
2019年度 加古川ナイター陸上競技記録会
入賞者一覧 2019年8月3日（土）

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

共通女子１００ｍ 池内　英里香（） 12"46 好井　愛結（2） 12"51 橋本　実紅（1） 12"58 松永　尚子（2） 12"65 長谷川　ひな（2） 12"69 清水　愛望（3） 12"75 河本　唯那（2） 12"83

ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ +1.0 氷丘中 +1.0 関西学院大 +1.2 小野中 +1.2 東播磨高 +1.0 鹿島中 +1.0 県立農高 +1.0

和田　穂乃香（3） 12"83

社高 +0.5

共通女子２００ｍ 建部　美月（4） 26"51 藤城　咲彩（3） 26"72 土居　あゆみ（） 27"08 引本　愛梨（2） 27"31 河本　唯那（2） 27"47 澤田　遥菜（1） 27"52 西尾　美咲（1） 27"58 冨田　麻利菜（1） 27"64

兵庫県立大 +1.7 神吉中 +1.7 復刻AC +0.6 加古川北高 +0.6 県立農高 +1.7 加古川北高 +0.6 松陽高 +0.6 三木高 +2.4

共通女子４００ｍ 後藤　奈緒（3） 0'57"05 重田　真衣（1） 0'59"49 福崎　美優（1） 1'06"79 眞利　綾香（2） 1'07"50 古川　芽衣（1） 1'14"50

園田学園 加古川東高 明石西高 明石清水高 松陽高

共通女子８００ｍ 神吉　優海（2） 2'20"43 原田　陽菜（1） 2'20"69 志水　優衣（1） 2'27"99 神山　碧希（2） 2'29"04 大城　愛夏（3） 2'30"78 井澤　胡奏良（1） 2'30"96 守居　優里子（2） 2'31"11 楠　望咲（2） 2'32"81

東播磨高 平岡中 東播磨高 加古川中 加古川中 松陽中 東播磨高 三木東中

共通女子１５００ｍ 八木　美羽（1） 4'34"64 宗佐　菜々実（1） 4'35"97 雲丹亀　美月（3） 4'42"30 松井　晶（1） 4'44"21 陰山　朋佳（2） 4'46"20 田中　由眞（2） 4'47"22 井澤　奈甫（3） 4'47"99 神吉　優海（2） 4'49"18

西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 小野中 鹿島中 東播磨高

共通女子３０００ｍ 大西　文香（3） 10'20"73 宮島　恵那（1） 10'36"48 前田　優羽（3） 10'46"98 村岡　茉奈（1） 10'51"97 二木　涼楓（2） 10'53"15 堤　香帆（3） 11'01"13 山本　陽菜（3） 11'07"06 神村　彩輝（3） 11'15"63

平岡中 加古川東高 県立農高 兵庫大 平岡中 稲美北中 山手中 兵庫大

一般・高校女子１００ｍＨ 長谷川　ひな（2） 14"61 田中　文菜（1） 14"84 吉田　唯花（1） 15"60 真鍋　瑞歩（1） 16"15 森　彩乃（2） 16"31 梶浦　はるな（2） 16"44 加納　彩絵（1） 16"60 玉田　千晴（1） 18"67

東播磨高 +0.8 武庫川女子 +0.8 加古川東高 +0.8 三木高 +0.8 東播磨高 +0.8 加古川西高 +0.8 加古川北高 +0.8 東播磨高 +0.8

中学女子１００ｍＨ 栗屋　友佳（3） 14"96 杉森　結衣（2） 15"55 大垣　菜摘（3） 15"68 芳本　望楓（3） 15"77 上杉　こころ（3） 15"94 山本　咲綾（2） 15"94 川下　さりは（2） 16"07 上岡　凜（1） 16"21

