
日付 種目
8月27日 100m  11.80 三宅 奈緒香  11.84 佐々木　梓(3) 11.96 和田 麻希 12.15 壹岐 あいこ(1) 12.24 門脇 直緒(3) 12.25 荒木 希実 12.27 吉野 史織(2)

 (+0.6) 住友電工・兵庫 東大阪大敬愛高・大阪 ミズノ・京都 京都橘高・京都 枚方高・大阪 奈良教育大・奈良 京都橘高・京都
8月28日 200m  w24.38 佐々木 梓(3)  w24.47 木村　瑞穂(2) w24.61 壹岐 あいこ(1) w24.95 三村 萌(2) w24.97 宮田 乙葉(2) w25.02 西田 美菜(3) w25.04 吉野 史織(2)

 (+2.6) 東大阪大敬愛高・大阪 甲南大・大阪 京都橘高・京都 夙川高・兵庫 夙川高・兵庫 東大阪大敬愛高・大阪 京都橘高・京都
8月27日 400m  56.44 戸谷 湧海(3)  56.65 津山　葵(3) 57.02 小田垣 亜樹 57.40 逢坂 友利子(1) 57.44 榎 真菜(2) 57.48 南 千尋(2)

東大阪大敬愛高・大阪 夙川高・兵庫 明石市陸協・兵庫 東大阪大・大阪 夙川高・兵庫 河南高・大阪
8月28日 800m  2:11.09 戸谷 温海(3)  2:13.31 宮出　彩花(1) 2:13.60 中野 あみ(3) 2:14.68 森本 友紀子 2:16.43 田中 友梨(2) 2:17.47 古田 愛弥(2) 2:17.51 櫻川 友香(3) 2:19.38 メドラノ　ミツエ(4)

東大阪大敬愛高・大阪 東大阪大敬愛高・大阪 東大阪大敬愛高・大阪 園田学園女大AC・兵庫 比叡山高・滋賀 明和中・和歌山 桃山学院大・大阪 園田学園女大・兵庫
8月27日 1500m  4:35.56 飛田 凜香(1)  4:36.21 澤村　真央(3) 4:38.86 松本 奈々(2) 4:39.78 佐部利 萌未(2) 4:40.92 逸見 亜優(1) 4:41.67 柳谷 日菜(2) 4:42.45 清水 梨穂(1) 4:42.48 志水　麻紗

比叡山高・滋賀 比叡山高・滋賀 大体大浪商高・大阪 武庫川女大・兵庫 東大阪大敬愛高・大阪 大阪桐蔭高・大阪 神島高・和歌山 尼崎市陸協・兵庫
8月28日 5000m  17:27.62 本岡 夏実(2)  17:29.89 手嶋　乃莉子(2) 17:38.04 若井 莉央(2) 17:50.10 澤山 佳世 18:10.33 仲野 由佳梨(3) 18:24.96 高本 南(2) 18:33.71 小川 那月(2) 19:00.11 田中　杏(3)

小野高・兵庫 神戸学院大・兵庫 平城高・奈良 大阪芸術大・奈良 市西宮高・兵庫 北須磨高・兵庫 川西北陵高・兵庫 水口東高・滋賀
8月27日 10000m  37:27.26 大樽 瑞葉(2)  38:47.23 大畠　万由子(3) 42:24.15 丸岡 ともよ(3) 43:10.71 文野 みのり(3) 45:12.31 三上 真祐

神戸学院大・兵庫 神戸学院大・兵庫 須磨友が丘高・兵庫 須磨友が丘高・兵庫 神戸えーしー・兵庫
8月27日 100mH  13.70 中島 ひとみ(3)  14.01 宮前　里帆(2) 14.17 岡本 梨花(1) 14.18 坂口 理沙子 14.22 中治 早貴(3) 14.23 中司 菜月(3) 14.33 小松 未奈(4) 14.35 中村　麗奈(3)

