
 

令和３年度 

第２回兵庫県中学生陸上競技記録会 

（地区別：東播・丹有） 

（28213303） 

 

 

 

 

 

主 催 ： 兵庫陸上競技協会 

主 管 ： 兵庫県中学校体育連盟陸上競技部 

日 時 ： 令和３年５月１５日（土） 

        令和３年５月１６日（日） 

場 所 ： 加古川運動公園陸上競技場（283751） 

記録集 



競技会名
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）

期日・時刻 2021/05/16 審判長 六角　光昭・東浦　一裕

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 信近　清志

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年男子 5月15日 100m
八幡　響(1) w12.62 (+4.5) 南條　空芽(1) w12.88 (+4.5) 佃　紘喜(1) w12.88 (+2.7) 川西　翔瑛(1) w13.07 (+4.5) 日下　弘一(1) w13.18 (+4.5) 坂本　将行(1) w13.22 (+3.1) 野口　陽輝(1) w13.22 (+3.1) 小谷　　悠人(1) w13.31 (+3.6)

三木東 陵南 平岡 平岡 鹿島 平岡 平岡 陵南

5月15日 1500m
白石　一颯(1) 4:50.92 石井　颯亜(1) 4:54.57 近田　玲(1) 4:55.60 稲村 　　　優汰(1) 5:08.55 千代　翔愛(1) 5:11.53 作間　敢介(1) 5:12.11 鉢田　歩揮(1) 5:18.39 髙林　恭大(1) 5:22.82

宝殿 三木東 鹿島 社 鹿島 陵南 播磨 浜の宮

２年男子 5月15日 100m
前坂　孟毅(2) 11.75 (+1.1) 池原　透太(2) 11.78 (+1.1) 上田　悠斗(2) 11.79 (+1.1) 大谷　翔真(2) 12.04 (+1.1) 中谷　悠人(2) w12.08 (+2.1) 大浦　文太(2) w12.09 (+2.1) 山田　吾愛仁(2) 12.12 (+1.1) 黒嶋　桂(2) 12.14 (+1.1)

大久保北 宝殿 二見 加古川 旭丘 大久保 宝殿 加古川中部

5月15日 1500m
新妻　遼己(2) 4:14.15 新妻　昂己(2) 4:14.49 若林　司(2) 4:26.53 八嶋　春樹(2) 4:27.94 土居　正宗(2) 4:33.94 河合　仁楠(2) 4:34.30 糟谷　輝(2) 4:34.68 三枝　琥珀(2) 4:41.10

平岡 平岡 宝殿 稲美北 平岡 小野 神吉 北条

３年男子 5月15日 100m
橋詰　竜輝(3) w11.13 (+3.1) 木下　恭太朗(3) w11.16 (+3.1) 岡本　蓮(3) w11.44 (+3.1) 田中　玲央(3) 11.44 (+1.9) 葉　凛太郎(3) w11.48 (+3.1) 納庄　青空(3) w11.50 (+3.1) 藤原　悠世(3) 11.53 (+1.4) 藤岡　憧伍(3) w11.54 (+3.1)

加美 大久保 社 二見 大久保 加古川 西脇 播磨

5月15日 1500m
田中　颯眞(3) 4:17.66 神吉　惺翔(3) 4:18.35 長谷川　大翔(3) 4:18.58 佐伯　遥大(3) 4:20.42 松本　爽汰(3) 4:20.98 松本　琉汰(3) 4:21.65 鳴瀧　空(3) 4:24.22 佐藤　祐介(3) 4:25.68

宝殿 宝殿 陵南 朝霧 加古川 加古川 稲美北 大久保

２・３年男子 5月16日 200m
橋詰　竜輝(3) 22.82 (-2.0) 木下　恭太朗(3) 23.41 (-2.0) 辻本　滉貴(3) 23.58 (-2.0) 岡本　蓮(3) 23.77 (-0.5) 藤岡　憧伍(3) 23.91 (-1.3) 田中　玲央(3) 23.96 (-0.5) 前坂　孟毅(2) 23.99 (-0.5) 由良　拓磨(3) 24.09 (-1.3)

加美 大久保 宝殿 社 播磨 二見 大久保北 加古川中部

5月15日 400m
辻本　滉貴(3) 52.55 瀧岡　千悠(3) 52.87 大西　勢翔(3) 53.81 竹内　悠登(3) 54.84 吉田　宥也(3) 55.47 金高　悠冴(3) 55.82 福田　有真(3) 56.09 岩崎　洸祐(3) 56.35

宝殿 大蔵 二見 けやき台 篠山東 西脇南 加古川 西脇

5月16日 800m
新妻　遼己(2) 2:01.95 植田　拓隼(3) 2:04.09 谷口　北斗(3) 2:05.49 松本　琉汰(3) 2:06.16 今西　玲偉(3) 2:06.48 福田　有真(3) 2:08.42 高松　健斗(3) 2:08.84 松井　楓(3) 2:09.77

平岡 大久保 氷丘 加古川 長坂 加古川 望海 二見

5月16日 3000m
長谷川　大翔(3) 9:07.36 真田　大輔(3) 9:13.64 八嶋　春樹(2) 9:16.72 中垣　颯斗(2) 9:19.94 松本　爽汰(3) 9:22.92 佐藤　透晏(3) 9:28.98 山本　恭平(3) 9:32.62 加藤　璃久(3) 9:33.71

陵南 大久保 稲美北 大蔵 加古川 宝殿 稲美 宝殿

5月16日 110mH
藤原　悠世(3) 15.19 (+0.6) 三澤　堅心(3) 15.77 (+0.6) 前田　凛佑(3) 15.96 (+0.6) 上村　恒貴(3) 15.98 (+0.6) 藤本　虹輝(3) 16.12 (+0.6) 大西　勢翔(3) 16.53 (+1.2) 石田　柊哉(2) 16.79 (+1.2) 山下　悠斗(3) 16.95 (+0.6)

西脇 二見 野々池 陵南 小野 二見 市島 別府

5月16日 走高跳

佐藤　優希(2) 1.65 村井　颯太(3) 1.55 加藤　大雅(3) 1.55 有末　貫汰(2) 1.55 橋本　泰希(3) 1.55 吉岡　寛登(3) 1.55

宝殿 西脇南 望海 陵南 陵南 播磨

脇本　拓海(3) 1.55 藤本　智也(3) 1.55

二見 野々池

5月15日 走幅跳
藤本　涼哉(3) w6.23 (+2.7) 熊谷　瑠輝(3) w5.98 (+3.4) 荻野　桔梗(3) w5.86 (+2.2) 松井　悠輝(3) 5.78 (+1.4) 井原　碧葉(2) w5.71 (+4.5) 中谷　勇輝(3) 5.65 (+1.6) 廣田　快成(3) w5.61 (+3.5) 西脇　充琉(3) w5.51 (+3.1)

北条 泉 春日 別府 二見 加古川 西脇南 泉

5月16日 三段跳
門野　隼斗(3) 11.89 (-0.9) 神崎　隼人(3) 11.66 (-1.2) 中川　勝(3) 11.59 (-0.5) 村井　陽向(3) 11.49 (-1.2) 中谷　勇輝(3) 11.44 (-0.9) 井上　猶晟(3) 11.24 (0.0) 池澤　純太(3) 11.12 (-0.4) 田中　快翔(3) 10.79 (-1.0)

高砂 西脇 氷上 西脇南 加古川 氷丘 高砂 野々池

5月16日 砲丸投
上野　広翔(3) 10.74 黒河　陽月(3) 10.62 髙瀬　蒼太(3) 10.48 宮崎　礼雅(3) 10.46 杉原　珀(3) 10.11 髙見　茂仁(3) 10.08 中尾　維吹(3) 10.08 デヂン　マテウス礼恩(3) 10.04

志方 西脇 大蔵 西脇南 宝殿 市島 野々池 篠山東

5月15日 円盤投
髙瀬　蒼太(3) 33.92 黒河　陽月(3) 31.14 前田　璃空(3) 29.34 上野　広翔(3) 28.53 横手　佑紀(3) 28.39 吉川　慶(3) 26.67 原　幸輝(2) 25.43 デヂン　マテウス礼恩(3) 25.36

大蔵 西脇 野々池 志方 宝殿 別府 氷丘 篠山東

四種競技 三澤　堅心(3) w2428 小林　勇惺(3) w2284 神崎　隼人(3) w2038 河上　侑聖(3) w1966 前田　凛佑(3) w1885 萩尾　太翔(3) w1739 山本　靖斗(3) w1599 鹿子尾　賢(3) w1560

二見 播磨 西脇 小野 野々池 氷上 播磨 浜の宮

5月15日 110mH w15.25 (+4.3) w15.91 (+4.3) w16.88 (+4.3) w16.95 (+4.3) w15.63 (+4.3) w17.30 (+4.3) w16.56 (+4.3) w18.20 (+4.3)

5月15日 砲丸投 10.19 11.07 8.48 8.21 7.61 8.74 10.80 7.87

5月15日 走高跳 1.74 1.59 1.71 1.59 1.40 1.53 NM 1.45

5月15日 400m 56.66 56.65 58.82 57.52 58.94 1:02.74 1:00.58 1:02.13

１年女子 5月15日 100m
山野　麻緒(1) w13.12 (+3.7) 近藤　莉帆(1) w13.99 (+3.7) 渡邊　心(1) w14.03 (+3.7) 堤　清香(1) w14.14 (+3.1) 岩本　萌々果(1) w14.19 (+3.1) 谷河　梢(1) w14.20 (+3.7) 大西　凜音(1) w14.39 (+3.7) 丸一　志帆(1) w14.50 (+3.1)

両荘 荒井 播磨 氷丘 加古川 氷丘 氷丘 神吉

5月16日 800m
老松　和奏(1) 2:29.79 坂本　日花瑠(1) 2:32.90 酒田　歩実(1) 2:37.48 荒木　理緒(1) 2:38.01 清田　菜月(1) 2:44.18 辻岡　美空(1) 2:46.02 堤　貴友(1) 2:46.15 堀　香里奈(1) 2:46.22

荒井 長坂 宝殿 播磨南 神吉 竜山 荒井 播磨南

２年女子 5月15日 100m

平野　美紀(2) 12.71 (+1.1) 寺北　ここめ(2) 12.97 (+1.1) 小倉　梨愛(2) 13.24 (+1.1) 石田　有華咲(2) 13.33 (+1.1) 畑　葉月(2) 13.39 (+1.9) 島田　万莉愛(2) 13.50 (+1.1) 近藤　優衣(2) 13.52 (+1.1)

陵南 陵南 小野南 浜の宮 両荘 加古川 春日

山田　涼華(2) 13.33 (+1.1)

竜山

5月16日 800m
吉川　菜緒(2) 2:21.48 吉田　笑麻(2) 2:22.17 渡邉　真優(2) 2:28.53 満永　彩愛(2) 2:30.03 分玉　彩智(2) 2:30.41 小川　楓乃(2) 2:33.47 藤井　青緒(2) 2:33.86 鷲北　茉優(2) 2:34.61

稲美 陵南 播磨 別府 播磨 稲美北 稲美 ゆりのき台



         
日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年女子 5月15日 100m
谷口　心音(3) 12.85 (+1.7) 村上　恵(3) 13.01 (+1.7) 南條　姫菜(3) 13.04 (+1.7) 梶尾　彩智(3) 13.08 (+1.7) 久語　英里奈(3) 13.17 (+1.7) 田中　咲帆(3) 13.19 (+1.7) ロバート　プリスカ(3) 13.23 (+1.7) 竹内　ゆず(3) 13.23 (+1.7)

三木東 浜の宮 陵南 小野 旭丘 朝霧 大久保北 加西

5月16日 800m
長野　亜美(3) 2:18.32 塚本　夕藍(3) 2:19.50 大西　美天(3) 2:19.84 直江　詩(3) 2:22.32 藤田　直子(3) 2:23.99 宮宅　ひな(3) 2:24.51 井本　まひろ(3) 2:25.71 安達　蒼璃(3) 2:28.48

稲美 荒井 陵南 大久保 稲美 稲美北 望海 西脇

２・３年女子 5月16日 200m
平野　美紀(2) 26.57 (+0.6) 長野　亜美(3) 26.73 (+0.6) 久語　英里奈(3) 27.24 (+0.6) 寺北　ここめ(2) 27.35 (+0.6) 田中　咲帆(3) 27.45 (+0.6) 竹内　ゆず(3) 27.61 (+0.4) 稗田　花望(3) 28.01 (+0.4) 池田　朱里(3) 28.09 (+1.1)

陵南 稲美 旭丘 陵南 朝霧 加西 宝殿 稲美

5月15日 1500m
吉川　菜緒(2) 4:38.74 塚本　夕藍(3) 4:39.13 宮宅　ひな(3) 4:53.18 藤田　直子(3) 4:55.92 大西　美天(3) 4:56.13 稲岡　咲羽(1) 4:58.40 屋敷　萌子(2) 4:59.44 直江　詩(3) 5:00.30

稲美 荒井 稲美北 稲美 陵南 荒井 三木東 大久保

5月16日 100mH
山崎　花帆(3) 15.49 (+0.2) 上岡　凛(3) 15.74 (+0.2) 南條　姫菜(3) 15.95 (+0.2) 道田　幸奈(3) 16.15 (+0.2) 山口　心優(2) 16.59 (+0.2) 片岡　奈菜(2) 16.72 (+0.2) 髙巣　楓子(2) 17.02 (+0.2) 野田　楓(3) 17.04 (+0.2)

望海 播磨南 陵南 播磨南 西脇 西脇 野々池 三木東

5月16日 走高跳
去川　桃衣(3) 1.45 糀谷　優(2) 1.45 梅田　佳歩(3) 1.40 村上　恵(3) 1.40 藤澤　優羽(3) 1.40 藤本　華望(3) 1.35 森本　來夢(3) 1.35 久保　歩乃加(3) 1.35

狭間 氷丘 自由が丘 浜の宮 野々池 社 陵南 氷丘

5月15日 走幅跳
上田　咲笑(3) 4.70 (+1.5) 福田　結菜(2) 4.57 (+0.9) 鐘撞　紗楠(2) 4.56 (+0.8) 向井　千尋(3) w4.50 (+2.6) 小西　亜由弓(2) 4.47 (+1.3) 井村　綾実(2) 4.46 (+0.9) 長谷川　茜音(2) w4.46 (+3.6) 南保　心音(3) w4.46 (+2.3)

自由が丘 柏原 小野南 狭間 陵南 野々池 加古川山手 大蔵

5月16日 三段跳
上田　梨央(3) 10.56 (+1.3) 谷岡　美侑(3) 9.66 (+0.1)

平岡 大蔵

5月15日 砲丸投
長谷川　有(2) 10.79 原田　萌花(3) 10.12 安井　理央(2) 10.02 富永　凛子(3) 9.73 藤本　結衣(3) 9.50 山田　幸奈(2) 9.48 谷川　あおい(3) 9.41 平山　莉未(3) 9.27

志方 春日 浜の宮 狭間 小野 志方 別府 稲美

5月16日 円盤投
佐々木　瑠璃(3) 24.76 安井　理央(2) 23.71 徳岡　澪奈(2) 23.36 角谷　美怜(2) 22.95 林　香帆(3) 22.46 富永　凛子(3) 22.34 前田　優茉(3) 21.45 長谷川　有(2) 21.22

狭間 浜の宮 青垣 望海 野々池 狭間 篠山 志方

四種競技 今本　七望(3) w2410 澤田　彩(3) w2235 中村　芽生(2) w2133 梅垣　花菜(2) w1925 藤澤　優羽(3) w1894 上林　莉歩(3) w1844 大塚　乙果(3) 1780 山下　萌妃(2) w1771