氷丘中 +1.6 平岡南中 +0.5 黒田庄中 +1.6 播磨中 +1.6 陵南中 +1.6 神吉中 +1.6 別府中 +0.9 播磨南中 +1.3

共通女子走高跳 荒木　志帆（4） 1m60 立岩　奈真（2） 1m54 橋本　風花（3） 1m51 越智　カンナ（2） 1m48 脇本　遼（2） 1m45 森　彩乃（2） 1m40 若宮　李奈（1） 1m40

武庫川女子 加古川西高 陵南中 三木高 加古川東高 東播磨高 明石西高

亀山　紗知（1） 1m40

明石西高

共通女子走幅跳 栗屋　友佳（3） 5m23 祐谷　瑞穂（） 5m10 藤城　咲彩（3） 4m94 武田　侑紀奈（2） 4m88 佐藤　晴香（2） 4m78 小山　さくら（2） 4m73 吉田　唯花（1） 4m60 岡田　莉朋（2） 4m57

氷丘中 +0.8 ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ +1.8 神吉中 +1.2 加古川西高 +2.1 加古川東高 +0.7 別府中 +0.9 加古川東高 +1.8 平岡中 +1.0

共通女子三段跳 船田　茜理（1） 11m96 加茂　万由子（2） 11m94 佐藤　晴香（2） 10m04 松本　彩華（1） 9m83 古賀　真尋（1） 9m83 石田　梨乃（1） 9m69 古門　留果（2） 9m59 中川　綾子（1） 9m41

武庫川女子 +1.3 加古川西高 +1.7 加古川東高 +1.6 松陽高 +1.0 加古川東高 +0.7 加古川東高 +1.5 加古川西高 +1.2 兵庫県立大 +2.5

一般・高校女子砲丸投 酒井　くるみ（2） 10m14 村井　里奈（3） 9m95 後藤　優（3） 9m20 垪和　菜々夏（3） 8m74 竹元　千裕（1） 8m28 下垣　麻衣（2） 7m68 山川　小雪（1） 6m99 谷口　舞（1） 6m46

加古川西高 滝川第二高 志方中 志方中 加古川西高 東播磨高 加古川西高 加古川北高

中学女子砲丸投 垪和　菜々夏（3） 12m16 後藤　優（3） 12m08 永井　彩花（2） 11m48 松元　凜（3） 11m22 押部　唯愛（3） 10m45 仙田　千尋（3） 10m38 楠本　さくら（3） 10m08 杉原　日向花（3） 9m89

志方中 志方中 浜の宮中 小野中 別府中 中部中 山手中 宝殿中

一般・高校女子円盤投 竹本　百花（2） 33m16 酒井　くるみ（2） 31m31 蓬莱　千里（2） 30m89 村井　里奈（3） 27m00 中元　美月（2） 26m46 上田　弥奈実（2） 24m12 佐藤　香奈（1） 23m14 谷口　舞（1） 14m34

県立農高 加古川西高 県立農高 滝川第二高 明石西高 加古川西高 加古川西高 加古川北高

中学女子円盤投 永井　彩花（2） 32m32 楠本　さくら（3） 29m94 押部　唯愛（3） 29m30 石田　紗奈（2） 28m18 山﨑　かのん（3） 26m22 綾　聖菜（3） 24m60 大西　菜々穂（2） 23m76 山本　奈津（2） 23m40

浜の宮中 山手中 別府中 山手中 氷丘中 平岡南中 浜の宮中 別府中

19：00 晴 33.0 南 3.7 6714：00 晴 36.0 南 0.2 65

18：00 晴 33.0 南 3.7 6713：00 晴 36.0 南 2 65

17：00 晴 34.0 南南東 2.5 6812：00 晴 36.0 南 2.4 65

16：00 晴 35.0 南 3.2 63

36.5 南南東 0.2 57

11：00 曇り 35.5 南 0.8 65

湿度（%）

8月3日

10：30 晴 35.5 南南西 1 65 15：00 晴

湿度（%） 時刻 天候 気温（℃） 風向 風速（m）月日 時刻 天候 気温（℃） 風向 風速（m）
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