 (+0.2) 園田学園女大・兵庫 大阪国際大・和歌山 京都教育大・京都 同志社大・奈良 石山高・滋賀 大塚高・大阪 園田学園女大・兵庫 大阪高・大阪
8月28日 400mH  1:00.10 齊藤 彩佳(3)  1:00.58 中原　みなみ(3) 1:00.84 横田 華恋(3) 1:01.32 加藤 真央(3) 1:02.21 上田 実和(2) 1:02.43 田村 瑠梨 1:03.16 安達 眞咲(3)

高島高・滋賀 大阪高・大阪 夙川高・兵庫 守山高・滋賀 姫路商業高・兵庫 京都教育大・奈良 京都橘高・京都
8月28日 3000mSC  10:56.75 田口 真琴(2)  11:08.71 西出　優月(2) 11:14.93 羽根田 そら(1) 11:18.06 西川 佳奈美(1) 11:36.38 若井 未央 11:41.92 嫁阪 舞(2) 11:45.68 佐藤 瞳(2) 11:47.19 中島　梨夏(2)

神戸学院大・兵庫 大塚高・大阪 神戸学院大・大阪 環太平洋大・兵庫 神戸学院大・奈良 大体大浪商高・大阪 園田学園女大・兵庫 千里高・大阪
8月27日 5000mW  25:13.60 柿花 璃子(3)  25:15.11 谷口　明日香(2) 25:40.29 佐野 爽帆(2) 25:52.07 白岩 涼花(2) 26:26.65 篠原 江里奈(2) 26:41.16 山田 あすか(2) 26:46.58 山内 美海(2) 26:52.56 西岡　千晃(3)

大体大浪商高・大阪 市尼崎高・兵庫 草津東高・滋賀 市尼崎高・兵庫 西宮北高・兵庫 川西緑台高・兵庫 大阪桐蔭高・大阪 川西緑台高・兵庫
8月27日 4x100mR  46.56 東大阪大敬愛高・大阪  46.64 京都橘高・京都 47.06 園田学園女大・兵庫 47.31 夙川高・兵庫 47.87 大阪高A・大阪 47.93 滝川第二高・兵庫 48.20 大阪高B・大阪 48.39 西城陽高・京都

井上 愛梨(3) 福林　春香(1) 山村 蓮(4) 藤原 沙耶(3) 南本 羅那(3) 高島 寿莉亜(1) 永井 瑞穂(2) 中尾　あゆみ(1)
西田 美菜(3) 壹岐　あいこ(1) 中島 ひとみ(3) 横田 華恋(3) 寄田 麗蘭(3) 川原 把菜(3) 沢井 なな(2) 四方　夢(2)
戸谷 湧海(3) 姫野　万里乃(2) 鈴木 彩芳(2) 馬場 瑞稀(3) 畑 咲春(3) 光山 枝里(2) 細川 凜(2) 小西　萌乃(2)
佐々木 梓(3) 吉野　史織(2) 宮本 まきの(2) 津山 葵(3) 今村 美月(3) 岸本 若奈(3) 中西 彩梨(1) 吉田　真菜(2)

8月28日 4x400mR  3:45.42 東大阪大敬愛高A・大阪  3:48.83 京都文教高・京都 3:51.43 東大阪大・大阪 3:56.77 滝川第二高・兵庫 3:57.50 京都橘高・京都 3:58.33 摂津高・大阪 4:03.01 龍谷大平安高・京都
戸谷 湧海(3) 村井　萌恵(2) 岡野 紗季(1) 谷中 千華(3) 山本 彩乃(1) 野村 海凪(3) 浦西 遥海(1)
宮出 彩花(1) 吉冨　紗矢(3) 石塚 晴子(1) 岸本 若奈(3) 福林 春香(1) 高柴 愛佳(2) 阪田 桜(2)
戸谷 温海(3) 椹木　亜美(3) 岡田 萌(2) 佐藤 千春(2) 渡部 もも(2) 明瀬 加奈(2) 間宮 美帆(3)
佐々木 梓(3) 藤山　日鈴(2) 逢坂 友利子(1) 光山 枝里(2) 安達 眞咲(3) 神薗 芽衣子(2) 室田 朱里(3)