平岡南 狭間 柏原 氷上 野々池 けやき台 野々池 柏原

5月15日 100mH w16.23 (+2.1) w15.70 (+2.1) w15.96 (+2.1) w17.57 (+2.6) w17.73 (+2.1) w17.48 (+2.6) w17.17 (+2.1) w17.14 (+2.1)

5月15日 走高跳 1.45 1.45 1.39 1.39 1.51 1.33 1.25 1.33

5月15日 砲丸投 9.86 7.65 7.86 8.11 6.68 7.22 6.96 6.66

5月15日 200m w27.91 (+2.3) w29.18 (+2.3) w29.44 (+2.3) w29.99 (+2.3) w30.77 (+2.3) w29.56 (+2.3) 29.58 (+1.2) w30.64 (+2.3)

w:追風参考  NM:計測無し  



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有） コード
2 主催者 : 兵庫陸上競技協会
3 競技場 : 加古川運動公園陸上競技場　 コード 281060
4 開催日 : 2021年5月15日(土) - 5月16日(日)
5 気象条件

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 備考
5 15 9 0 晴れ 27.0 63 南 2.0

5 15 10 0 晴れ 26.5 62 南南西 4.8

5 15 11 0 晴れ 27.0 63 南南東 1.0

5 15 12 0 晴れ 27.5 63 南 2.1

5 15 13 0 くもり 27.5 63 南 2.4

5 15 14 0 くもり 26.0 69 南東 2.9

5 15 15 0 くもり 25.5 65 南南東 1.6

5 15 16 0 くもり 24.0 71 南南東 1.4

5 16 10 0 雨 20.5 95 北西 0.5

5 16 11 0 雨 21.5 91 北 0.4

5 16 12 0 くもり 22.0 91 北 0.5

5 16 13 0 くもり 22.5 91 西 0.3

5 16 14 0 くもり 22.5 87 南 1.7

5 16 14 45 くもり 22.5 87 南 1.7



リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年男子100m
決勝 5/15 13:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.1 m/s) 2組 (+1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハシヅメ　タツキ カミ タナカ　レオ フタミ

1 38912 橋詰　竜輝(3) 加美 w11.13 1 32116 田中　玲央(3) 二見 11.44
キノシタ　キョウタロウ オオクボ ハラシナ　アユキ カコガワ

2 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 w11.16 2 32822 原科　歩季(3) 加古川 11.67
オカモト　レン ヤシロ カンザワ　ユウト タツヤマ

3 38122 岡本　蓮(3) 社 w11.44 3 36311 神澤　悠斗(3) 竜山 11.71
ヨウ　リンタロウ オオクボ ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

4 31639 葉　凛太郎(3) 大久保 w11.48 4 62115 溝口　遼太(3) 篠山 11.77
ノウショウ　ソラ カコガワ サカモト　マサト カコガワ

5 32820 納庄　青空(3) 加古川 w11.50 5 32823 坂本　誠人(3) 加古川 11.86
フジオカ　ショウゴ ハリマ サカモト　ソウタ ユリノキダイ

6 39655 藤岡　憧伍(3) 播磨 w11.54 6 60973 坂本　颯大(3) ゆりのき台 11.87
ハヤセ　ユウト カコガワチュウブ ヤマサキ　リョウト カコガワチュウブ

7 33118 早瀬　優叶(3) 加古川中部 w11.71 33123 山﨑　凌翔(3) 加古川中部 DNS
マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ ミヤケ　レイト エイガジマチュウ

8 33122 松山　瑠希(3) 加古川中部 w11.73 31883 三宅　嶺翔(3) 江井島 DNS
マツシタ　アユム カコガワ ミヤモト　ソウタ ヒラオカ

32828 松下　歩(3) 加古川 DNS 33207 宮本　颯大(3) 平岡 DNS

3組 (+1.4 m/s) 4組 (+1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　ユウセ ニシワキ タナカ　ユウト イナミキタ

1 34518 藤原　悠世(3) 西脇 11.53 1 39562 田中　悠斗(3) 稲美北 11.72
ワキモト　タクミ フタミ カワイ　カズマ オオクラ

2 32121 脇本　拓海(3) 二見 11.73 2 31272 川井　一馬(3) 大蔵 11.81
ナガドオリ　トキアツ ホウデン ハシモト　タイキ リョウナン

3 34363 長通　時篤(3) 宝殿 11.74 3 33933 橋本　泰希(3) 陵南 11.90
モリ　ヒサアキ オオクラ イイダ　ヤマト ハマノミヤ

4 31273 森　悠晃(3) 大蔵 11.82 4 33485 飯田　大翔(3) 浜の宮 11.96
フジモト　ケンゴ ミキヒガシ ホウライ　ショウタ リョウナン

5 35644 藤本　健吾(3) 三木東 11.88 5 33927 蓬莱　聖太(3) 陵南 11.97
チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ スズキ　ユタカ フタミ

6 60605 中条　虎太郎(3) けやき台 11.90 6 32114 鈴木　穣(3) 二見 12.02
ニシワキ　ミツル イズミ マツノシタ　ユウマ カンキ

7 37832 西脇　充琉(3) 泉 11.98 7 33735 松野下　憂馬(3) 神吉 12.17
タカダ　カズキ イナミキタ ウエムラ　コウキ リョウナン

8 39560 高田　和輝(3) 稲美北 12.01 8 33930 上村　恒貴(3) 陵南 12.19
トクモト　ガク ハサマ フクハラ　ユウヒ ササヤマ

60575 徳本　雅空(3) 狭間 DNS 9 62114 福原　優陽(3) 篠山 12.58
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+1.9 m/s) 6組 (+2.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ハルト イナミ イズミカワ　トキ ヒオカ

1 39409 田中　悠翔(3) 稲美 11.89 1 32961 泉川　透輝(3) 氷丘 w11.94
シバ　トモキ アオガキ チャキ　リュウセイ イズミ

2 64836 芝　知希(3) 青垣 12.03 2 37833 茶木　琉星(3) 泉 w11.98
クボ　ユウク ボウカイ ヤマモト　コタロウ ヒオカ

3 31552 久保　優雲(3) 望海 12.07 3 32967 山本　琥太郎(3) 氷丘 w12.01
ヤナギタ　ヤマト カスガ クサカベ　ゴウ ハリマ

4 65178 栁田　大和(3) 春日 12.11 4 39649 日下部　剛(3) 播磨 w12.07
カマタニ　ショウ カミ イノウエ　ユウセイ ヒオカ

5 38909 釜谷　勝(3) 加美 12.14 5 32962 井上　猶晟(3) 氷丘 w12.16
タナカ　ショウハ ジユウガオカ ムライ　ハルト ニシワキミナミ

5 35511 田中　將覇(3) 自由が丘 12.14 6 34782 村井　陽斗(3) 西脇南 w12.22
ナカオ　イブキ ノノイケ アダチ　トモキ ベフ

7 31459 中尾　維吹(3) 野々池 12.17 7 33510 足立　智輝(3) 別府 w12.27
イマムラ　ケイタ アライ シゲオカ　コウヨウ ヒラオカ

8 36127 今村　啓汰(3) 荒井 12.27 8 33204 重岡　広陽(3) 平岡 w12.41
マルヤマ　コウタ ミキ ナカタニ　タイヨウ ヒラオカ

35077 丸山　航汰(3) 三木 DNS 9 33205 中谷　太陽(3) 平岡 w12.64

7組 (+0.3 m/s) 8組 (+1.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
シバハラ　チハル カスガ キシモト　コウキ ハマノミヤ

1 65181 柴原　智陽(3) 春日 12.19 1 33486 岸本　幸樹(3) 浜の宮 11.98
クマガイ　ルキ イズミ クゴ　ユウキ アサヒガオカ

2 37834 熊谷　瑠輝(3) 泉 12.33 2 37272 久語　勇輝(3) 旭丘 12.19
オザキ　ユウト リョウソウ ハタ　ユウヤ ウオズミヒガシ

3 33635 尾﨑　雄斗(3) 両荘 12.33 3 32017 畑　優矢(3) 魚住東 12.20
オオエ　リクト ササヤマヒガシ オギノ　キキョウ カスガ

4 62232 大江　陸人(3) 篠山東 12.39 4 65187 荻野　桔梗(3) 春日 12.24
ソノダ　ハルキ ハッケイ ハラ　トシキ カンキ

5 60322 園田　晴輝(3) 八景 12.51 5 33733 原　敏貴(3) 神吉 12.34
コマツ　ソウタロウ カイバラ ミネギシ　シュンスケ アサヒガオカ

6 64186 小松　蒼太郎(3) 柏原 12.59 6 37273 嶺岸　俊介(3) 旭丘 12.53
ジョウコウ　マサト フタミ サクモト　ハルキ ヒラオカ

7 32113 上甲　真聖(3) 二見 12.64 7 33202 作本　陽規(3) 平岡 12.57
ハスイケ　タケル ウオズミ オオハシ　タツト ユリノキダイ

8 31901 蓮池　尊琉(3) 魚住 12.65 8 60971 大橋　龍翔(3) ゆりのき台 12.57
イシハラ　リョウタ カコガワチュウブ イワモト　ハルト リョウソウ

33113 石原　稜大(3) 加古川中部 DNS 9 33634 岩本　晴登(3) 両荘 12.73

9組 (+2.0 m/s) 10組 (+1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオシマ　リョウタロウ ホウジョウ サカイ　コウシロウ ササヤマ

1 37552 大島　涼太郎(3) 北条 12.23 1 62111 酒井　高志朗(3) 篠山 12.31
ホンダ　リク ヒラオカミナミ ヤブニシ　ハヤト エイガジマチュウ

2 33308 本田　莉玖(3) 平岡南 12.32 2 31890 藪西　隼大(3) 江井島 12.39
カワカミ　ユウセイ オノ ニシワキ　コウキ ウオズミヒガシ

3 37130 河上　侑聖(3) 小野 12.36 3 32028 西脇　昊希(3) 魚住東 12.49
キシモト　テッペイ ハマノミヤ イナダ　コウヨウ アサヒガオカ

4 33487 岸元　哲平(3) 浜の宮 12.58 4 37271 稲田　昊陽(3) 旭丘 12.54
タカミ　ナオキ カスガ ウエダ　タケル リョウナン

5 65183 髙見　直希(3) 春日 12.70 5 33924 上田　猛尊(3) 陵南 12.67
オチ　イッセイ ウオズミヒガシ ナシキ　ソウマ カミ

6 32026 越智　一誠(3) 魚住東 12.72 6 38910 梨木　蒼馬(3) 加美 12.71
トガワ　イズキ ミキヒガシ ハラダ　オウスケ ナガサカ

35639 戸川　稜生(3) 三木東 DNS 7 60432 原田　欧介(3) 長坂 12.76
ニシザワ　ミクモ ユリノキダイ ナカノ　タイシ セイヨウ

60984 西澤　海雲(3) ゆりのき台 DNS 35300 中野　汰士(3) 星陽 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

11組 (+1.6 m/s) 12組 (+1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　コウキ オノ ウエムラ　カンタ ウオズミ

1 37135 藤本　虹輝(3) 小野 12.19 1 31908 上村　貫太(3) 魚住 12.95
セト　オウガ ウオズミヒガシ トクラ　リュウト アライ

2 32024 瀬戸　凰牙(3) 魚住東 12.55 2 36123 十倉　劉橙(3) 荒井 12.99
アダチ　リョウト カイバラ ナカウチ　マナト ニシワキミナミ

3 64181 足立　凌都(3) 柏原 12.64 3 34775 中内　愛翔(3) 西脇南 13.12
ハセガワ　ウキョウ オノ ニシガキ　ケイスケ ヒオカ

4 37134 長谷川　右京(3) 小野 12.67 4 32963 西垣　佳祐(3) 氷丘 13.45
ヒゴ　ハルキ キヌガワ ナカイ　リョウ ササヤマ

5 31304 肥後　遥己(3) 衣川 12.74 5 62113 中井　椋(3) 篠山 14.01
オノ　ワタル サンナン フクダ　ユウト エイガジマチュウ

6 64260 小野　航(3) 山南 12.84 31885 福田　悠仁(3) 江井島 DNS
シバタ　シュラ ウオズミ アサ　シイマ イチジマ

7 31906 芝田　朱来(3) 魚住 12.86 65330 朝　椎磨(3) 市島 DNS
ハナヤマ　ケンゴ カコガワヤマテ オカモト　トウキ ヒカミ

33042 華山　献梧(3) 加古川山手 DNS 64429 岡本　祷希(3) 氷上 DNS

13組 (+1.2 m/s) 14組 (+1.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオニシ　リロス キヌガワ ソノダ　エイタ イナミ

1 31311 大西　莉侶司(3) 衣川 12.81 1 39412 園田　瑛太(3) 稲美 13.09
カメムラ　サスケ オオクラ サカネ　ヨウタ オオクボ

2 31261 亀村　咲佑(3) 大蔵 12.82 2 31641 坂根　陽太(3) 大久保 13.19
タカサキ　コウキ オオクボ シモダ　イッケイ オオクラ

3 31645 高崎　航希(3) 大久保 13.27 3 31271 下田　一慶(3) 大蔵 13.60
タカラコ　ユウマ ヒカミ シブタニ　ユウスケ ハマノミヤ

4 64433 宝子　祐磨(3) 氷上 13.38 4 33490 澁谷　侑祐(3) 浜の宮 13.79
イシバシ　リョウ オオクボキタ エグチ　ユウマ ミキヒガシ

5 32261 石橋　凌(3) 大久保北 13.49 5 35637 江口　祐守(3) 三木東 13.86
イナバ　ヒロキ サンナン ハセガワ　タクミ ニシワキ

6 64259 稲場　大翔(3) 山南 13.49 34516 長谷川　拓生(3) 西脇 DNS
キタノ　ユウダイ ヒカミ ナガタ　ソラ ユリノキダイ

7 64430 北野　裕大(3) 氷上 13.49 60976 永田　空(3) ゆりのき台 DNS
ヤマダ　リオ イズミ ヒライ　アツキ ハサマ

37835 山本　凌央(3) 泉 DNS 60577 平井　敦基(3) 狭間 DNS

15組 (+1.7 m/s) 16組 (+2.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サクライ　タツキ ゼンボウ フジモト　リョウヤ ホウジョウ

1 37602 櫻井　龍希(3) 善防 13.66 1 37551 藤本　涼哉(3) 北条 11.82
ノモト　オオガ ヒカミ フジモト　トモヤ ノノイケ

2 64437 野本　大雅(3) 氷上 13.70 2 31461 藤本　智也(3) 野々池 12.65
フクヤス　ソウシ キヌガワ オカモト　ミライ ホウジョウ

3 31305 福安　創士(3) 衣川 13.73 3 37556 岡本　望来(3) 北条 12.90
ヤマウチ　ダイキ カスガ ゴトウ　シュンスケ ホウジョウ

4 65179 山内　大暉(3) 春日 14.14 4 37553 後藤　駿介(3) 北条 13.02
サガヤマ　カイ アオガキ モリモト　ユウト ゼンボウ

5 64835 嵯峨山　海(3) 青垣 14.21 5 37603 森本　優斗(3) 善防 13.18
ムラタ　ショウタ エイガジマチュウ ホッタ　ソウタロウ エイガジマチュウ

31886 村田　翔太(3) 江井島 DNS 6 31888 堀田　聡太郎(3) 江井島 15.07
カガワ　タイガ イチジマ ヤマダ　ナツキ カミ

65334 香川　大翔(3) 市島 DNS 38913 山田　那月(3) 加美 DNS
フナオカ　シュンスケ エイガジマチュウ モリタ　タイキ サンナン

31882 舩岡　駿介(3) 江井島 DNS 64261 森田　大稀(3) 山南 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年男子100m
決勝 5/15 12:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.1 m/s) 2組 (+1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マエサカ　モトミ オオクボキタ イチジマ　ユウキ ジユウガオカ

