1 )  比叡山・滋賀 2  1:06.14 Q
3  259 岡野　碧 ( 1 )  東海大仰星・大阪 3  1:06.96 q 3  181 玉井　水緒 ( 1 )  京都文教・京都 6  1:06.15 q
4  375 ハッサン　リナ ( 1 )  滝川第二・兵庫 6  1:07.13 4  318 鳥羽　千晴 ( 1 )  園田・兵庫 4  1:08.71

5  439 田中　千香里 ( 1 )  添上・奈良 7  1:08.55 5  590 赤井　希光 ( 1 )  橋本・和歌山 7  1:10.76

6  475 加藤　皐歩 ( 1 )  一条・奈良 2  1:14.91 6  424 滝森　沙桜里 ( 1 )  郡山・奈良 3  1:11.50

3組
順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  277 河内　瀬桜 ( 1 )  東大阪大敬愛・大阪 5  1:03.44 Q
2  150 高垣　実夢 ( 1 )  西城陽・京都 3  1:06.11 Q
3  183 小島　陽 ( 1 )  京都文教・京都 6  1:07.59

4  57 福谷　羽奏 ( 1 )  草津東・滋賀 2  1:11.56

5  524 末廣　千愛 ( 1 )  海南・和歌山 4  1:12.06

6  549 吉田　風夏 ( 1 )  和歌山商・和歌山 7  1:17.99

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 備考
1  277 河内　瀬桜 ( 1 )  東大阪大敬愛・大阪 7  1:02.08

2  368 工藤　美月 ( 1 )  滝川第二・兵庫 6  1:02.78

3  807 樋口　綾音 ( 1 )  大塚・大阪 4  1:03.35

4  150 高垣　実夢 ( 1 )  西城陽・京都 5  1:05.04

5  259 岡野　碧 ( 1 )  東海大仰星・大阪 2  1:05.48

6  77 郷間　咲槻 ( 1 )  比叡山・滋賀 9  1:06.49

7  181 玉井　水緒 ( 1 )  京都文教・京都 3  1:08.10

8  50 石田　知穂 ( 1 )  草津東・滋賀 8  1:09.28

《 予選 》

《 決勝 》

Q (Qualified by place) : 順位による進出

q (qualified by result) : プラスによる進出
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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   1:00.44 天野　瑠菜 東大阪大敬愛

紀三井寺公園 [301010] 記録主任： 栗山　真治

1年 女子 400mH 予選   19/9/13 10:00 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   19/9/13 14:35  

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
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無効