8月28日 走高跳  1.73 福本 幸  1.73 渡邉　有希 1.73 濱津 麻愛(3) 1.70 井上 七海 1.65 秦 澄美鈴(2) 1.65 鈴木 夢(3)
甲南学園アスレチッククラブ・兵庫 ミライト・テクノロジース・大阪 大阪国際大・大阪 和歌山陸協・和歌山 武庫川女大・大阪 添上高・奈良

1.65 時任 美保子(3) 1.65 岩下 美桜(3)
高島高・滋賀 大阪教育大・大阪
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場所  皇子山総合運動公園陸上競技場期日：２０１６年８月２７日～８月２８日
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大会名
第８４回近畿陸上競技選手権大会
兼　第１０１回日本陸上競技選手権大会近畿地区予選会 決勝記録一覧表
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女子

1.65 辻 愛
甲南大・奈良

8月28日 棒高跳  3.40 竹上 ほの香(2)  3.40 廣岡　玲美(3) 3.30 饗庭 みずき 3.30 平田 美和(2) 3.20 東山 真悠子(3) 3.20 田中 愛(3) 3.20 高井 舞(1) 3.10 山口　みなみ(3)
園田学園女大・兵庫 明石商高・兵庫 滋賀陸協・滋賀 尼崎双星高・兵庫 桐蔭高・和歌山 明石商高・兵庫 武庫川女大・兵庫 東大阪大・大阪

3.10 疋田　なつき
大阪体育大・奈良

8月27日 走幅跳  w5.99 (+4.2) 椹木 亜美(3)  5.84 (0.0) 吉岡　里紗(3)  5.66 (+0.8) 上垣 麻衣子(5)  5.63 (+1.1) 大浦 沙紀(2)  5.54 (+0.7) 藤野 茜(2)  5.49 (-0.3) 市川 華愛(1)  5.48 (+1.5) 川原 把菜(3)  5.46 (+0.1) 三住　さつき(3)
京都文教高・京都 式下中・奈良 武庫川女大・兵庫 園田学園女大・兵庫 東京学芸大・兵庫 立命館大・兵庫 滝川第二高・兵庫 大阪高・大阪

8月28日 三段跳  12.90 (+1.6) 喜田 愛以  12.46 (+1.4) 宮畑　さくら(3)  12.04 (+1.6) 冨士 曜莉(3)  12.01 (+1.1) 椹木 亜美(3)  11.78 (+1.9) 石川 友美子(2)  11.74 (+1.0) 永久 実伽子(6)  11.63 (+1.5) 荒井 唯花  11.46 (+1.8) 宇田　祐稀(3)
NGR ミライト・テクノロジース・大阪 園田学園女大・京都 立命館大・京都 京都文教高・京都 京都教育大・大阪 神戸大・大阪 ＰＥＥＫ・奈良 園田学園女大・兵庫

8月27日 砲丸投  13.56 広沢 南奈(2)  13.54 田村　満孔(1) 13.47 佐藤 友佳 13.36 廣畑 万季(2) 13.34 内田 千香子(3) 12.68 麓 沙恵(3) 12.67 藤原 加菜実(3) 12.65 永井　楓花(1)
関西大倉高・大阪 大阪体育大・京都 東大阪市陸協・大阪 武庫川女大・兵庫 園田学園女大・兵庫 神戸大・京都 大阪体育大・大阪 姫路商業高・兵庫