1 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 11.75 1 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘 12.20
イケハラ　トウタ ホウデン シミズ　ヒロト ヒカミ

2 34301 池原　透太(2) 宝殿 11.78 2 64401 清水　尋斗(2) 氷上 12.23
ウエダ　ハルト フタミ ムラカミ　ヒロキ クロダショウ

3 32135 上田　悠斗(2) 二見 11.79 3 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 12.34
オオタニ　ショウマ カコガワ ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ

4 32885 大谷　翔真(2) 加古川 12.04 4 33415 安田　晟聖(2) 浜の宮 12.38
ヤマダ　ワカト ホウデン タグチ　カンタ リョウナン

5 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 12.12 5 33944 田口　敢太(2) 陵南 12.43
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ コンドウ　ユウタ オオクボ

6 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部 12.14 6 31605 近藤　裕太(2) 大久保 12.55
キタウチ　ユウキ ササヤマ イノマタ　ユウヒ フタミ

7 62121 北内　裕喜(2) 篠山 12.27 7 32133 猪股　勇陽(2) 二見 12.74
タカハシ　ユウキ ヒオカ キクタニ　レオ カシマ

8 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 12.32 8 36221 菊谷　玲雄(2) 鹿島 12.75
オカモト　ケンタ カサイ バンドウ　ヒロフミ ナガサカ

9 37700 岡本　健太(2) 加西 12.38 60436 坂東　博文(2) 長坂 DQ FS

3組 (+2.1 m/s) 4組 (+1.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカタニ　ユウト アサヒガオカ オカダ　ユウヤ タツヤマ

1 37284 中谷　悠人(2) 旭丘 w12.08 1 36323 丘田　侑也(2) 竜山 12.27
オオウラ　ブンタ オオクボ オカモト　オウジロウ イナミ

2 31604 大浦　文太(2) 大久保 w12.09 2 39416 岡本　桜志郎(2) 稲美 12.43
イナオカ　マナト オオクラ フジモト　シュリ ミキヒガシ

3 31289 稲岡　愛斗(2) 大蔵 w12.23 3 35657 藤本　珠璃(2) 三木東 12.47
マエヤマ　マサノリ オノ ヤマジ　シュンスケ カコガワ

4 37147 前山　正憲(2) 小野 w12.25 4 32888 山路　俊介(2) 加古川 12.51
イド　カナタ ベフ シブヤ　コウセイ ボウカイ

5 33511 井戸　奏太(2) 別府 w12.52 5 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 12.53
ヤマジ　リョウスケ カコガワ ヤモチ　リュウダイ タンナン

6 32882 山路　綾介(2) 加古川 w12.54 6 62733 矢持　龍大(2) 丹南 12.54
セラ　アユム リョウナン サダマル　ミノリ アサギリ

7 33943 世良　歩夢(2) 陵南 w12.61 7 31163 貞丸　実紀(2) 朝霧 12.69
トウダ　コウセイ クロダショウ マツオカ　マサムネ ヒオカ

39124 東田　凰聖(2) 黒田庄 DNS 8 32972 松岡　正致(2) 氷丘 13.70
ヨシナリ　ジン オオクラ ヤマモト　ユオ ヒラオカ

31299 吉成　迅(2) 大蔵 DNS 33243 山本　有愛(2) 平岡 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+1.0 m/s) 6組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　ソウタ カシマ マルオ　トキヤ オオクボ

1 36220 藤本　宗汰(2) 鹿島 12.48 1 31607 丸尾　斗騎哉(2) 大久保 12.54
ハセガワ　タクミ ベフ コウミョウ　ショウ ハッケイ

2 33514 長谷川　拓海(2) 別府 12.57 2 60337 光明　翔(2) 八景 12.56
サトウ　フェイト オオクラ カワモト　カズキ フタミ

3 31282 佐藤　ふぇいと(2) 大蔵 12.68 3 321236 川本　一輝(2) 二見 12.62
キザキ　リョウ ユリノキダイ コヤナギ　アキ カコガワヤマテ

4 60912 木崎　諒(2) ゆりのき台 12.77 4 33052 小柳　葵季(2) 加古川山手 12.65
コハマ　リオン ユリノキダイ ヤマモト　ハルト ハマノミヤ

5 60916 小濱　凛音(2) ゆりのき台 12.81 5 33417 山本　悠翔(2) 浜の宮 12.72
ヤマグチ　シュウジ ヒラオカ キシモト　カイリ カコガワチュウブ

6 33242 山口　秀司(2) 平岡 12.83 6 33135 岸本　快里(2) 加古川中部 12.74
ミヤハラ　ショウセイ リョウナン サカモト　ヒデユキ アサギリ

7 33951 宮原　翔晴(2) 陵南 13.19 7 31166 坂本　秀幸(2) 朝霧 13.08
カワノ　ヨシト カコガワ サトウ　アヤト アライ

8 32880 川野　吉翔(2) 加古川 13.20 8 36138 佐藤　絢斗(2) 荒井 13.13
シバタ　コウア カンキ ヤマウチ　シュウキ カスガ

9 33755 芝田　晃明(2) 神吉 13.76 65195 山内　柊希(2) 春日 DNS

7組 (+2.7 m/s) 8組 (+3.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イケモト　アラシ ベフ モリワキ　コタロウ クロダショウ

1 33513 池本　嵐(2) 別府 w12.43 1 39127 森脇　小太郎(2) 黒田庄 w12.45
ヤマモト　イッペイ ヒョウキョウダイフゾク タケウチ　アラシ ホウジョウ

2 38529 山本　一平(2) 兵教大附属 w12.63 2 37513 竹内　嵐史(2) 北条 w12.58
ベップ　ケイタ カサイ ヒロナガ　リョウ オオクボキタ

3 37708 別府　恵多(2) 加西 w12.66 3 32276 廣長　凌(2) 大久保北 w12.68
アリスエ　カンタ リョウナン アサクラ　カナタ ホウジョウ

4 33946 有末　貫汰(2) 陵南 w12.93 4 37515 朝倉　叶汰(2) 北条 w12.79
ムラカミ　ソラ ニシワキミナミ ウメダ　ホクト オオクボキタ

5 34712 村上　大空(2) 西脇南 w12.99 5 32271 梅田　北斗(2) 大久保北 w12.94
オオスミ　ユウヤ クロダショウ オオニシ　リョウタロウ リョウソウ

6 39121 大隅　優也(2) 黒田庄 w13.03 6 33637 大西　遼太朗(2) 両荘 w12.99
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ ナカオ　イブキ キヌガワ

7 35652 木嶋　宏海(2) 三木東 w13.04 7 31329 中尾　伊吹(2) 衣川 w13.01
タケウチ　カブト イズミ アサノ　コウタ ヒラオカ

37813 竹内　樺武斗(2) 泉 DNS 8 33231 浅野　晄汰(2) 平岡 w13.70
サダモト　コウヘイ ヒョウキョウダイフゾク キシイ　ユウキ セイヨウ

38522 定本　航平(2) 兵教大附属 DNS 35320 岸井　佑樹(2) 星陽 DNS

9組 (+3.2 m/s) 10組 (+1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒガサ　ショウマ フタミ タカハシ　イッサ カミ

1 32140 樋笠　翔真(2) 二見 w12.68 1 38915 髙橋　一咲(2) 加美 13.15
ムラカミ　タイヨウ サンナン フカセ　コウキ ニシワキ

2 64265 村上　太洋(2) 山南 w12.76 2 34525 深瀬　光貴(2) 西脇 13.23
ヤマシタ　アキト イナミキタ ニシサカ　タツキ ヒカミ

3 39585 山下　空翔(2) 稲美北 w12.79 3 64413 西坂　竜希(2) 氷上 13.46
イリグチ　ナオキエクセラ ハマノミヤ サナ　カズヤ キヌガワ

4 33401 入口　直輝エクセラ(2) 浜の宮 w13.24 4 31324 佐名　一泰(2) 衣川 13.54
イノウエ　ユウダイ オノ シンセイ　タカヤ アサヒガオカ

5 37142 井上　裕大(2) 小野 w13.26 5 37285 神生　嵩矢(2) 旭丘 13.68
タカハシ　レン リョウソウ ヒオキ　アラン ササヤマ

6 33640 髙橋　蓮(2) 両荘 w13.26 6 62122 火置　亜蘭(2) 篠山 13.82
ワタナベ　コウセイ カミ ハタナカ　シュウ ハサマ

7 38920 渡邉　皓清(2) 加美 w13.37 60509 畠中　志優(2) 狭間 DNS
オガワ　リツキ ヒラオカ シミズ　ルキ ミキ

8 33232 小川　律輝(2) 平岡 w13.58 35081 清水　琉煌(2) 三木 DNS
ハラグチ　ユズキ カシマ モトゾノ　コタロウ ノノイケ

9 36223 原口　柚輝(2) 鹿島 w13.59 31436 本薗　虎太郎(2) 野々池 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

11組 (+2.0 m/s) 12組 (+0.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オカダ　リョウタ カコガワチュウブ クラシゲ　ミツキ カコガワチュウブ

1 33132 岡田　亮太(2) 加古川中部 12.94 1 33136 倉重　充稀(2) 加古川中部 13.34
エビス　トキ タツヤマ スギモト　リュウキ リョウソウ

2 36322 戎　叶希(2) 竜山 12.98 2 33638 杉本　龍軌(2) 両荘 13.42
ニシナカ　アツシ ハッケイ ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ

3 60338 西中　篤史(2) 八景 13.35 3 62242 山本　匠人(2) 篠山東 13.66
タニガワ　ケイジ リョウソウ ヒロサカ　リンタロウ オノ

4 33641 谷川　慧侍(2) 両荘 13.45 4 37146 廣坂　倫太郎(2) 小野 13.69
イノハラ　ユウスケ タツヤマ セキグチ　リュウギ リョウソウ

5 36321 井ノ原　悠輔(2) 竜山 14.08 5 33639 関口　隆義(2) 両荘 13.81
タジカ　マサミツ ベフ ヤマサキ　フウマ ハマノミヤ

6 33517 多鹿　奨晃(2) 別府 14.19 33416 山崎　楓馬(2) 浜の宮 DQ FS
ハヤシ　ソウマ キヌガワ ツネミネ　ユウマ ゼンボウ

31330 林　颯馬(2) 衣川 DNS 37656 常峰　優真(2) 善防 DNS
ナカジマ　リュウト ハリマ コバヤシ　ハヤト ユリノキダイ

39660 中島　竜斗(2) 播磨 DNS 60902 小林　隼翔(2) ゆりのき台 DNS
ナクイ　トシヒコ ハサマ オカ　ユウ タカサゴ

60508 名久井　俊彦(2) 狭間 DNS 36080 岡　優空(2) 高砂 DNS

13組 (+2.2 m/s) 14組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ワキタ　ナオト ノノイケ オオノ　マサキ カミ

1 31440 脇田　直人(2) 野々池 w13.21 1 38914 大野　真旗(2) 加美 13.08
フジワラ　ユウト カミ サクライ　ショウタ シカタ

2 38918 藤原　悠人(2) 加美 w13.22 2 33893 櫻井　章汰(2) 志方 14.08
オカムラ　タクト オオクボキタ キダ　ダイゴ ミキヒガシ

3 32272 岡村　卓和(2) 大久保北 w13.38 3 35654 木多　大鼓(2) 三木東 14.24
オリベ　ワタル カサイ ヨネザワ　リュウセイ ノノイケ

4 37701 織邊　亘(2) 加西 w13.50 4 31439 米澤　隆惺(2) 野々池 14.32
ウエシマ　イオリ ヒカミ クラハシ　ソウスケ ノノイケ

5 64403 上島　伊織(2) 氷上 w13.55 5 31432 倉橋　奏佑(2) 野々池 14.33
スギモト　ルイ カコガワヤマテ フジモト　カズホ ヒカミ

6 33053 杉本　琉維(2) 加古川山手 w13.88 6 64412 藤本　一歩(2) 氷上 14.68
スギハラ　コウダイ エイガジマチュウ マエダ　シュンタ ヒョウキョウダイフゾク

7 31893 杉原　煌大(2) 江井島 w14.03 7 38526 前田　瞬太(2) 兵教大附属 15.02
タナカ　ケンセイ アサヒガオカ スギモト　ハンジ キヌガワ

8 37287 田中　健聖(2) 旭丘 w14.05 31326 杉本　帆志(2) 衣川 DNS
タニグチ　トア ウオズミヒガシ マエハタ　ハヤト セイヨウ

32036 谷口　斗亜(2) 魚住東 DNS 35322 前畠　颯斗(2) 星陽 DNS

15組 (+1.2 m/s) 16組 (+2.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガタ　シュンスケ オオクボ モリヤス　コウタ カミ

1 31601 永田　俊輔(2) 大久保 14.34 1 38919 森安　康太(2) 加美 w12.87
ヤマシカ　シュンスケ ハッケイ テラオ　シュウ カサイ

2 60333 山鹿　俊輔(2) 八景 14.45 2 37703 寺尾　周(2) 加西 w13.34
ミヤモト　ソウマ イナミ ムラオカ　シンノスケ サンナン

3 39414 宮本　壮真(2) 稲美 14.74 3 64264 村岡　真之介(2) 山南 w14.27
ハタ　ヒロキ ウオズミヒガシ アダチ　ユウト アオガキ

32040 畑　寛希(2) 魚住東 DNS 4 64852 足立　悠斗(2) 青垣 w14.67
クボゴウチ　カズマ エイガジマチュウ ミキ　コタロウ オオクボキタ

31892 久保河内　一馬(2) 江井島 DNS 5 32278 三木　琥太朗(2) 大久保北 w15.29
フジモト　タカアキ イズミ フジタ　シュウゴ カミ

37811 藤本　宇瑛(2) 泉 DNS 6 38917 藤田　宗梧(2) 加美 w15.84
センゴク　テッペイ イズミ ナカタニ　ユウセイ イチジマ

37812 千石　哲平(2) 泉 DNS 7 65346 中谷　友星(2) 市島 w15.88
モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ アダチ　ユウゴ アオガキ

31918 森岡　将一朗(2) 魚住 DNS 8 64851 足立　雄悟(2) 青垣 w15.92
オカモト　カイセイ クロダショウ オハラ　カンタ オオクラ

39122 岡本　快晟(2) 黒田庄 DNS 31281 小原　歓大(2) 大蔵 DNS

DQ:失格  FS:不正スタート  w:追風参考  DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

１年男子100m
決勝 5/15  9:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+4.5 m/s) 2組 (+3.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ コタニ　ユウト リョウナン

1 35662 八幡　響(1) 三木東 w12.62 1 33963 小谷　　悠人(1) 陵南 w13.31
ナンジョウ　クウガ リョウナン ニシオカ　ソウル ハマノミヤ

2 33961 南條　空芽(1) 陵南 w12.88 2 33427 西岡　蒼留(1) 浜の宮 w13.36
カワニシ　ショウエイ ヒラオカ コニシ　タクミ ハリマ

3 33214 川西　翔瑛(1) 平岡 w13.07 3 39669 小西　拓実(1) 播磨 w13.63
クサカ　コウイチ カシマ イトウ　リョウタ カンキ

4 36202 日下　弘一(1) 鹿島 w13.18 4 33761 伊東　遼太(1) 神吉 w14.31
コサカ　レイガ ホウデン アオキ　アンジ カシマ

5 34322 小坂　羚叶(1) 宝殿 w13.41 5 36200 青木　安慈(1) 鹿島 w14.49
ヨシイ　ヒロト ヒオカ ナカムラ　キリク ミキヒガシ

6 32982 好井　寛人(1) 氷丘 w13.43 6 35668 中村　葵利玖(1) 三木東 w14.67
ツカダ　リョウタ リョウナン アカマツ　ケンタ ミキヒガシ