試技数

8  808 廣池　萌生( 1 ) 大塚・大阪  1.65 1

13  119 三好　こころ( 1 ) 西京・京都  1.65 2

7  810 松尾　那々羽( 1 ) 大塚・大阪  1.65 3

5  341 中村　莉京( 1 ) 山手・兵庫  1.62 4

9  362 林　七実( 1 ) 星陵・兵庫  1.62 5

14  37 喜多見　桜姫( 1 ) 大津商・滋賀  1.62 6

16  109 西川　あやめ( 1 ) 城陽・京都  1.59 7

2  547 寺井　琉海( 1 ) 和歌山商・和歌山  1.56 8

17  373 竹内　のどか( 1 ) 滝川第二・兵庫  1.53 9

18  286 西田　夢香( 1 ) 山本・大阪  1.53 10

4  607 伊勢谷　可奈( 1 ) 水口・滋賀  1.50 11

12  437 加藤　結香( 1 ) 添上・奈良  1.50 12

6  456 石戸　知奈( 1 ) 畝傍・奈良  1.47 13

11  539 吉松　ひな( 1 ) 星林・和歌山  1.47 14

3  567 荒木　祐璃菜( 1 ) 和歌山北・和歌山 NM -

10  415 吉原　陽菜( 1 ) 平城・奈良 NM -

15  59 溝渕　喜理( 1 ) 国際情報・滋賀 NM -

1  137 川邊　美奈( 1 ) 北稜・京都 DNS -

無効

試技数

6  378 松本　百音( 1 ) 明石商・兵庫  3.40 1

2  433 野田　真杜( 1 ) 添上・奈良  3.30 2

1  832 田村　扇都( 1 ) 長野・大阪  2.90 3

11  833 山岸　朱里( 1 ) 長野・大阪  2.90 4

12  805 岡田　若菜( 1 ) 大塚・大阪  2.70 5

7  103 中　美空( 1 ) 洛東・京都  2.60 6

8  114 岩根　愛花( 1 ) 西京・京都  2.60 7

3  306 播磨　和佳( 1 ) 尼崎双星・兵庫  2.50 8

4  601 石割　佑奈( 1 ) 彦根翔西館・滋賀  2.40 9

9  102 野村　芽衣( 1 ) 洛東・京都  2.40 10

5  56 表川　ほほみ( 1 ) 草津東・滋賀 NM -

10  922 友久　明日香( 1 ) 飾磨・兵庫 NM -

大会記録   1.72 片山　桜子 摂津

1年 女子 走高跳

日本高校記録   1.90 佐藤　恵 沼垂・新潟 1983 新潟

近畿高校記録   1.82 宗包　麻里菜 西京・京都 2013 大分

大会記録   1.72 津田　シュリアイ 東大阪大敬愛

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効
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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。（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。

xxx

xxx

xxx

xxo xxx

xo xxx

o xxo xxx

o xo xxx

o - xxo xxx

o o o xxx

xo o o xxo xxx

o o o xo o xxx

- o o xo xo xo xxx

xxxo o o o xo o

- o o o o o xxx

xo xxx- o - o o xo

- o - o xo xxo o xxx

o xxx- o - o o o

順位 得点 備考 1.47  1.50  1.53  1.56  1.59  1.62  1.65Ord. No. 競技者名 所属

試技

最高記録 1.68

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

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 1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　 09:30 　終了時刻　 11:13 　

近畿高校記録  

近畿高校記録  

大会記録  

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

3.50 古林　愛理 明石商
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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

× : 無効試技

－ : パス

○ : 有効

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:

1年 女子 棒高跳

xxx

xxx

xo xxo xxx

o xo xxx

o xxo o xxx

o o xo xo xxx

- - xo o xxx

- - o xxo o xxx

o xxx

o xxx

- - - xo o o

- - - o o o

xo o xxo xxx

- o

- - - - - - - -

- - - - - -

 2.70  2.80

xxx

 3.40  3.51

- o o o

 2.90  3.00 順位 得点 備考

試技

最高記録 3.10  3.20  3.30Ord. No. 競技者名 所属

競技場名 紀三井寺公園 [301010]

 2.30  2.40  2.50  2.60

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 殿谷　比和子

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 1年 女子 棒高跳 決勝 期日・時刻
2019/9/14

開始時刻　 10:00 　終了時刻　 12:04 　
審判長
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トップ8