8月27日 円盤投  45.42 清水 麻衣(2)  41.83 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ　ﾃｨﾅ(2) 41.48 石川 京奈 41.43 永井 楓花(1) 40.46 藤本 咲良(3) 40.01 酒井 梨々華(1) 38.88 金井 葵(2) 38.23 北垣　真里
びわ学大・滋賀 市尼崎高・兵庫 天理大・奈良 姫路商業高・兵庫 市尼崎高・兵庫 東京女子体大・和歌山 中京大・大阪 ｺﾝﾄﾞ-ﾃｯｸ・兵庫

8月28日 ﾊﾝﾏｰ投  55.70 佐伯 珠実  53.86 大崎　かな 50.62 土江 真央(2) 48.81 濱口 美菜(2) 48.78 増田 たまみ(6) 46.20 川尻 絢未(3) 46.11 三宅 れい(3) 44.85 山口　紗苗(2)
滋賀陸協・滋賀 和歌山陸協・和歌山 筑波大・大阪 明治国医大・京都 天理大・兵庫 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀 園田学園女大・兵庫 武庫川女大・大阪

8月28日 やり投  53.17 助永 仁美  53.04 佐藤　友佳 49.46 武本 紗栄(2) 48.11 野田 華子(3) 47.76 脇畑 優子 46.78 神代 結(2) 46.69 柳澤 美樹(2) 46.21 岡林　つぐみ(3)
オークワ・和歌山 東大阪市陸協・大阪 市尼崎高・兵庫 東京女子体大・和歌山 滋賀陸協・滋賀 大阪大・大阪 立命館大・大阪 大阪高・大阪

8/27-8/28 七種競技  5362 宇都宮 絵莉  4619 山岡　未与(4) 4429 鷲見 千尋(3) 4316 泉谷 莉子(3) 4310 洲戸 裕香(2) 4251 野々瀬 悠(1) 4220 山田 紗和子(3) 4141 峰山　咲希(3)
長谷川体育施設・兵庫 東大阪大・大阪 園田学園女大・兵庫 武庫川女大・大阪 東播磨高・兵庫 園田学園女大・兵庫 東大阪大敬愛高・大阪 京都教育大・大阪

100mH 14.46 (-0.5)  15.65 (-0.1) 14.73 (-0.1) 15.73 (-0.5)  15.94 (-1.5) 15.49 (-0.5) 16.40 (-1.5)  15.73 (-1.5)
走高跳 1.59  1.45 1.53 1.50  1.50 1.45 1.35  1.45
砲丸投 10.57  11.96 9.01 9.70  9.43 9.20 8.82  8.80
200m 25.01 (-0.4)  26.79 (+0.3) 27.12 (+0.3) 26.86 (+0.3)  26.62 (+0.2) 26.77 (+0.2) 26.60 (+0.3)  27.06 (+0.2)
走幅跳 5.75 (+0.9)  5.24 (+0.8) 5.18 (+0.6) 5.34 (+0.4)  4.99 (+0.8) 5.25 (+1.9) 4.98 (0.0)  4.95 (+1.0)
やり投 39.70  34.65 31.13 31.84  29.65 27.03 40.28  25.38
800m 2:19.12  2:28.10 2:35.78 2:42.24  2:29.09 2:33.42 2:31.82  2:26.79

NGR：大会新 天候 気温 湿度 風向 風速
大会新記録 女子 三段跳 喜田　愛以（ミライト・テクノロジース・大阪12m90(12m87) （８/２７） 1日目 晴れ ２８．１℃ ６４％ 東北東 １．２m/s
（   ）内は旧記録 （８/２８） 2日目 雨 ２３．０℃ ９１％ 北北西 １．０m/s

記録主任 浮　氣　　清　司 審判長 （ ト ラ ッ ク ） 小　澤　　信　一
総　　　務 坂　　一　郎 （ ス タ ー ト ） 安　福　　修

（ 跳 躍 ） 宮　本　　孝
（ 投 て き ） 森　野　　邦　彦
（ 混 成 ） 福　山　　博　司

8/27

8/28

12:00現在

近畿陸上競技協会・滋賀陸上競技協会