7 33965 塚田　亮太(1) 陵南 w13.72 7 35660 赤松　健太(1) 三木東 w15.55
ミナミ　ユウスケ ミキヒガシ ヤマモト　マサキ リョウナン

8 35661 南　友介(1) 三木東 w14.19 33962 山本　雅貴(1) 陵南 DNS
カワニシ　ミノリ カンキ ハナヤマ　ダイゴ カコガワヤマテ

9 33762 川西　実憲(1) 神吉 w14.29 33062 華山　大護(1) 加古川山手 DNS

3組 (+2.5 m/s) 4組 (+4.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カツダ　キヨト リョウナン ババ　ケイスケ ハリマ

1 33967 勝田　舜都(1) 陵南 w13.58 1 39666 馬場　啓介(1) 播磨 w14.74
ヨコテ　トシキ ホウデン ハマモト　リキ ハリマ

2 34326 横手　利気(1) 宝殿 w13.60 2 39672 濵本　力輝(1) 播磨 w15.14
ウチダ　タクト ハリマミナミ スナガワ　ヒナタ タツヤマ

3 39722 内田　琢斗(1) 播磨南 w14.17 3 36301 砂川　陽向(1) 竜山 w15.24
ハシグチ　シン ハリマ サワイ　レン ハリマ

4 39665 橋口　心(1) 播磨 w14.27 4 39671 澤井　廉(1) 播磨 w15.60
キタムラ　ハヤト アライ ゴトウ　モトタカ ハマノミヤ

5 36142 北村　勇人(1) 荒井 w14.49 5 33423 後藤　基孝(1) 浜の宮 w16.16
イシノ　ユウマ ハリマ ナサダ　カイセイ ハリマ

6 39668 石野　佑磨(1) 播磨 w14.64 6 39670 名定　快晟(1) 播磨 w16.21
ドイ　リュウセイ ミキヒガシ コイケ　ショウマ ハマノミヤ

7 35666 土井　流星(1) 三木東 w15.25 7 33422 小池　翔馬(1) 浜の宮 w17.92
ミヤノ　タケル ミキヒガシ オオニシ　ヒロアキ ハマノミヤ

8 35669 宮野　嵩琉(1) 三木東 w17.35 33420 大西　弘朗(1) 浜の宮 DNS
コバヤシ　マサナオ シカタ ササキ　ケン カコガワヤマテ

33896 小林　正直(1) 志方 DNS 33061 佐々木　健(1) 加古川山手 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

１年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+2.7 m/s) 6組 (+3.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツクダ　コウキ ヒラオカ サカモト　マサユキ ヒラオカ

1 33217 佃　紘喜(1) 平岡 w12.88 1 33215 坂本　将行(1) 平岡 w13.22
ギョウブ　ヒロト カコガワ ノグチ　ハルキ ヒラオカ

2 32804 刑部　大翔(1) 加古川 w13.50 2 33219 野口　陽輝(1) 平岡 w13.22
コンドウ　コウタ ヒオカ カンナン　ケイタ ヒオカ

3 32983 近藤　琥太(1) 氷丘 w14.25 3 32985 河南　慶汰(1) 氷丘 w13.37
カジヤマ　ノリヒロ ヒラオカ クボウチ　ユウキ ハリマミナミ

4 33213 梶山　典寛(1) 平岡 w14.30 4 39720 窪内　勇輝(1) 播磨南 w13.83
アサマ　ダイチ ヒオカ エグサ　ケイスケ カコガワ

5 32984 浅間　大地(1) 氷丘 w14.78 5 32805 江草　圭輔(1) 加古川 w13.90
スミノ　ケイ ハリマミナミ アサマ　カイリ ヒオカ

6 39721 住野　圭(1) 播磨南 w14.87 6 32980 浅間　海吏(1) 氷丘 w14.58
イハラ　ケイイチ ハリマミナミ マメヅカ　ハルマ ヒラオカ

7 39723 井原　佳一(1) 播磨南 w14.90 7 33221 豆塚　遥馬(1) 平岡 w14.75
ヤマモト　ジョウタロウ ヒラオカ ヤブタ　オウキ ナガサカ

8 33223 山本　承太朗(1) 平岡 w15.85 60441 藪田　旺希(1) 長坂 DNS
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ ヒラオカ　ユウト ナガサカ

9 62251 西村　颯真(1) 篠山東 w16.50 60440 平岡　由翔(1) 長坂 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:01:00
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子200m
決勝 5/16 13:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-2.0 m/s) 2組 (-0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハシヅメ　タツキ カミ オカモト　レン ヤシロ

1 38912 橋詰　竜輝(3) 加美 22.82 1 38122 岡本　蓮(3) 社 23.77
キノシタ　キョウタロウ オオクボ タナカ　レオ フタミ

2 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 23.41 2 32116 田中　玲央(3) 二見 23.96
ツジモト　コウキ ホウデン マエサカ　モトミ オオクボキタ

3 34360 辻本　滉貴(3) 宝殿 23.58 3 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 23.99
マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ カンザワ　ユウト タツヤマ

4 33122 松山　瑠希(3) 加古川中部 24.11 4 36311 神澤　悠斗(3) 竜山 24.40
ヨウ　リンタロウ オオクボ タクマ　シン アライ

5 31639 葉　凛太郎(3) 大久保 24.16 5 36122 詫摩　真(3) 荒井 24.68
ナガドオリ　トキアツ ホウデン シバ　トモキ アオガキ

6 34363 長通　時篤(3) 宝殿 24.60 6 64836 芝　知希(3) 青垣 25.10
マツシタ　アユム カコガワ タナカ　ショウハ ジユウガオカ

32828 松下　歩(3) 加古川 DNS 7 35511 田中　將覇(3) 自由が丘 25.40
タケウチ　ユウト ケヤキダイ フクハラ　ユウヒ ササヤマ

60602 竹内　悠登(3) けやき台 DNS 62114 福原　優陽(3) 篠山 DNS
ミヤケ　レイト エイガジマチュウ イマヨシ　ケンスケ イナミキタ

31883 三宅　嶺翔(3) 江井島 DNS 39564 今吉　健介(3) 稲美北 DNS

3組 (-0.6 m/s) 4組 (-1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モリ　ヒサアキ オオクラ フジオカ　ショウゴ ハリマ

1 31273 森　悠晃(3) 大蔵 24.70 1 39655 藤岡　憧伍(3) 播磨 23.91
シバハラ　チハル カスガ ユラ　タクマ カコガワチュウブ

2 65181 柴原　智陽(3) 春日 24.84 2 33124 由良　拓磨(3) 加古川中部 24.09
カワイ　カズマ オオクラ タナカ　ユウト イナミキタ

3 31272 川井　一馬(3) 大蔵 24.92 3 39562 田中　悠斗(3) 稲美北 24.85
イズミカワ　トキ ヒオカ ヤマモト　コタロウ ヒオカ

4 32961 泉川　透輝(3) 氷丘 25.11 4 32967 山本　琥太郎(3) 氷丘 25.05
キタウチ　ユウキ ササヤマ ヤナギタ　ヤマト カスガ

5 62121 北内　裕喜(2) 篠山 25.15 5 65178 栁田　大和(3) 春日 25.22
カドノ　ハヤト タカサゴ クサカベ　ゴウ ハリマ

6 36071 門野　隼斗(3) 高砂 25.28 6 39649 日下部　剛(3) 播磨 25.34
イマムラ　ケイタ アライ アダチ　コウタ カコガワ

7 36127 今村　啓汰(3) 荒井 25.36 7 32824 足立　恒太(3) 加古川 25.56
キノシタ　リョウ ハマノミヤ コンドウ　ユウタ オオクボ

33481 木下　綾(3) 浜の宮 DNS 8 31605 近藤　裕太(2) 大久保 25.94
カワサキ　リツ ミキ ジョウコウ　マサト フタミ

35074 川崎　琳都(3) 三木 DNS 9 32113 上甲　真聖(3) 二見 26.04

2021/05/ 16 15:04:32
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子200m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (-2.1 m/s) 6組 (-2.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イケハラ　トウタ ホウデン サカモト　マサト カコガワ

1 34301 池原　透太(2) 宝殿 24.59 1 32823 坂本　誠人(3) 加古川 25.28
イイダ　ヤマト ハマノミヤ ムラカミ　ヒロキ クロダショウ

2 33485 飯田　大翔(3) 浜の宮 24.84 2 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 25.54
ヤマダ　ワカト ホウデン コマツ　ソウタロウ カイバラ

3 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 25.22 3 64186 小松　蒼太郎(3) 柏原 26.32
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ ヒラタ　コタロウ オノ

4 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部 25.30 4 37145 平田　琥大朗(2) 小野 26.48
タカハシ　ユウキ ヒオカ ハラ　トシキ カンキ

5 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 25.39 5 33733 原　敏貴(3) 神吉 26.52
カマタニ　ショウ カミ ソノダ　ハルキ ハッケイ

6 38909 釜谷　勝(3) 加美 25.52 6 60322 園田　晴輝(3) 八景 26.52
マルオ　トキヤ オオクボ ハスイケ　タケル ウオズミ

7 31607 丸尾　斗騎哉(2) 大久保 26.04 7 31901 蓮池　尊琉(3) 魚住 26.77
シゲオカ　コウヨウ ヒラオカ キクタニ　レオ カシマ

33204 重岡　広陽(3) 平岡 DNS 8 36221 菊谷　玲雄(2) 鹿島 26.95
ウエノ　ケンタ ミキ ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ

35072 植野　健太(3) 三木 DNS 33415 安田　晟聖(2) 浜の宮 DNF

7組 (-1.0 m/s) 8組 (-1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオタニ　ショウマ カコガワ シミズ　ヒロト ヒカミ

1 32885 大谷　翔真(2) 加古川 24.93 1 64401 清水　尋斗(2) 氷上 26.17
オカダ　ユウヤ タツヤマ ハナヤマ　ケンゴ カコガワヤマテ

2 36323 丘田　侑也(2) 竜山 25.73 2 33042 華山　献梧(3) 加古川山手 27.01
ムラカミ　シュウキ タンナン ハラダ　オウスケ ナガサカ

3 62725 村上　珠基(3) 丹南 25.90 3 60432 原田　欧介(3) 長坂 27.19
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ ワダ　ユウキ ユリノキダイ

4 60436 坂東　博文(2) 長坂 26.36 4 60911 和田　悠生(2) ゆりのき台 27.44
タグチ　カンタ リョウナン シバタ　シュラ ウオズミ

5 33944 田口　敢太(2) 陵南 26.47 5 31906 芝田　朱来(3) 魚住 27.44
フジモト　ソウタ カシマ タカラコ　ユウマ ヒカミ

6 36220 藤本　宗汰(2) 鹿島 26.65 6 64433 宝子　祐磨(3) 氷上 27.71
サトウ　ソウスケ ウオズミヒガシ カドノ　イブキ タカサゴ

7 32016 佐藤　颯佑(3) 魚住東 26.92 7 36075 門野　柊希(2) 高砂 27.81
フジワラ　ユウト カミ ヤマモト　タカミチ ササヤマ

8 38918 藤原　悠人(2) 加美 27.86 62123 山本　昂導(2) 篠山 DNS
コガネイ　アオイ ヒラオカミナミ キムラ　ジン オオクラ

33306 小金井　碧(3) 平岡南 DNS 31286 木村　仁(2) 大蔵 DNS

9組 (+0.1 m/s) 10組 (-0.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オカモト　ケンタ カサイ オカモト　オウジロウ イナミ

1 37700 岡本　健太(2) 加西 26.39 1 39416 岡本　桜志郎(2) 稲美 26.31
ヤマシタ　アキト イナミキタ コヤナギ　アキ カコガワヤマテ

2 39585 山下　空翔(2) 稲美北 26.94 2 33052 小柳　葵季(2) 加古川山手 27.31
ウチハシ　ヒロカ ニシワキミナミ タニ　タクミ ヒカミ

3 34771 内橋　弘佳(3) 西脇南 27.13 3 64439 谷　拓海(3) 氷上 27.89
ウエムラ　カンタ ウオズミ アキタ　トモヤ ヒラオカミナミ

4 31908 上村　貫太(3) 魚住 27.57 4 33301 秋田　智哉(3) 平岡南 28.04
イノウエ　ユウダイ オノ ナガイ　ユウキ ハマノミヤ

5 37142 井上　裕大(2) 小野 27.70 5 33411 長井　佑綺(2) 浜の宮 28.28
カドノ　ハルト オオクボキタ ヒオキ　アラン ササヤマ

6 32273 楞野　陽斗(2) 大久保北 27.73 6 62122 火置　亜蘭(2) 篠山 28.79
ゴトウ　シュンスケ ホウジョウ ハラグチ　ユズキ カシマ

7 37553 後藤　駿介(3) 北条 27.97 7 36223 原口　柚輝(2) 鹿島 29.94
キタガワ　カズマ ウオズミヒガシ タニグチ　イブキ オオクラ

8 32022 北川　一真(3) 魚住東 28.22 31295 谷口　依武紀(2) 大蔵 DNS
ニシサカ　タツキ ヒカミ イデ　テツヒロ フタミ

9 64413 西坂　竜希(2) 氷上 28.34 32132 井出　鉄博(2) 二見 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子200m

〈〈 決勝 〉〉

11組 (-2.3 m/s) 12組 (-0.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モトゾノ　コタロウ ノノイケ カンナン　トモキ タンナン

1 31436 本薗　虎太郎(2) 野々池 28.95 1 62739 河南　知希(2) 丹南 29.06
スギモト　ルイ カコガワヤマテ アヤキ　ケンイチロウ ウオズミヒガシ

2 33053 杉本　琉維(2) 加古川山手 29.03 2 32020 綾木　健一郎(3) 魚住東 29.50
ツツイ　タカアキ ユリノキダイ タケダ　ユウヒ フタミ

3 60910 筒井　貴堯(2) ゆりのき台 29.07 3 32137 竹田　悠陽(2) 二見 29.64
ヒロサカ　リンタロウ オノ タナカ　ケンセイ アサヒガオカ

4 37146 廣坂　倫太郎(2) 小野 29.56 4 37287 田中　健聖(2) 旭丘 29.87
キタノ　カケル ウオズミヒガシ アリマ　ダイキ アオガキ

5 32023 北野　翔(3) 魚住東 29.72 5 64854 有馬　大喜(2) 青垣 30.94
スギハラ　コウダイ エイガジマチュウ ホッタ　ソウタロウ エイガジマチュウ

6 31893 杉原　煌大(2) 江井島 30.40 6 31888 堀田　聡太郎(3) 江井島 31.10
クラモト　コウキ ユリノキダイ アダチ　ユウト アオガキ

7 60915 倉本　昊輝(2) ゆりのき台 30.70 7 64852 足立　悠斗(2) 青垣 31.69
ムラオカ　シンノスケ サンナン ムラタ　ショウタ エイガジマチュウ

8 64264 村岡　真之介(2) 山南 31.26 31886 村田　翔太(3) 江井島 DNS
ニシガミ　タクマ ユリノキダイ フナオカ　シュンスケ エイガジマチュウ

60917 西上　拓真(2) ゆりのき台 DNS 31882 舩岡　駿介(3) 江井島 DNS

13組 (-1.8 m/s) 14組 (-0.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アラキ　リョウガ タンナン オオシマ　リョウタロウ ホウジョウ

1 62738 荒木　稜河(2) 丹南 30.82 1 37552 大島　涼太郎(3) 北条 26.00
アダチ　ユウゴ アオガキ タカハシ　イッサ カミ

2 64851 足立　雄悟(2) 青垣 32.94 2 38915 髙橋　一咲(2) 加美 27.59
ニシムラ　エイシン タンナン クラハシ　ソウスケ ノノイケ