試技順

12  806 中田　茉希( 1 ) 大塚・大阪 8 1

3  233 吉田　花鈴( 1 ) 摂津・大阪 7 2

8  255 香取　美春( 1 ) 桜宮・大阪 6 3

4  921 三木　麗菜( 1 ) 姫路商・兵庫 4 4

18  385 山際　美月( 1 ) 加古川西・兵庫 5 5

10  182 白石　羽蘭( 1 ) 京都文教・京都 1 6

2  446 西川　日茉梨( 1 ) 橿原・奈良 3 7

14  154 秋津　柚芽( 1 ) 鳥羽・京都 2 8

7  138 竹口　莉子( 1 ) 北稜・京都 9

9  462 杉浦　杏( 1 ) 香芝・奈良 10

5  97 吉田　空叶( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 11

11  18 芝　千紗希( 1 ) 近江・滋賀 12

1  477 古川　真衣( 1 ) 帝塚山・奈良 13

6  592 山西　裕子( 1 ) 橋本・和歌山 14

13  575 小西　那々花( 1 ) 向陽・和歌山 15

17  338 内山　花( 1 ) 山手・兵庫 16

16  604 北村　茉璃彩( 1 ) 米原・滋賀 17

15  568 辻岡　美咲( 1 ) 和歌山北・和歌山 -

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

12.11 北田　莉亜 摂津・大阪

トップ8

試技順

16  378 松本　百音( 1 ) 明石商・兵庫 8 1

3  826 宮繁　愛葉( 1 ) 大体大浪商・大阪 7 2

13  808 廣池　萌生( 1 ) 大塚・大阪 6 3

9  218 別所　南空( 1 ) 関大一・大阪 4 4

8  446 西川　日茉梨( 1 ) 橿原・奈良 5 5

7  18 芝　千紗希( 1 ) 近江・滋賀 3 6

1  185 藤本　美涼( 1 ) 京都文教・京都 2 7

14  372 髙橋　ひかる( 1 ) 滝川第二・兵庫 1 8

12  921 三木　麗菜( 1 ) 姫路商・兵庫 9

10  614 片桐　美波( 1 ) 立命館守山・滋賀 10

6  110 藤原　一華( 1 ) 加悦谷・京都 11

17  154 秋津　柚芽( 1 ) 鳥羽・京都 12

18  568 辻岡　美咲( 1 ) 和歌山北・和歌山 13

4  462 杉浦　杏( 1 ) 香芝・奈良 14

11  409 鹿島　七星( 1 ) 奈良・奈良 15

5  548 村田　梨夏( 1 ) 和歌山商・和歌山 -

15  531 池田　奈優( 1 ) 開智・和歌山 -

2  56 表川　ほほみ( 1 ) 草津東・滋賀 -

1年 女子 走幅跳

大会記録  

栗山　真治

種目 1年 女子 走幅跳 決勝 期日・時刻

陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任

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
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近畿高校記録  

日本高校記録  

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]

2019/9/13

開始時刻　 14:00 　終了時刻　 15:34 　
審判長

-0.3 

Ord. No. 競技者名 所属

競技場名 紀三井寺公園 [301010]

 5.10

 0.0   4.04

 5.43 +0.3   ×

 5.34

-0.1   5.03

-0.3   5.05

-0.3   ×

 5.12

 5.27 -0.8 

 ×     5.07 -0.4   5.12 -0.1 

 5.33

-0.8  0.0   5.16 -0.8   4.92 -1.5   5.16

 5.16 -1.6 -0.4 

審判長

 5.08 -0.5   5.09  0.0   5.09  0.0 

 5.01

 4.92 -1.0 

 0.0 

 5.02

種目

日本高校記録  

大会記録  

 5.03

 5.01  0.0   4.84 -1.2   ×   

Ord. No. 競技者名 所属

競技場名

競技会名

 5.16 -1.6 

 4.95 -0.6   4.92 -0.4   5.03 -0.3 

 5.10 -0.7 

2019/9/14

開始時刻　 10:00 　終了時刻　 11:30 　

-0.7 -0.1   5.26 -0.9   5.31 -0.7   5.31

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

氏野　修次

陸協名 和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

期日・時刻

順位 得点 備考
4 5

3回の最高記録
試技

最高記録

 4.79

 4.96 -0.3   4.83 -0.7   4.96 -0.5   4.96

1年 女子 三段跳 決勝

1年 女子 三段跳

近畿高校記録  

 5.33

 4.72 -0.1   4.79 -1.0  -0.1 

1 2 3

試技

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]