3 62740 西村　瑛心(2) 丹南 33.37 3 31432 倉橋　奏佑(2) 野々池 28.70
フジタ　シュウゴ カミ ヤマニシ　ヒロトモ リョウナン

4 38917 藤田　宗梧(2) 加美 34.52 4 33928 山西　宏朋(3) 陵南 30.14
タケウチ　カブト イズミ ミヤモト　ソウマ イナミ

37813 竹内　樺武斗(2) 泉 DNS 5 39414 宮本　壮真(2) 稲美 31.18
ナカオ　シンゴ リョウナン オノ　ワタル サンナン

33922 中尾　慎吾(3) 陵南 DNS 64260 小野　航(3) 山南 DNS
タカダ　ユウガ ノノイケ ワタナベ　コウセイ カミ

31433 髙田　侑雅(2) 野々池 DNS 38920 渡邉　皓清(2) 加美 DNS
カタヤマ　ショウタロウ ノノイケ アサクラ　カナタ ホウジョウ

31431 片山　祥太朗(2) 野々池 DNS 37515 朝倉　叶汰(2) 北条 DNS
サクライ　ショウタ シカタ

33893 櫻井　章汰(2) 志方 DNS

DNS:欠場  DNF:途中棄権  
2021/05/ 16 15:04:32
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子400m
決勝 5/15 16:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツジモト　コウキ ホウデン アダチ　コウタ カコガワ

1 34360 辻本　滉貴(3) 宝殿 52.55 1 32824 足立　恒太(3) 加古川 56.37
タキオカ　カズヒサ オオクラ フネノ　カナト ベフ

2 31269 瀧岡　千悠(3) 大蔵 52.87 2 33505 船野　叶登(3) 別府 56.70
オオニシ　セイト フタミ エンドウ　ユウタ イナミキタ

3 32110 大西　勢翔(3) 二見 53.81 3 39567 遠藤　悠太(3) 稲美北 56.91
ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ ツジ　アツシ ニシワキ

4 62234 吉田　宥也(3) 篠山東 55.47 4 34513 辻　篤志(3) 西脇 57.52
キンタカ　ユウザ ニシワキミナミ ナカタニ　バンリ ミキヒガシ

5 34773 金高　悠冴(3) 西脇南 55.82 5 35643 中谷　絆里(3) 三木東 58.14
ヤブニシ　ハヤト エイガジマチュウ タナカ　ハルト イナミ

6 31890 藪西　隼大(3) 江井島 57.79 6 39409 田中　悠翔(3) 稲美 58.79
キノシタ　リョウ ハマノミヤ ナカタ　アサヒ カンキ

33481 木下　綾(3) 浜の宮 DNS 7 33736 中田　朝陽(3) 神吉 58.88
アダチ　ミナミ ヒカミ アダチ　リョウト カイバラ

64435 足立　陽(3) 氷上 DNS 8 64181 足立　凌都(3) 柏原 1:01.77
イマヨシ　ケンスケ イナミキタ チャキ　リュウセイ イズミ

39564 今吉　健介(3) 稲美北 DNS 37833 茶木　琉星(3) 泉 DNS

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イワサキ　コウスケ ニシワキ サカイ　レント タンナン

1 34510 岩崎　洸祐(3) 西脇 56.35 1 62742 酒井　蓮斗(2) 丹南 1:02.49
ヤモチ　リュウダイ タンナン ハヤシ　ユウマ タンナン

2 62733 矢持　龍大(2) 丹南 56.65 2 62741 林　悠真(2) 丹南 1:03.03
アダチ　ルナ アオガキ キリタニ　ソウ タンナン

3 64833 足立　琉那(3) 青垣 59.35 3 62731 桐谷　創(2) 丹南 1:03.81
ヒラタ　コタロウ オノ タニ　タクミ ヒカミ

4 37145 平田　琥大朗(2) 小野 59.68 4 64439 谷　拓海(3) 氷上 1:03.87
アダチ　ライガ アオガキ フジモト　リク カサイ

5 64853 足立　頼河(2) 青垣 1:02.15 5 37785 藤本　流空(3) 加西 1:04.81
タカイシ　ハルト ハサマ タガワ　リンタロウ ユリノキダイ

6 60503 高石　陽士(2) 狭間 1:02.21 6 60904 夛川　琳太朗(2) ゆりのき台 1:05.64
ヒラハラ　ダイキ ヒラオカミナミ タニガキ　コテツ アオガキ

33303 平原　大暉(3) 平岡南 DNS 7 64856 谷垣　虎徹(2) 青垣 1:06.30
アダチ　ハルヒ イチジマ オダ　ナオヤ ユリノキダイ

65335 足立　春陽(3) 市島 DNS 60914 小田　直弥(2) ゆりのき台 DNS
ホリノウチ　シュン カコガワチュウブ ミズコシ　ユウスケ ユリノキダイ

33121 堀之内　駿(3) 加古川中部 DNS 60979 水越　祐輔(3) ゆりのき台 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子400m

〈〈 決勝 〉〉

5組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケウチ　ユウト ケヤキダイ

1 60602 竹内　悠登(3) けやき台 54.84
フクダ　ユウマ カコガワ

2 32827 福田　有真(3) 加古川 56.09
モリワキ　コタロウ クロダショウ

3 39127 森脇　小太郎(2) 黒田庄 1:00.23
タカイ　リト オオクボキタ

4 32262 髙井　理翔(3) 大久保北 1:08.29
ヤノ　トウヤ タカサゴ

5 36073 矢野　冬夜(3) 高砂 1:10.50
アライ　コウセイ タカサゴ

6 36078 新井　聖生(2) 高砂 1:10.58
ナカモリ　コウタ ヒカミ

7 64411 中森　康太(2) 氷上 1:10.64
アダチ　タカトシ ヒカミ

64416 足立　昂駿(2) 氷上 DNS
トウダ　コウセイ クロダショウ

39124 東田　凰聖(2) 黒田庄 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子800m
決勝 5/16 12:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ ヤナイ　カイト ホウデン

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 2:01.95 1 34368 柳井　快音(3) 宝殿 2:11.27
ウエダ　タクト オオクボ ツジ　アツシ ニシワキ

2 31647 植田　拓隼(3) 大久保 2:04.09 2 34513 辻　篤志(3) 西脇 2:12.40
タニグチ　ホクト ヒオカ ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

3 32964 谷口　北斗(3) 氷丘 2:05.49 3 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 2:14.83
マツモト　リュウタ カコガワ ニシヤマ　エイタ イチジマ

4 32831 松本　琉汰(3) 加古川 2:06.16 4 65337 西山　英汰(3) 市島 2:15.27
イマニシ　レイ ナガサカ タナカ　シンノスケ アサギリ

5 60430 今西　玲偉(3) 長坂 2:06.48 5 31144 田中　慎乃亮(3) 朝霧 2:18.28
フクダ　ユウマ カコガワ クロダ　コウキ ユリノキダイ

6 32827 福田　有真(3) 加古川 2:08.42 6 60972 黒田　幸輝(3) ゆりのき台 2:18.49
タカマツ　ケント ボウカイ アリタ　イツキ ボウカイ

7 31555 高松　健斗(3) 望海 2:08.84 7 31563 有田　一稀(2) 望海 2:18.98
マツイ　カエデ フタミ アダチ　リク オオクラ

8 32119 松井　楓(3) 二見 2:09.77 8 31260 足立　陸(3) 大蔵 2:21.45
ハク　ナオヤ ハリマミナミ サキヤマ　アイセイ リョウナン

9 39712 白玖　尚也(3) 播磨南 2:11.32 9 33932 先山　逢宣(3) 陵南 2:21.56
ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ オオタマ　コウキ ハマノミヤ

10 62234 吉田　宥也(3) 篠山東 2:12.78 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 DNS
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ ヤマシタ　ヨウセイ ミキ

11 39583 山口　正真(2) 稲美北 2:13.31 35078 山下　瑛世(3) 三木 DNS
キンタカ　ユウザ ニシワキミナミ コンドウ　リョウタ カスガ

12 34773 金高　悠冴(3) 西脇南 2:13.86 65193 近藤　涼太(2) 春日 DNS
イナガキ　ミタカ ヒョウキョウダイフゾク ヤマモト　ハルト ヒカミ

38511 稲垣　心崇(3) 兵教大附属 DNS 64434 山本　悠斗(3) 氷上 DNS
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ タグチ　フミヤ ノノイケ

33239 新妻　昂己(2) 平岡 DNS 31455 田口　詞也(3) 野々池 DNS
ヒガシカゲ　タイシ カコガワチュウブ ムラカミ　トモヤ ヒョウキョウダイフゾク

33119 東影　大志(3) 加古川中部 DNS 38528 村上　智哉(2) 兵教大附属 DNS
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

62115 溝口　遼太(3) 篠山 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子800m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ カワイ　ジナン オノ

1 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 2:18.19 1 37144 河合　仁楠(2) 小野 2:14.37
マツノ　コウダイ リョウナン アベ　アツヒサ オノ

2 33942 松野　耕大(2) 陵南 2:19.53 2 37141 阿部　篤尚(2) 小野 2:19.65
マツモト　ミズキ オノ キタバヤシ　ソラ ヒラオカ

3 37148 松本　瑞輝(2) 小野 2:21.11 3 33235 北林　颯来(2) 平岡 2:20.93
ニシダ　ヒナタ ナガサカ ハシヅメ　ダイチ カミ

4 60435 西田　陽(2) 長坂 2:22.08 4 38911 橋詰　大地(3) 加美 2:22.09
タニグチ　ハルノブ ヒオカ ハヤシ　ユウマ タンナン

5 32974 谷口　陽宣(2) 氷丘 2:23.49 5 62741 林　悠真(2) 丹南 2:25.53
タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ ツルオカ　タクト ハリマミナミ

6 32038 髙橋　草太(2) 魚住東 2:24.32 6 39714 鶴岡　拓隼(2) 播磨南 2:26.97
ウノ　リョウゴ ニシワキ キリタニ　ソウ タンナン

7 34520 宇野　僚悟(2) 西脇 2:24.42 7 62731 桐谷　創(2) 丹南 2:28.17
タカハラ　ソウタ アサヒガオカ クスノセ　コウヘイ ユリノキダイ

8 37281 髙原　颯大(2) 旭丘 2:24.58 8 60913 楠瀬　航平(2) ゆりのき台 2:29.43
サカイ　レント タンナン タカタ　リュウシ ニシワキミナミ

9 62742 酒井　蓮斗(2) 丹南 2:26.77 9 34774 髙田　龍仔(3) 西脇南 2:30.87
イマイケ　アツシ ボウカイ スミダ　ショウタ ユリノキダイ

10 31558 今池　篤志(2) 望海 2:30.07 10 60903 住田　祥太(2) ゆりのき台 2:31.58
オオウラ　ブンタ オオクボ オガワ　オウスケ ニシワキミナミ

31604 大浦　文太(2) 大久保 DNS 11 34772 小川　央佑(3) 西脇南 2:33.78
シバタ　カズキ リョウナン イハラ　テルヒト ウオズミヒガシ

33941 柴田　一樹(2) 陵南 DNS 12 32030 井原　輝人(2) 魚住東 2:35.24
ツカザキ　ヒロキ ノノイケ ササキ　ユイ ウオズミヒガシ

31457 塚崎　裕基(3) 野々池 DNS 13 32032 佐々木　維(2) 魚住東 2:38.34
ホソミ　タイシ カスガ クワノ　ユウセイ ミキ

65194 細見　大志(2) 春日 DNS 35080 桑野　友誠(2) 三木 DNS
ニシハラ　スバル アオガキ ニシウミ　ユウゴ フタミ

64838 西原　寿春(3) 青垣 DNS 32139 西海　悠悟(2) 二見 DNS

5組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカミチ　ユウキ カミ

1 38916 中道　湧己(2) 加美 2:28.66
アダチ　タクヤ カミ

2 38908 足立　卓也(3) 加美 2:29.76
カナザワ　ライキ ヒラオカ

3 33234 金澤　蕾希(2) 平岡 2:30.49
カミオク　コウダイ オノ

4 37143 上奥　航大(2) 小野 2:32.91
シバ　ユウト アオガキ

5 64837 柴　悠翔(3) 青垣 2:35.70
ハヤシ　ヒバリ ノノイケ

6 31435 林　翔春(2) 野々池 2:37.33
ミキ　コタロウ オオクボキタ

7 32278 三木　琥太朗(2) 大久保北 2:39.46
テラダ　タクヤ ヒカミ

8 64402 寺田　拓也(2) 氷上 2:40.20
サイトウ　ムツキ ウオズミヒガシ

9 32033 齋藤　睦季(2) 魚住東 2:43.05
フクオカ　ハル アサヒガオカ

10 37286 福岡　晴流(2) 旭丘 2:48.16
ヨコタ　ユウト ホウジョウ

37512 横田　悠斗(2) 北条 DNS
サカイ　ユウト ホウジョウ

37519 酒井　悠斗(3) 北条 DNS
クマモト　コウタ キヌガワ

31322 熊本　虹太(2) 衣川 DNS
アダチ　タカトシ ヒカミ

64416 足立　昂駿(2) 氷上 DNS
オオキ　テルキ ヒカミ

64409 大木　輝星(2) 氷上 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年男子1500m
決勝 5/15 11:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ソウマ ホウデン ヤマモト　キョウヘイ イナミ

1 34358 田中　颯眞(3) 宝殿 4:17.66 1 39408 山本　恭平(3) 稲美 4:26.99
カンキ　セイト ホウデン ヤナセ　タクヤ カサイ

2 34354 神吉　惺翔(3) 宝殿 4:18.35 2 37787 栁瀬　拓哉(3) 加西 4:37.89
ハセガワ　ヒロト リョウナン マツイ　カエデ フタミ

3 33926 長谷川　大翔(3) 陵南 4:18.58 3 32119 松井　楓(3) 二見 4:38.19
サエキ　ハルト アサギリ ヨシムラ　ユウキ オオクボ

4 31142 佐伯　遥大(3) 朝霧 4:20.42 4 31656 吉村　悠希(3) 大久保 4:38.25
マツモト　ソウタ カコガワ タナカ　シュンジ オノ

5 32829 松本　爽汰(3) 加古川 4:20.98 5 37131 田中　駿士(3) 小野 4:40.32
マツモト　リュウタ カコガワ タナカ　シンノスケ アサギリ

6 32831 松本　琉汰(3) 加古川 4:21.65 6 31144 田中　慎乃亮(3) 朝霧 4:40.35
ナルタキ　ソラ イナミキタ タカマツ　ケント ボウカイ

7 39566 鳴瀧　空(3) 稲美北 4:24.22 7 31555 高松　健斗(3) 望海 4:42.31
サトウ　ユウスケ オオクボ ドウウチ　ツバサ ノノイケ

8 31651 佐藤　祐介(3) 大久保 4:25.68 8 31458 堂内　翼(3) 野々池 4:47.91
ヤナイ　カイト ホウデン ハラ　シンジ カンキ

9 34368 柳井　快音(3) 宝殿 4:30.04 9 33731 原　慎二(3) 神吉 4:48.18
ムラタ　ヒロヤ ニシワキミナミ ハク　ナオヤ ハリマミナミ

10 34784 村田　尋哉(3) 西脇南 4:30.49 10 39712 白玖　尚也(3) 播磨南 4:48.28
ムラタ　ユウヤ ニシワキミナミ イマニシ　レイ ナガサカ

11 34785 村田　裕哉(3) 西脇南 4:31.29 11 60430 今西　玲偉(3) 長坂 4:52.18
タマダ　ショウヘイ アサギリ サタケ　コウセイ カスガ

12 31145 玉田　匠平(3) 朝霧 4:36.19 12 65182 佐竹　虹星(3) 春日 4:58.65
タニグチ　ホクト ヒオカ イノウエ　ソウタ ウオズミ

13 32964 谷口　北斗(3) 氷丘 4:40.89 13 31904 井上　颯大(3) 魚住 5:01.67
サダヒラ　ハルヒ オオクボ タカギ　ダイ ハマノミヤ

14 31654 貞平　春陽(3) 大久保 4:43.34 14 33488 髙木　大(3) 浜の宮 5:04.46
ヤマモト　ヒナト ヒカミ ヌマタ　ヒロタカ イナミ

15 64438 山本　陽友(3) 氷上 4:50.61 39410 沼田　博貴(3) 稲美 DNS
イシカワ　ユウヤ カンキ ハタノ　ダイキ アオガキ

16 33732 石川　優冶(3) 神吉 4:56.13 64839 波多野　大輝(3) 青垣 DNS
カワイ　ユウダイ ウオズミ ヤマモト　ハルト ヒカミ

17 31909 河合　雄大(3) 魚住 4:57.71 64434 山本　悠斗(3) 氷上 DNS
トウゴウ　リョウマ ホウジョウ

18 37557 東郷　良馬(3) 北条 5:03.76
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　シンタロウ オノ クボタ　リョウ カコガワヤマテ

1 37136 藤原　慎太郎(3) 小野 4:43.29 1 33041 久保田　亮(3) 加古川山手 5:11.38
ドイ　タケシ オノ シラヤマ　テツシ ホウジョウ

2 37132 土井　健史(3) 小野 4:43.39 2 37550 白山　哲史(3) 北条 5:12.59
マスダ　ケン キヌガワ ナカニシ　ハルト ヤシロ

3 31306 増田　絢(3) 衣川 4:46.65 3 38124 中西　陽斗(3) 社 5:14.14
ニイダ　リュウノスケ オオクボ ツカザキ　ヒロキ ノノイケ

4 31652 仁井田　竜之介(3) 大久保 4:47.02 4 31457 塚崎　裕基(3) 野々池 5:15.19
ナカハラ　タイシ リョウナン フジワラ　ソウタ ニシワキミナミ

5 33925 中原　太志(3) 陵南 4:47.93 5 34778 藤原　颯汰(3) 西脇南 5:15.21
ハシヅメ　ダイチ カミ トウゴウ　タクマ ホウジョウ

6 38911 橋詰　大地(3) 加美 4:48.48 6 37554 東郷　匠馬(3) 北条 5:16.53
ニシハラ　スバル アオガキ ナカムラ　レイキ カコガワ

7 64838 西原　寿春(3) 青垣 4:54.75 7 32821 中村　玲希(3) 加古川 5:17.29
タグチ　フミヤ ノノイケ アダチ　タクヤ カミ

8 31455 田口　詞也(3) 野々池 5:03.03 8 38908 足立　卓也(3) 加美 5:18.81
ヤマグチ　タクミ ウオズミヒガシ オオオカ　アキラ イナミ

9 32019 山口　匠(3) 魚住東 5:04.01 9 39419 大岡　成(3) 稲美 5:27.47
カキハラ　コウタ フタミ コバヤシ　リョウヤ フタミ

10 32111 柿原　洸太(3) 二見 5:05.70 10 32112 小林　涼也(3) 二見 5:27.58
ナカ　ショウタ ハッケイ ナカガワ　キョウスケ ユリノキダイ

11 60323 仲　祥汰(3) 八景 5:06.42 11 60974 中川　恭佑(3) ゆりのき台 5:32.24
サキヤマ　アイセイ リョウナン シバ　ユウト アオガキ

12 33932 先山　逢宣(3) 陵南 5:06.57 12 64837 柴　悠翔(3) 青垣 5:33.31
アワノ　ケンシン ササヤマヒガシ ヤマゾエ　ソウタ ニシワキミナミ

13 62230 粟野　謙心(3) 篠山東 5:09.32 13 34786 山添　蒼太(3) 西脇南 5:36.56
マエダ　キラ イナミキタ フジタ　ショウ セイヨウ

14 39563 前田　輝來(3) 稲美北 5:29.23 14 35301 藤田　翔(3) 星陽 5:40.25
ミヤモト　ヨシナリ エイガジマチュウ アサノ　ヒサト オオクラ

31891 宮本　義成(3) 江井島 DNS 15 31270 浅野　寿人(3) 大蔵 5:55.84
イマヤス　ユウト ミキ クリタ　コウノスケ ミキ

35070 今安　悠斗(3) 三木 DNS 35075 栗田　凰ノ介(3) 三木 DNS
マエガタ　リョウ エイガジマチュウ ナカガワ　タイキ ユリノキダイ

31889 前潟　諒(3) 江井島 DNS 60975 仲川　大稀(3) ゆりのき台 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年男子1500m
決勝 5/15 10:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ サエグサ　コハク ホウジョウ

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 4:14.15 1 37510 三枝　琥珀(2) 北条 4:41.10
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ ウジハラ　キョウシロウ ハサマ

2 33239 新妻　昂己(2) 平岡 4:14.49 2 60501 氏原　京志郎(2) 狭間 4:44.50
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン ヤマグチ　サクト イナミキタ

3 34308 若林　司(2) 宝殿 4:26.53 3 39584 山口　朔門(2) 稲美北 4:44.96
ヤシマ　ハルキ イナミキタ ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ

4 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 4:27.94 4 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 4:45.14
ドイ　マサムネ ヒラオカ イザワ　ケント イナミ

5 33237 土居　正宗(2) 平岡 4:33.94 5 39415 井澤　賢人(2) 稲美 4:46.76
カワイ　ジナン オノ タニグチ　ユウト ホウデン

6 37144 河合　仁楠(2) 小野 4:34.30 6 34305 谷口　悠斗(2) 宝殿 4:47.36
カスヤ　ヒカル カンキ イトウ　ユウマ ウオズミ

7 33759 糟谷　輝(2) 神吉 4:34.68 7 31916 伊東　祐真(2) 魚住 4:47.59
サクマ　タイチ カシマ アベ　アツヒサ オノ

8 36225 作間　太一(2) 鹿島 4:43.34 8 37141 阿部　篤尚(2) 小野 4:49.33
ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ アリタ　イツキ ボウカイ

9 33241 村上　大佑(2) 平岡 4:43.47 9 31563 有田　一稀(2) 望海 4:50.86
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ ミゾモト　チカト ナガサカ

10 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 4:43.67 10 60437 溝本　慎斗(2) 長坂 4:54.82
ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ ワダ　イオリ ハリマミナミ

11 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 4:43.80 11 39717 和田　伊織(2) 播磨南 4:54.96
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ ツチモチ　アサヒ ユリノキダイ

12 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 4:45.45 12 60906 土持　朝陽(2) ゆりのき台 4:57.72
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ ヤマモト　タカミチ ササヤマ

13 39583 山口　正真(2) 稲美北 4:45.76 13 62123 山本　昂導(2) 篠山 4:59.44
タニ　ケイタ ユリノキダイ カナイ　ユウマ ヒカミ

14 60905 谷　佳汰(2) ゆりのき台 4:47.95 14 64404 金井　悠真(2) 氷上 4:59.82
マツモト　ミズキ オノ ムラカミ　トモヤ ヒョウキョウダイフゾク

15 37148 松本　瑞輝(2) 小野 4:50.82 15 38528 村上　智哉(2) 兵教大附属 5:07.76
マツノ　コウダイ リョウナン ソウサ　ケイタ カンキ

16 33942 松野　耕大(2) 陵南 4:53.15 16 33752 宗佐　啓汰(2) 神吉 5:13.76
フジタ　ルア ミキ シバタ　カズキ リョウナン

35082 藤多　琉碧(2) 三木 DNS 33941 柴田　一樹(2) 陵南 DNS
ツジモト　カツキ イナミ オカダ　ヒロユキ ミキ

39417 辻本　克紀(2) 稲美 DNS 35079 岡田　祐幸(2) 三木 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカツカ　ハルト カコガワチュウブ ハラダ　ユウキ カサイ

1 33141 中塚　春都(2) 加古川中部 4:52.96 1 37704 原田　勇希(2) 加西 4:50.06
コヤマ　リョウガ ナガサカ ヨシフサ　ケンタ ノノイケ

2 60439 小山　諒月(2) 長坂 4:54.22 2 31438 吉房　健太(2) 野々池 4:56.76
コバヤシ　ミライ ヒオカ ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ

3 32971 小林　未来(2) 氷丘 4:58.09 3 35530 矢野　将梧(2) 自由が丘 4:57.06
ニシダ　ヒナタ ナガサカ ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ

4 60435 西田　陽(2) 長坂 4:58.29 4 62241 波部　尚樹(2) 篠山東 5:00.02
オギノ　リョウヘイ カスガ カシワラ　ユウイチ ホウジョウ

5 65192 荻野　稜平(2) 春日 5:00.21 5 37511 柏原　悠一(2) 北条 5:00.25
ミマ　ケイト ヒカミ イチミヤ　ミナト ベフ

6 64405 美馬　慶斗(2) 氷上 5:00.42 6 33515 一宮　南渡(2) 別府 5:03.12
ツジモト　ユウダイ オオクラ キクチ　ソウタ ヒオカ

7 31287 辻本　祐大(2) 大蔵 5:03.26 7 32973 菊池　創太(2) 氷丘 5:03.22
コンドウ　モトキ ハマノミヤ ホンダ　ユウマ フタミ

8 33409 近堂　心明(2) 浜の宮 5:04.13 8 32143 本田　悠真(2) 二見 5:04.94
ナカミチ　ユウキ カミ ウノ　リョウゴ ニシワキ

9 38916 中道　湧己(2) 加美 5:09.26 9 34520 宇野　僚悟(2) 西脇 5:05.27
タカハラ　ソウタ アサヒガオカ カミオク　コウダイ オノ

10 37281 髙原　颯大(2) 旭丘 5:10.27 10 37143 上奥　航大(2) 小野 5:08.11
ニシカワ　ソウタロウ リョウソウ サクライ　コウイチ ウオズミヒガシ

11 33643 西川　綜太朗(2) 両荘 5:11.19 11 32031 櫻井　輝一(2) 魚住東 5:10.08
タガシラ　コウノスケ ユリノキダイ タニグチ　ハルノブ ヒオカ

12 60908 田頭　昊之助(2) ゆりのき台 5:13.52 12 32974 谷口　陽宣(2) 氷丘 5:10.84
ニシムラ　ユウト ウオズミヒガシ ミクリ　ショウマ ハマノミヤ

13 32034 西村　悠人(2) 魚住東 5:15.49 13 33414 御栗　尚真(2) 浜の宮 5:11.25
コバヤシ　タイガ タンナン ミナミ　タイセイ ナガサカ

62744 小林　大河(2) 丹南 DNS 14 60438 南　大晴(2) 長坂 5:13.95
ハナオカ　マサト ハリマミナミ ウスイ　タツキ ヒカミ

39715 花岡　真人(2) 播磨南 DNS 64417 臼井　樹生(2) 氷上 DNS
コンドウ　リョウタ カスガ フジモト　タカアキ イズミ

65193 近藤　涼太(2) 春日 DNS 37811 藤本　宇瑛(2) 泉 DNS
タカミ　オアシ イズミ ニシワキ　リュウト イチジマ

37810 高見　蒼士(2) 泉 DNS 65347 西脇　隆人(2) 市島 DNS
クリヤマ　ヒカル シカタ

33892 栗山　光(2) 志方 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカムラ　ハヤト ヒラオカミナミ タマダ　ハルト イナミ

1 33312 中村　駿富(2) 平岡南 5:10.78 1 39418 玉田　暖翔(2) 稲美 4:56.56
オク　タカト カンキ タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ

2 33758 奥　崇登(2) 神吉 5:13.18 2 32038 髙橋　草太(2) 魚住東 5:10.35
ハヤシ　ヒバリ ノノイケ イマイケ　アツシ ボウカイ

3 31435 林　翔春(2) 野々池 5:13.68 3 31558 今池　篤志(2) 望海 5:18.27
テラダ　ユウダイ ハリマ タケナカ　シュウホ キヌガワ

4 39658 寺田　悠大(2) 播磨 5:13.76 4 31328 竹中　柊歩(2) 衣川 5:23.98
タカサカ　コウゾウ キヌガワ ハシヅメ　シュンゴ セイヨウ

5 31327 髙阪　鴻蔵(2) 衣川 5:14.06 5 35321 橋爪　春醐(2) 星陽 5:29.09
ヤマサキ　リオ アサギリ イハラ　テルヒト ウオズミヒガシ

6 31160 山崎　凜士(2) 朝霧 5:14.32 6 32030 井原　輝人(2) 魚住東 5:33.45
ナカモリ　コウタ ヒカミ ナカザト　ユウキ フタミ

7 64411 中森　康太(2) 氷上 5:16.82 7 32138 中里　裕貴(2) 二見 5:36.89
シライ　ヒロト ハッケイ フクダ　ユウマ アサギリ

8 60332 白井　大翔(2) 八景 5:18.24 8 31162 福田　悠真(2) 朝霧 5:37.45
カンナン　トモキ タンナン オオサキ　カズヤ オオクボ

9 62739 河南　知希(2) 丹南 5:25.61 9 31602 大崎　和也(2) 大久保 5:39.42
タダ　ソウシ カコガワヤマテ サワイ　サトシ キヌガワ

10 33054 多田　壮志(2) 加古川山手 5:27.37 10 31325 澤井　惺(2) 衣川 6:00.64
キヅ　リュウノスケ アライ アズキ　コウマ ササヤマヒガシ

11 36133 木津　龍之介(2) 荒井 5:39.22 11 62240 小豆　晄真(2) 篠山東 6:02.72
シミズ　アキヒサ カコガワ クマモト　コウタ キヌガワ

12 32881 清水　秋寿(2) 加古川 5:40.03 12 31322 熊本　虹太(2) 衣川 7:12.42
ヤブタ　リク オオクボ ミヤザキ　アユム オオクボ

13 31600 薮田　陸(2) 大久保 6:09.28 31603 宮崎　歩夢(2) 大久保 DNS
ニシケ　キヨハル ハサマ ナカニシ　ユウト ハサマ

60505 西家　清春(2) 狭間 DNS 60504 中西　優人(2) 狭間 DNS
ツツミ　ユウイチ イナミキタ フルサワ　ナオマ オオクラ

39581 堤　悠一(2) 稲美北 DNS 31292 古澤　尚真(2) 大蔵 DNS
カタヤマ　ユウリ カスガ ニシウミ　ユウゴ フタミ

65191 片山　悠里(2) 春日 DNS 32139 西海　悠悟(2) 二見 DNS
ホソミ　タイシ カスガ キクチ　ハル ヒョウキョウダイフゾク

65194 細見　大志(2) 春日 DNS 38521 菊池　　令(2) 兵教大附属 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

１年男子1500m
決勝 5/15 10:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
シライシ　イッサ ホウデン イシイ　ソウア ミキヒガシ

1 34323 白石　一颯(1) 宝殿 4:50.92 1 35663 石井　颯亜(1) 三木東 4:54.57
チカダ　レイ カシマ サクマ　カンスケ リョウナン

2 36204 近田　玲(1) 鹿島 4:55.60 2 33964 作間　敢介(1) 陵南 5:12.11
イナムラ　ユウタ ヤシロ クスノキ　カツユキ ミキヒガシ

3 38111 稲村 　　　優汰(1) 社 5:08.55 3 35664 楠　克元(1) 三木東 5:36.60
センダイ　トア カシマ ヤマグチ　ヒユウ カコガワ

4 36203 千代　翔愛(1) 鹿島 5:11.53 4 32802 山口　陽悠(1) 加古川 5:48.12
ハチダ　アユキ ハリマ マエモト　ミズキ リョウナン

5 39663 鉢田　歩揮(1) 播磨 5:18.39 5 33966 前本　瑞輝(1) 陵南 5:52.04
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ エバラ　ショウマ アライ

6 33424 髙林　恭大(1) 浜の宮 5:22.82 6 36141 江原　匠真(1) 荒井 5:58.89
オオニシ　シオン カシマ ナカオ　ヒナタ ミキヒガシ