 11.47 +0.5   11.76 +1.3   －   

-0.3   4.76 -0.2   5.11 -0.1 

 11.76

6

 11.76 +1.3   －

 11.26

+1.3 

 11.29 +1.3   10.70

    －     －   

-0.3     5.16 -0.9   ×     5.33

+2.0 

+0.7   ×

+0.8   11.61 +2.0   11.29 +0.7   11.61

    11.30 +1.4   11.45 +0.4   11.45

 0.0 

    4.79

-0.3 

          5.01

          4.96

    11.26 +0.7 

 11.29 +1.3   11.26 +1.0   ×   

-0.1 

 11.16 +0.3   10.92 +1.2   11.11 +1.2 

 11.14 +3.1   ×

 11.31 +0.5   11.31

+0.4 

 11.16

 5.27 -0.8   5.07 -1.4   4.99

 11.22 +1.7   10.86

+1.3   ×   +0.3   10.92

 11.00 +0.5   10.75

 11.06 +0.8   10.87

-0.7 -0.1   5.39 -0.7   ×     5.39

 4.46 -0.4   4.70 -0.5   4.75

  -1.0  4.64

 ×     11.22 +1.7   11.00 +1.0 

 10.37 +2.1   10.13 +0.4   11.06 +0.8 

 11.00 +0.5   10.98 +2.6   10.73 +1.6 

 4.69 -1.7   4.66  0.0   ×   

+0.5 

 4.69

 4.75 -0.3 

 5.34  0.0   5.28 -0.9   ×   

 11.06

+1.7 +1.0   10.87 +1.0   ×     11.22

+1.4 

+1.7   11.04 +1.2   11.02 +1.2 

 10.87 +0.6   ×

-0.8 -0.2   5.48 -0.8   ×     5.48

+1.5   10.87 +0.5 

 ×     10.87 +0.6   10.72 +1.1 

       4.75

 10.87 +0.5   ×     10.21

-1.0 

-0.9 

-1.7 

-0.9 

    4.69-1.7 

  

-0.1 

 5.01 -1.1   ×     5.43 +0.3 

 5.52-1.0   5.50

+0.5 +1.5   ×     10.77

  

 11.00

+0.8 

    10.87

+0.6     ×     ×     10.87

  

-0.8     5.25 -0.6   5.48 -0.8   5.48

  

 10.64

+0.5 

 ×     ×     10.78 +2.6   10.78

 ×     10.64 +1.0   ×   

   w 10.78+2.6 

-0.3 

       4.57

+2.6 

+1.0 

     

          10.64

       4.55

    4.52

-0.1   5.21

  

  

  

  -0.3 

-0.3 

+1.0 

 10.50 +1.7   10.62 +0.5   10.47 +1.6   10.62 +0.5 

w 10.33

+0.9  10.59

+0.5        10.62  

 5.52 -0.1  5.33 -1.1   ×     5.43 -0.1   5.43

  +2.7 

        +0.9 

+2.0 

     

     

4 5

試技
3回の最高記録

6

試技

1 2 3
最高記録 順位 得点 備考

-0.5 

 4.57 -0.9   ×     4.53

 10.50 +1.6   10.59 +0.9   10.36  0.0 

 ×     ×

 10.33 +2.7   10.31

 0.0   4.57

-0.9   4.55 -0.5   4.34 -0.3   4.55 -0.5 

 ×     4.54 -0.8   ×     4.54 -0.8 

 4.45

 10.06

+2.7 

    10.06 +2.0   10.06

+2.1   10.16

+2.0 

+1.2 

    4.54

    ×   

  

-0.8 

 4.39 -0.4   4.34 -0.7   4.52 +0.5 

     

      NM ×     ×

 ×     ×     ×   

  

  

 10.33

 10.59

   4.52 +0.5 

   NM

      NM

- 

 ×   

× : 無効試技

 ×     ×      

     

+0.5 

DNS

- 

           

6.15 馬場　貴子 園田

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

- 

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）

- 

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）

     

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 13:40:00

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。

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Marks) : 記録無し

DNS (Did Not Start) : 欠場

× : 無効試技

－ : パス

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

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
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トップ8