7 36201 大西　真獅(1) 鹿島 5:27.12 7 35665 中尾　陽向(1) 三木東 5:59.48
クロダ　チヒロ ホウデン オノ　エイト カコガワ

8 34321 黒田　千紘(1) 宝殿 5:28.88 8 32806 小野　瑛斗(1) 加古川 6:02.80
オオニシ　カイセイ シカタ ハセガワ　コウスケ シカタ

9 33895 大西　凱惺(1) 志方 5:28.91 9 33897 長谷川　浩佑(1) 志方 6:18.69
ヨシモト　ヒロト ハマノミヤ ウライ　ソウタ ミキヒガシ

10 33428 吉元　洸人(1) 浜の宮 5:34.66 10 35667 浦井　蒼太(1) 三木東 6:30.62
ミヤギ　コウシ ヒラオカ オオハラ　ユウガ カコガワ

11 33222 宮城　功士(1) 平岡 5:37.79 11 32801 大原　悠雅(1) 加古川 6:31.63
アワネ　イチヒト ホウデン タケナガ　ゲンシ ハマノミヤ

12 34320 粟根　一仁(1) 宝殿 5:41.06 12 33425 武永　弦士(1) 浜の宮 7:02.68
ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ ナカウチ　ハルト ハマノミヤ

13 62252 吉田　卓也(1) 篠山東 5:41.20 13 33426 中内　大翔(1) 浜の宮 7:25.52
マツノ　ケイゴ ホウデン ダンジョウ　ヒュウマ カンキ

14 34324 松野　圭悟(1) 宝殿 5:49.17 14 33763 檀上　彪馬(1) 神吉 8:00.92
ヤマダ　エイタ ホウデン オカダ　ソウタ ササヤマヒガシ

15 34325 山田　瑛汰(1) 宝殿 6:00.54 62250 岡田　奏大(1) 篠山東 DNS
オガワ　ソウスケ ハマノミヤ ウラシマ　ユウセイ カコガワ

16 33421 小川　颯介(1) 浜の宮 6:00.56 32803 浦島　悠世(1) 加古川 DNS
ヤシロダイ　メイスケ カコガワヤマテ

33063 八代醍　芽生将(1) 加古川山手 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子3000m
決勝 5/16 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　ヒロト リョウナン ヨシダ　ヒロト オオクラ

1 33926 長谷川　大翔(3) 陵南 9:07.36 1 31268 吉田　大翔(3) 大蔵 9:44.80
サナダ　ダイスケ オオクボ ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

2 31655 真田　大輔(3) 大久保 9:13.64 2 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 10:03.68
ヤシマ　ハルキ イナミキタ イザワ　ケント イナミ

3 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 9:16.72 3 39415 井澤　賢人(2) 稲美 10:03.98
ナカガキ　ハヤト オオクラ アカサカ　ユウスケ ハッケイ

4 31283 中垣　颯斗(2) 大蔵 9:19.94 4 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 10:04.73
マツモト　ソウタ カコガワ フジワラ　シンタロウ オノ

5 32829 松本　爽汰(3) 加古川 9:22.92 5 37136 藤原　慎太郎(3) 小野 10:05.68
サトウ　トア ホウデン ハラ　シンジ カンキ

6 34355 佐藤　透晏(3) 宝殿 9:28.98 6 33731 原　慎二(3) 神吉 10:07.63
ヤマモト　キョウヘイ イナミ カリタ　シュウヘイ ヒラオカミナミ

7 39408 山本　恭平(3) 稲美 9:32.62 7 33305 苅田　柊平(3) 平岡南 10:12.13
カトウ　リク ホウデン ヤマグチ　サクト イナミキタ

8 34352 加藤　璃久(3) 宝殿 9:33.71 8 39584 山口　朔門(2) 稲美北 10:13.15
ドイ　マサムネ ヒラオカ ドイ　タケシ オノ

9 33237 土居　正宗(2) 平岡 9:35.44 9 37132 土井　健史(3) 小野 10:15.10
カスヤ　ヒカル カンキ カナイ　ユウマ ヒカミ

10 33759 糟谷　輝(2) 神吉 9:37.22 10 64404 金井　悠真(2) 氷上 10:24.36
ナルタキ　ソラ イナミキタ ヤマモト　ケイト ヒラオカミナミ

11 39566 鳴瀧　空(3) 稲美北 9:37.43 11 33304 山本　啓人(3) 平岡南 10:26.81
サトウ　ユウスケ オオクボ ヤマモト　ヒナト ヒカミ

12 31651 佐藤　祐介(3) 大久保 9:41.69 12 64438 山本　陽友(3) 氷上 10:32.81
ムラタ　ヒロヤ ニシワキミナミ タマダ　ハルト イナミ

13 34784 村田　尋哉(3) 西脇南 9:50.26 13 39418 玉田　暖翔(2) 稲美 10:37.33
サクマ　タイチ カシマ ヤマシタ　ハルオ ベフ

14 36225 作間　太一(2) 鹿島 9:51.06 14 33501 山下　暖桜(3) 別府 10:41.41
ムラタ　ユウヤ ニシワキミナミ ミマ　ケイト ヒカミ

15 34785 村田　裕哉(3) 西脇南 9:51.57 15 64405 美馬　慶斗(2) 氷上 10:45.43
マエダ　カイリ カコガワチュウブ イノウエ　ソウタ ウオズミ

16 33144 前田　浬(2) 加古川中部 9:51.70 16 31904 井上　颯大(3) 魚住 10:49.40
カイ　ケント ハマノミヤ オオシマ　ユリヤ ミキヒガシ

17 33405 甲斐　健斗(2) 浜の宮 9:55.01 17 35645 大嶋　友莉哉(3) 三木東 10:53.96
タマダ　ショウヘイ アサギリ ハタセ　コウタ ユリノキダイ

18 31145 玉田　匠平(3) 朝霧 9:55.41 18 60977 畑瀬　滉太(3) ゆりのき台 10:57.55
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ カワイ　ユウダイ ウオズミ

19 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 9:56.01 19 31909 河合　雄大(3) 魚住 10:59.51
タナカ　シュンジ オノ サカモト　リョウタ イチジマ

20 37131 田中　駿士(3) 小野 10:09.26 20 65331 阪本　了太(3) 市島 11:01.97
ドウウチ　ツバサ ノノイケ サクライ　コウイチ ウオズミヒガシ

21 31458 堂内　翼(3) 野々池 10:11.96 21 32031 櫻井　輝一(2) 魚住東 11:10.12
ニシカワ　ヒデノリ ベフ タカギ　ダイ ハマノミヤ

22 33508 西川　英徳(3) 別府 10:17.86 22 33488 髙木　大(3) 浜の宮 11:11.09
ナカハラ　タイシ リョウナン ミヤモト　ヨシナリ エイガジマチュウ

23 33925 中原　太志(3) 陵南 10:25.37 31891 宮本　義成(3) 江井島 DNS
イシカワ　ユウヤ カンキ マエガタ　リョウ エイガジマチュウ

24 33732 石川　優冶(3) 神吉 10:26.31 31889 前潟　諒(3) 江井島 DNS
モリ　ヒナタ ホウデン ウスイ　タツキ ヒカミ

25 34367 森　陽向(3) 宝殿 10:35.41 64417 臼井　樹生(2) 氷上 DNS
ツジモト　カツキ イナミ

39417 辻本　克紀(2) 稲美 DNS

2021/05/ 16 15:03:28
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サエグサ　コハク ホウジョウ

1 37510 三枝　琥珀(2) 北条 10:07.47
イトウ　ユウマ ウオズミ

2 31916 伊東　祐真(2) 魚住 10:27.90
ミゾモト　チカト ナガサカ

3 60437 溝本　慎斗(2) 長坂 10:30.76
コヤマ　リョウガ ナガサカ

4 60439 小山　諒月(2) 長坂 10:37.97
オオグシ　ヒデキ ハマノミヤ

5 33402 大串　英貴(2) 浜の宮 10:42.90
クメ　タクミ オオクボ

6 31653 粂　拓海(3) 大久保 10:42.92
ヨシフサ　ケンタ ノノイケ

7 31438 吉房　健太(2) 野々池 10:43.38
キクチ　ソウタ ヒオカ

8 32973 菊池　創太(2) 氷丘 10:45.26
ヤマグチ　タクミ ウオズミヒガシ

9 32019 山口　匠(3) 魚住東 10:46.78
オギノ　リョウヘイ カスガ

10 65192 荻野　稜平(2) 春日 10:51.14
コバヤシ　ミライ ヒオカ

11 32971 小林　未来(2) 氷丘 10:51.42
カキハラ　コウタ フタミ

12 32111 柿原　洸太(3) 二見 10:52.44
クボタ　リョウ カコガワヤマテ

13 33041 久保田　亮(3) 加古川山手 10:54.02
ホンダ　ユウマ フタミ

14 32143 本田　悠真(2) 二見 10:59.34
アワノ　ケンシン ササヤマヒガシ

15 62230 粟野　謙心(3) 篠山東 10:59.81
ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ

16 62241 波部　尚樹(2) 篠山東 11:00.34
マエダ　キラ イナミキタ

17 39563 前田　輝來(3) 稲美北 11:15.70
ハタノ　ダイキ アオガキ

18 64839 波多野　大輝(3) 青垣 11:19.08
ナカムラ　レイキ カコガワ

19 32821 中村　玲希(3) 加古川 11:27.95
ムラカミ　ソウスケ ホウジョウ

20 37555 村上　颯翼(3) 北条 11:39.83
タダ　ソウシ カコガワヤマテ

21 33054 多田　壮志(2) 加古川山手 11:55.91
コバヤシ　リョウヤ フタミ

22 32112 小林　涼也(3) 二見 12:10.96
ササキ　ユイ ウオズミヒガシ

23 32032 佐々木　維(2) 魚住東 12:17.88
サイトウ　ムツキ ウオズミヒガシ

24 32033 齋藤　睦季(2) 魚住東 12:36.77
クリヤマ　ヒカル シカタ

33892 栗山　光(2) 志方 DNS

DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:03:28
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子110mH [91.4cm]
決勝 5/16 10:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.6 m/s) 2組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　ユウセ ニシワキ オオニシ　セイト フタミ

1 34518 藤原　悠世(3) 西脇 15.19 1 32110 大西　勢翔(3) 二見 16.53
ミサワ　ケンシン フタミ タカミ　ナオキ カスガ

2 32120 三澤　堅心(3) 二見 15.77 2 65183 髙見　直希(3) 春日 17.25
マエダ　リンスケ ノノイケ ナカタ　アサヒ カンキ

3 31464 前田　凛佑(3) 野々池 15.96 3 33736 中田　朝陽(3) 神吉 17.61
ウエムラ　コウキ リョウナン マツオカ　カズマ ボウカイ

4 33930 上村　恒貴(3) 陵南 15.98 4 31553 松岡　一真(3) 望海 18.20
フジモト　コウキ オノ サカイ　コウシロウ ササヤマ

5 37135 藤本　虹輝(3) 小野 16.12 5 62111 酒井　高志朗(3) 篠山 19.00
ヤマシタ　ユウト ベフ カドワキ　トモヤ ボウカイ

6 33507 山下　悠斗(3) 別府 16.95 6 31554 門脇　僚哉(3) 望海 19.45
ハラシナ　アユキ カコガワ ハヤセ　ユウト カコガワチュウブ

7 32822 原科　歩季(3) 加古川 17.09 33118 早瀬　優叶(3) 加古川中部 DNS
ヤマダ　ナツキ カミ イセキ　ユウサク ササヤマヒガシ

38913 山田　那月(3) 加美 DNS 62231 井関　裕策(3) 篠山東 DNS

3組 (+0.8 m/s) 4組 (+0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アシダ　ユウヘイ アオガキ カコオ　マサル ハマノミヤ

1 64830 蘆田　悠平(3) 青垣 17.25 1 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮 18.07
セラ　アユム リョウナン ハセガワ　ウキョウ オノ

2 33943 世良　歩夢(2) 陵南 17.80 2 37134 長谷川　右京(3) 小野 19.04
シブヤ　コウセイ ボウカイ ヒラオカ　コウセイ ユリノキダイ

3 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 18.19 3 60978 平岡　弘成(3) ゆりのき台 19.42
キムラ　ユウタ オオクラ ハマナカ　ヒロヤ ホウデン

4 31290 木村　優太(2) 大蔵 18.42 4 34366 浜中　滉矢(3) 宝殿 20.06
タカタ　ショウタロウ ホウデン ウメダ　ホクト オオクボキタ

5 34357 髙田　翔太郎(3) 宝殿 18.57 32271 梅田　北斗(2) 大久保北 DQ T8
マツノシタ　ユウマ カンキ フクダ　ユウト エイガジマチュウ

6 33735 松野下　憂馬(3) 神吉 19.97 31885 福田　悠仁(3) 江井島 DNS
ナカジマ　ハスキ ホウデン ベップ　タイガ カコガワチュウブ

7 34362 中島　蓮稀(3) 宝殿 20.60 33120 別府　大雅(3) 加古川中部 DNS
アズマ　シンサク カンキ ヒライ　ユウキ ニシワキミナミ

8 33734 東　晋作(3) 神吉 21.23 34711 平井　佑樹(2) 西脇南 DNS

5組 (+1.5 m/s) 6組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マエヤマ　マサノリ オノ イシダ　シュウヤ イチジマ

1 37147 前山　正憲(2) 小野 17.73 1 65342 石田　柊哉(2) 市島 16.79
ニシオ　ヒロト オノ ヒウラ　コウキ ノノイケ

2 37133 西尾　優人(3) 小野 18.55 2 31460 日浦　皓稀(3) 野々池 18.44
ニシガキ　ケイスケ ヒオカ テラダ　マサト ハサマ

3 32963 西垣　佳祐(3) 氷丘 19.79 3 60571 寺田　真翔(3) 狭間 20.29
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ フジモト　カズホ ヒカミ

4 33406 北村　優希(2) 浜の宮 19.97 4 64412 藤本　一歩(2) 氷上 21.49
モリシタ　トモヤ ユリノキダイ ニシムラ　エイシン タンナン

5 60981 森下　友哉(3) ゆりのき台 20.44 5 62740 西村　瑛心(2) 丹南 22.67
ヒラキ　リョウガ アオガキ ニシダ　ユウイ ヒカミ

6 64840 開　凌雅(2) 青垣 21.33 64418 西田　侑生(2) 氷上 DQ T8
ミキ　リュウノスケ カコガワ カミヒラカワ　タイキ ホウデン

32884 三木　隆之介(2) 加古川 DNS 34303 上平川　大輝(2) 宝殿 DNS
タカダ　カズキ イナミキタ

39560 高田　和輝(3) 稲美北 DNS

DNS:欠場  DQ:失格  T8:故意にハードルを倒した  
2021/05/ 16 15:03:55
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子走高跳
決勝 5/16 13:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サトウ　ユウキ ホウデン