試技順

13  435 今西　あかり( 1 ) 添上・奈良 8 1

11  111 山下　唯香( 1 ) 峰山・京都 7 2

12  260 信達谷　優菜( 1 ) 東海大仰星・大阪 6 3

6  377 藤沢　来瞳( 1 ) 明石西・兵庫 3 4

16  285 大野　汐香( 1 ) 八尾・大阪 5 5

18  830 西込　珠輝来( 1 ) 大体大浪商・大阪 4 6

1  334 吉井　瑠生( 1 ) 神戸第一・兵庫 2 7

15  515 岡本　月菜( 1 ) 紀央館・和歌山 1 8

4  98 岡澤　芙美( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 9

17  136 足立　遥加( 1 ) 北稜・京都 10

2  162 大野　藍美( 1 ) 花園・京都 11

7  356 寺岡　里紗( 1 ) 長田・兵庫 12

8  422 積　なつほ( 1 ) 高田・奈良 13

5  608 坂下　寿栄子( 1 ) 守山北・滋賀 14

10  49 前田　唯花( 1 ) 草津東・滋賀 15

9  502 問山　裕海( 1 ) 串本古座・和歌山 16

3  512 土井　莉央( 1 ) 南部・和歌山 17

14  456 石戸　知奈( 1 ) 畝傍・奈良 -

NM (No Marks) : 記録無し

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/14 12:39:11

15.70 郡　菜々佳 東大阪大敬愛・大阪 2015 紀三井寺

15.70 郡　菜々佳 東大阪大敬愛・大阪 和歌山・紀三井寺

13.30 尾山　和華 姫路商

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。

NM

開始前

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

 ×  ×  ×

 7.19

 6.92  6.06  5.69  6.92  6.92

 7.08  7.19  ×  7.19

 7.90  7.58  7.50  7.90

 8.97  8.67  8.76  8.97

 8.20  7.39  6.74

1年 女子砲丸投

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

種目 期日・時刻

競技会名

2019/9/13
審判長 井上　英典

開始時刻　 12:00 　終了時刻　 13:05 　

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

1年 女子 砲丸投4k 決勝

記録担当審判員

 9.29

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

 ×  9.44

Ord. No.

 9.44  9.15

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

 11.13  11.38  11.78  11.78  11.54  12.02  12.02

 10.94  ×  ×  10.94  10.96

 ×

 9.44

 7.85

 8.20

 11.22  11.56

 8.87  8.59

 11.56

 9.29  9.29

 8.97

 10.71  ×  10.90  10.90  10.79

 8.20

 10.90  10.37  10.90

 9.81  9.94  10.39  10.39  9.95  10.06  10.85  10.85

 10.23  9.51  10.66  10.66  ×

 10.45  ×

 10.80  10.24  10.80

 9.90  10.35  10.58  10.63

 10.45

 9.24  9.61

 10.14

 9.48

 9.65  10.08  10.63  10.63

 9.74

 7.90

 10.03  9.39  10.03

 ×  9.61

 9.48  9.48

 7.43  7.85  ×  7.85

 9.06  9.51  9.24  9.51

 9.34  9.45
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54.00 齋藤　真希 鶴岡工・山形 2019 東海大

51.25 郡　菜々佳 東大阪大敬愛・大阪 2016 鴻ノ池

43.05 渡邊　　茜 東大阪大敬愛・大阪

トップ8

試技順

13  830 西込　珠輝来( 1 ) 大体大浪商・大阪 3 1

15  160 金　華鈴( 1 ) 花園・京都 7 2

12  436 岩本　千聖( 1 ) 添上・奈良 8 3

4  377 藤沢　来瞳( 1 ) 明石西・兵庫 6 4

9  16 清水　麻理( 1 ) 愛知・滋賀 5 5

7  710 大庭　沙月( 1 ) 京都西山・京都 4 6

14  379 荻野　優美( 1 ) 明石商・兵庫 2 7

11  261 村井　莞那( 1 ) 東海大仰星・大阪 1 8

1  307 田中　小夏( 1 ) 尼崎北・兵庫 9

8  264 澤野　花菜( 1 ) 大阪桐蔭・大阪 10

18  36 津田　桃果( 1 ) 大津商・滋賀 11

2  494 太田　遥日( 1 ) 智辯カレッジ・奈良 12

6  457 谷山　智美( 1 ) 畝傍・奈良 13

17  521 境　瑠菜( 1 ) 箕島・和歌山 14

3  7 野田　彩名( 1 ) 石部・滋賀 15

5  517 森口　菜々子( 1 ) 日高・和歌山 16

10  515 岡本　月菜( 1 ) 紀央館・和歌山 17

16  112 小谷　輝( 1 ) 峰山・京都 -

1年 女子 円盤投

近畿高校記録  

大会記録  

日本高校記録  

Ord. No. 競技者名 所属 順位 得点 備考
6

試技
最高記録

1 2 3 4 5

試技
3回の最高記録

 27.83  31.89  33.59  33.46  34.77  38.21  38.21

 35.42  35.24  35.52  35.52  36.16  35.60  36.62  36.62

 33.59

 34.92  35.67  34.95  35.67  35.50  36.39  ×  36.39

 29.98  ×  35.30  35.30  35.54  ×  34.96  35.54

 27.23  31.55  34.51  34.51  28.99  ×  34.23  34.51

 33.99  31.97  29.12  33.99  31.37  32.63  31.95  33.99

 30.32  27.89  28.28  30.32  ×  ×  ×  30.32

 29.43  ×  29.82  29.82  29.49  30.13  30.13  30.13

 25.08  28.08  28.90  28.90  28.90

 ×  27.86  ×  27.86  27.86

 24.72  27.36

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

終了後

 27.36

 26.29 26.29  ×  ×  26.29

 27.36  26.16

 24.96  25.54  20.92  25.54  25.54

 22.41  25.21  24.49  25.21  25.21

 22.82  23.98  23.98

NM (No Marks) : 記録無し

開始前

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。

 23.98

 ×  ×  23.88  23.88  23.88

 ×

期日・時刻
2019/9/15

開始時刻　 12:45 　終了時刻　 14:14 　
審判長

 22.44  22.95  23.18

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

種目 1年 女子 円盤投1.0k 決勝

 23.18

× : 無効試技

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 19:56:44

 23.18

 ×  ×  × NM

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
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トップ8

試技順

15  161 高橋　萌々子( 1 ) 花園・京都 8 1

4  219 平谷　めるも( 1 ) 北野・大阪 7 2

11  904 田中　凜( 1 ) 姫路工・兵庫 6 3

2  334 吉井　瑠生( 1 ) 神戸第一・兵庫 5 4

3  284 齋藤　維佳( 1 ) 日新・大阪 4 5

13  162 大野　藍美( 1 ) 花園・京都 1 6

12  829 川口　明結美( 1 ) 大体大浪商・大阪 2 7

7  435 今西　あかり( 1 ) 添上・奈良 3 8

14  197 上林　磨奈( 1 ) 京都光華・京都 9

16  54 福田　理湖( 1 ) 草津東・滋賀 10

10  16 清水　麻理( 1 ) 愛知・滋賀 11

9  436 岩本　千聖( 1 ) 添上・奈良 12

6  517 森口　菜々子( 1 ) 日高・和歌山 13

1  386 小河　愛( 1 ) 高砂南・兵庫 14

5  51 吉田　遥香( 1 ) 草津東・滋賀 15

8  447 市森　矢似子( 1 ) 橿原・奈良 16

開始前

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

56.79 奥村　梨里佳 添上・奈良 2019

56.84 関口　清乃 進修館・埼玉 千葉・順大

44.83 濱中　風夏 市尼崎

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。

大会記録  

 16.17

1年 女子 ハンマー投

Powered by AthleteRanking.com      printing : 2019/09/15 11:47:47

× : 無効試技

近畿高校記録  

日本高校記録  

終了後

 19.01

 ×  ×  16.17  16.17

 16.30  17.72  19.01  19.01

 22.41

 20.68  ×  ×  20.68  20.68

 ×  22.41  ×  22.41

 25.49

 22.72  19.86  23.03  23.03  23.03

 ×  25.39  25.49  25.49

 28.46

 24.55  ×  25.56  25.56  25.56

 28.46  ×  27.13  28.46

 31.06  31.24

 ×  27.15  30.14  30.14  26.82  ×  30.44  30.44

 30.04  29.18  27.98  30.04  31.24  ×

 28.12  33.10

 25.28  28.81  29.31  29.31  30.78  32.82  30.70  32.82

 33.10  29.01  29.81  33.10  ×  32.30

 33.02  34.29

 29.85  ×  33.80  33.80  ×  ×  30.54  33.80

 ×  32.99  34.29  34.29  30.64  32.38

 39.84

 32.26  35.02  ×  35.02  ×  30.02  33.32  35.02

6

 ×  ×  35.77  35.77  39.02  39.84  37.84

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

栗山　真治競技会名 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

種目 1年 女子 ハンマー投4k 決勝 期日・時刻
2019/9/15

審判長 井上　英典
開始時刻　 09:30 　終了時刻　 11:07 　
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トップ8

試技順

8  331 釜本　ありす( 1 ) 川西北陵・兵庫 6 1

1  217 奥村　瑠依( 1 ) 大阪学院・大阪 8 2

14  445 中尾　美咲( 1 ) 橿原・奈良 7 3

4  51 吉田　遥香( 1 ) 草津東・滋賀 4 4

9  117 松浦　なな( 1 ) 西京・京都 5 5

2  924 起塚　幸香( 1 ) 日ノ本・兵庫 3 6

12  927 広地　唯愛( 1 ) 洲本・兵庫 2 7

15  709 村山　美乃( 1 ) 京都西山・京都 1 8

18  216 吉田　優衣( 1 ) 大阪・大阪 9

17  111 山下　唯香( 1 ) 峰山・京都 10

3  96 山本　杏月( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 11

10  519 寒川　七彩( 1 ) 耐久・和歌山 12

6  502 問山　裕海( 1 ) 串本古座・和歌山 13

11  98 岡澤　芙美( 1 ) 彦根翔西館・滋賀 14

5  458 川口　愛以( 1 ) 桜井・奈良 15

16  813 濵田　志歩( 1 ) 河南・大阪 16

7  532 中島　瞳( 1 ) 開智・和歌山 17

13  476 浦上　真依( 1 ) 高田商業・奈良 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）

1年 女子 やり投

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。

 17.86

 ×  ×  13.34  13.34  13.34

 17.86  17.64  ×  17.86

 25.78

 27.67

 ×  24.68  27.60  27.60

 ×  24.24

近畿高校記録  

日本高校記録  

大会記録  

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

 24.24

 23.82  25.78  ×  25.78

 24.24  20.08

 27.60

 27.67  26.11  24.12  27.67

 30.53

 32.39  32.68  32.68

 29.23  29.23

 30.53  26.93  ×  30.53

 27.05  29.22  29.23

 32.68

 31.47  31.94  30.43  31.94  31.94

 ×

 33.02  29.52  33.02  ×  29.99  ×  33.02

 31.14  31.11  33.17  33.17  32.85  ×  31.21  33.17

 32.76

 ×  35.87

 × 37.03

48.87 中村　怜 東大阪大敬愛

 34.35

 ×  31.77  35.87  35.87  30.53  ×

 34.10  30.16  33.69

 35.98 35.09  36.99  36.99  32.76

 34.35 34.10  30.56  34.25

 35.84  35.84  34.30  37.03

 34.61  37.10  37.10

 ×  34.08

 38.53

 37.92  37.62  35.37  37.92  35.66  34.00  35.70  37.92

 19.62  35.86  35.93  35.93  38.53  35.33  34.36

6

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

順位 得点最高記録
1 2 3 4

備考Ord. No. 競技者名 所属

競技場名

5

試技
3回の最高記録

試技

紀三井寺公園 [301010] 記録担当審判員

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

井上　英典

和歌山陸上競技協会 [30] 記録主任 栗山　真治

1年 女子 やり投600g 決勝 期日・時刻

2019/9/14

開始時刻　 09:30 　終了時刻　 10:32 　
審判長種目
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