1 34304 佐藤　優希(2) 宝殿 1.65
ムライ　ソウタ ニシワキミナミ

2 34781 村井　颯太(3) 西脇南 1.55
カトウ　タイガ ボウカイ

3 31551 加藤　大雅(3) 望海 1.55
ワキモト　タクミ フタミ

4 32121 脇本　拓海(3) 二見 1.55
アリスエ　カンタ リョウナン

4 33946 有末　貫汰(2) 陵南 1.55
ハシモト　タイキ リョウナン

6 33933 橋本　泰希(3) 陵南 1.55
フジモト　トモヤ ノノイケ

7 31461 藤本　智也(3) 野々池 1.55
ヨシオカ　ヒロト ハリマ

7 39648 吉岡　寛登(3) 播磨 1.55
マツダ　コウメイ ニシワキ

9 34519 松田　巧明(3) 西脇 1.50
モリモト　ヒロヤ イチジマ

10 65348 森本　皓也(2) 市島 1.50
イモト　カズキ タンナン

11 62723 井本　和希(3) 丹南 1.50
アダチ　ルナ アオガキ

11 64833 足立　琉那(3) 青垣 1.50
スミダ　ヒナト ジユウガオカ

13 35536 角田　陽翔(2) 自由が丘 1.50
コニシ　ゲンキ ベフ

14 33502 小西　元樹(3) 別府 1.45
イソノ　ユウダイ ホウデン

15 34302 礒野　裕大(2) 宝殿 1.45
タケトシ　リュウ カコガワ

16 32887 竹歳　龍(2) 加古川 1.45
アズマ　シンサク カンキ

17 33734 東　晋作(3) 神吉 1.40
ノモト　オオガ ヒカミ

17 64437 野本　大雅(3) 氷上 1.40
オカモト　コウタロウ ベフ

19 33509 岡本　航太郎(3) 別府 1.40
カワモト　カズキ フタミ

19 321236 川本　一輝(2) 二見 1.40
スズキ　シュンスケ ミキヒガシ

35656 鈴木　駿介(2) 三木東 NM
アダチ　ミナミ ヒカミ

64435 足立　陽(3) 氷上 DNS
シバタ　カイト ミキ

35076 柴田　凱斗(3) 三木 DNS
ナカガワ　ヒロフミ オオクラ

31284 中川　裕文(2) 大蔵 DNS

NM:計測無し  DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:04:42
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子走幅跳
決勝 5/15 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　リョウヤ ホウジョウ キシモト　コウキ ハマノミヤ

1 37551 藤本　涼哉(3) 北条 w6.23 (+2.7) 公認:6.18(1.7) 1 33486 岸本　幸樹(3) 浜の宮 5.35 (+1.8)
クマガイ　ルキ イズミ ヨシダ　コウキ ハマノミヤ

2 37834 熊谷　瑠輝(3) 泉 w5.98 (+3.4) 2 33418 吉田　幸輝(2) 浜の宮 w5.14 (+2.1) 公認:5.10(1.6)

オギノ　キキョウ カスガ カドノ　ハルト オオクボキタ

3 65187 荻野　桔梗(3) 春日 w5.86 (+2.2) 公認:5.73(1.8) 3 32273 楞野　陽斗(2) 大久保北 w5.14 (+3.2)

マツイ　ハルキ ベフ キラ　マサト イチジマ

4 33506 松井　悠輝(3) 別府 5.78 (+1.4) 4 65336 吉良　柾人(3) 市島 w5.07 (+4.6)

イハラ　アオバ フタミ ナシキ　ソウマ カミ

5 32134 井原　碧葉(2) 二見 w5.71 (+4.5) 5 38910 梨木　蒼馬(3) 加美 w4.95 (+2.5)

ナカタニ　ユウキ カコガワ タカタ　ショウタ ハマノミヤ

6 32825 中谷　勇輝(3) 加古川 5.65 (+1.6) 6 33410 高田　翔太(2) 浜の宮 w4.90 (+4.5)

ヒロタ　カイセイ ニシワキミナミ タキイ　リュウガ ウオズミ

7 34776 廣田　快成(3) 西脇南 w5.61 (+3.5) 7 31902 滝井　琉雅(3) 魚住 w4.78 (+3.2) 公認:4.48(1.5)

ニシワキ　ミツル イズミ イナダ　コウヨウ アサヒガオカ

8 37832 西脇　充琉(3) 泉 w5.51 (+3.1) 公認:5.07(0.9) 8 37271 稲田　昊陽(3) 旭丘 w4.77 (+2.3)

オオエ　リクト ササヤマヒガシ ヨシドメ　ユウセイ ハマノミヤ

9 62232 大江　陸人(3) 篠山東 w5.47 (+2.1) 公認:5.31(0.9) 9 33489 吉留　優星(3) 浜の宮 w4.75 (+2.5)

ホウライ　ショウタ リョウナン オオニシ　イット ヒラオカ

10 33927 蓬莱　聖太(3) 陵南 5.41 (+1.7) 10 33201 大西　一翔(3) 平岡 w4.75 (+3.2)

イワサキ　コウスケ ニシワキ キノシタ　ヨウタ イチジマ

11 34510 岩崎　洸祐(3) 西脇 w5.41 (+2.4) 公認:5.32(2.0) 11 65343 木下　鷹大(2) 市島 w4.69 (+3.1) 公認:4.59(1.5)

モリ　ケンタロウ ハッケイ ツカモト　ショウタ カンキ

12 60324 森　健太朗(3) 八景 5.37 (+1.6) 12 33756 塚本　翔大(2) 神吉 w4.67 (+3.4)

ナカガワ　マサル ヒカミ イワモト　リク ベフ

13 64436 中川　勝(3) 氷上 w5.37 (+2.8) 13 33512 岩本　陸(2) 別府 w4.65 (+2.2)

ムライ　ヒナタ ニシワキミナミ ニシオ　ヒロト オノ

14 34783 村井　陽向(3) 西脇南 w5.37 (+2.5) 公認:5.24(1.3) 14 37133 西尾　優人(3) 小野 w4.64 (+2.8)

タナカ　カイト ノノイケ ヒウラ　コウキ ノノイケ

15 31456 田中　快翔(3) 野々池 w5.27 (+2.4) 公認:5.24(1.9) 15 31460 日浦　皓稀(3) 野々池 4.62 (+1.6)
ミヤモト　ソウタ ヒラオカ シンセイ　タカヤ アサヒガオカ

16 33207 宮本　颯大(3) 平岡 w5.21 (+2.8) 公認:4.22(0.4) 16 37285 神生　嵩矢(2) 旭丘 w4.62 (+3.9) 公認:4.43(1.1)

アダチ　シュンイチ アオガキ タニガキ　コテツ アオガキ

17 64831 足立　隼一(3) 青垣 w5.19 (+2.8) 公認:4.82(1.3) 17 64856 谷垣　虎徹(2) 青垣 4.39 (+1.9)
クロダ　トモヒロ ミキヒガシ クロダ　タクミ ミキヒガシ

18 35638 黒田　知宏(3) 三木東 w5.15 (+2.2) 18 35642 黒田　拓克(3) 三木東 w4.31 (+2.1)

ミネギシ　シュンスケ アサヒガオカ マツオカ　マサムネ ヒオカ

19 37273 嶺岸　俊介(3) 旭丘 5.14 (+0.9) 19 32972 松岡　正致(2) 氷丘 w4.31 (+2.8)

クゴ　ユウキ アサヒガオカ フクマ　ユウイチロウ フタミ

20 37272 久語　勇輝(3) 旭丘 w5.08 (+2.2) 20 32117 福間　悠一郞(3) 二見 w3.86 (+2.2)

ウナイ　ケイタ カンキ イケザワ　ジュンタ タカサゴ

21 33739 卯内　啓太(3) 神吉 w5.06 (+3.6) 公認:4.76(1.5) 36070 池澤　純太(3) 高砂 NM
ノウショウ　ソラ カコガワ オオヤマ　タカヒデ カコガワチュウブ

22 32820 納庄　青空(3) 加古川 w5.04 (+4.5) 33115 大山　空英(3) 加古川中部 DNS
ムライ　ハルト ニシワキミナミ イズタ　シュント カコガワチュウブ

23 34782 村井　陽斗(3) 西脇南 w4.92 (+3.0) 33114 出田　駿人(3) 加古川中部 DNS
スナダ　イッペイ フタミ イワモト　リクト ミキ

32115 砂田　一平(3) 二見 DNS 35071 岩本　陸翔(3) 三木 DNS
オオニシ　カイト ミキ ナカイ　リョウ ササヤマ

35073 大西　海澄(3) 三木 DNS 62113 中井　椋(3) 篠山 DNS
アシダ　ユウヘイ アオガキ オギハラ　ソウスケ ハッケイ

64830 蘆田　悠平(3) 青垣 DNS 60334 荻原　奏介(2) 八景 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　ユオ ヒラオカ エビス　トキ タツヤマ

1 33243 山本　有愛(2) 平岡 w4.92 (+3.8)  公認:4.83(1.8) 1 36322 戎　叶希(2) 竜山 5.02 (+1.1)
ニシカワ　レイ アライ フカセ　コウキ ニシワキ

2 36126 西川　礼(3) 荒井 w4.88 (+2.2)  公認:4.76(1.9) 2 34525 深瀬　光貴(2) 西脇 4.59 (+0.9)
テラオ　シュウ カサイ モリモト　ユウト ゼンボウ

3 37703 寺尾　周(2) 加西 4.87 (+0.3) 3 37603 森本　優斗(3) 善防 4.58 (+1.7)
イデ　ハルト ノノイケ オリベ　ワタル カサイ

4 31451 井出　遥斗(3) 野々池 w4.87 (+2.9)  公認:4.64(1.6) 4 37701 織邊　亘(2) 加西 w4.52 (+3.4)

トウマ　ノゾミ ホウデン キタノ　ユウダイ ヒカミ

5 34361 當間　希望(3) 宝殿 w4.85 (+2.6) 5 64430 北野　裕大(3) 氷上 w4.43 (+4.1)  公認:4.41(1.9)

コバヤシ　イッシン リョウナン ホリオ　スズノスケ ホウジョウ

6 33949 小林　一心(2) 陵南 w4.74 (+2.9)  公認:4.59(1.2) 6 37593 堀尾　涼之介(2) 北条 w4.42 (+4.5)  公認:4.30(1.9)

オバタ　ユウキ ノノイケ ヨシダ　エイタ カコガワ

7 31453 小畑　侑輝(3) 野々池 w4.69 (+3.3) 7 32883 吉田　瑛太(2) 加古川 4.30 (+1.0)
キムラ　ソウ タカサゴ ソノダ　エイタ イナミ

8 36072 木村　颯(3) 高砂 4.56 (+2.0) 8 39412 園田　瑛太(3) 稲美 4.22 (-0.7)
ミズノ　ソウマ ハリマミナミ オハラ　コハク ホウデン

9 39716 水野　颯真(2) 播磨南 w4.55 (+2.5)  公認:4.53(0.2) 9 34351 小原　琥珀(3) 宝殿 4.20 (+1.1)
タナカ　ハル ジユウガオカ フカタ　セイト カサイ

10 35537 田中　温琉(2) 自由が丘 4.53 (+0.6) 10 37784 深田　惺誠(3) 加西 w4.18 (+4.1)

オオスミ　ユウヤ クロダショウ ムラカミ　タイヨウ サンナン

11 39121 大隅　優也(2) 黒田庄 w4.45 (+5.0) 11 64265 村上　太洋(2) 山南 4.14 (+1.6)
カドノ　イブキ タカサゴ ニシダ　ユウイ ヒカミ

12 36075 門野　柊希(2) 高砂 4.36 (+1.3) 12 64418 西田　侑生(2) 氷上 w4.10 (+3.2)

ヤマウチ　ダイキ カスガ モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ

13 65179 山内　大暉(3) 春日 4.31 (+0.7) 13 31918 森岡　将一朗(2) 魚住 4.06 (+1.8)
コバ　ショウタ ジユウガオカ ミヤナガ　コウキ ゼンボウ

14 35535 木場　翔太(2) 自由が丘 4.17 (+1.6) 14 37655 宮永　光貴(2) 善防 w3.78 (+3.9)

イシハラ　ヒロト カコガワ タカハシ　イッシン ハリマミナミ

15 32886 石原　煕仁(2) 加古川 w4.09 (+2.4)  公認:4.02(1.0) 15 39713 高橋　生心(2) 播磨南 w3.65 (+3.2)  公認:3.42(1.1)

ミズシマ　セイノスケ イチジマ クサノ　ヒロ ハリマ

16 65341 水嶋　誠之介(2) 市島 w4.04 (+2.2) 16 39659 草野　滉(2) 播磨 w3.58 (+2.2)

アオキ　ルイガ フタミ スエヒサ　タイガ ミキヒガシ

17 32131 青木　流雅(2) 二見 w4.01 (+2.3) 17 35653 末久　大河(2) 三木東 3.19 (+0.8)
オガワ　リツキ ヒラオカ ウエシマ　イオリ ヒカミ

18 33232 小川　律輝(2) 平岡 w3.82 (+2.8)  公認:3.72(1.8) 18 64403 上島　伊織(2) 氷上 3.13 (+1.8)
アリマ　ダイキ アオガキ オノ　ツバサ リョウナン

19 64854 有馬　大喜(2) 青垣 w3.64 (+2.6)  公認:3.58(0.7) 33947 小野　翼(2) 陵南 NM
コジマ　ハヤト カンキ オオノ　マサキ カミ

33754 小島　颯斗(2) 神吉 NM 38914 大野　真旗(2) 加美 DNS
ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ キシモト　カイリ カコガワチュウブ

62242 山本　匠人(2) 篠山東 NM 33135 岸本　快里(2) 加古川中部 DNS
ハセガワ　タクミ ニシワキ クラシゲ　ミツキ カコガワチュウブ

34516 長谷川　拓生(3) 西脇 DNS 33136 倉重　充稀(2) 加古川中部 DNS
スズキ　ユウセイ オオクボキタ オカモト　カイセイ クロダショウ

32274 鈴木　悠聖(2) 大久保北 DNS 39122 岡本　快晟(2) 黒田庄 DNS
ヤナガワセ　ハルト サンナン ヤマダ　リオ イズミ

64262 柳川瀬　温人(3) 山南 DNS 37835 山本　凌央(3) 泉 DNS
ハタナカ　シュウ ハサマ ミズタニ　ソウタ ゼンボウ

60509 畠中　志優(2) 狭間 DNS 37657 水谷　颯汰(2) 善防 DNS
ヒライ　アツキ ハサマ トクモト　ガク ハサマ

60577 平井　敦基(3) 狭間 DNS 60575 徳本　雅空(3) 狭間 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  NM:計測無し  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子三段跳
決勝 5/16 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カドノ　ハヤト タカサゴ ニシカワ　ソラ ヒラオカミナミ

1 36071 門野　隼斗(3) 高砂 11.89 (-0.9) 1 33302 西川　空良(3) 平岡南 w10.70 (+2.1) 公認:10.40(0.5)

カンザキ　ハヤト ニシワキ オオニシ　イット ヒラオカ

2 34511 神崎　隼人(3) 西脇 11.66 (-1.2) 2 33201 大西　一翔(3) 平岡 10.66 (+0.8)
ナカガワ　マサル ヒカミ ウナイ　ケイタ カンキ

3 64436 中川　勝(3) 氷上 11.59 (-0.5) 3 33739 卯内　啓太(3) 神吉 10.54 (-1.9)
ムライ　ヒナタ ニシワキミナミ イデ　ハルト ノノイケ

4 34783 村井　陽向(3) 西脇南 11.49 (-1.2) 4 31451 井出　遥斗(3) 野々池 10.40 (+0.3)
ナカタニ　ユウキ カコガワ キムラ　ソウ タカサゴ

5 32825 中谷　勇輝(3) 加古川 11.44 (-0.9) 5 36072 木村　颯(3) 高砂 10.38 (+1.0)
イノウエ　ユウセイ ヒオカ ヤマウチ　ソラト ユリノキダイ

6 32962 井上　猶晟(3) 氷丘 11.24 ( 0.0) 6 60980 山内　空斗(3) ゆりのき台 10.36 (+1.9)
イケザワ　ジュンタ タカサゴ ツカモト　ショウタ カンキ

7 36070 池澤　純太(3) 高砂 11.12 (-0.4) 7 33756 塚本　翔大(2) 神吉 10.30 (+0.3)
タナカ　カイト ノノイケ コジマ　ハヤト カンキ

8 31456 田中　快翔(3) 野々池 10.79 (-1.0) 8 33754 小島　颯斗(2) 神吉 10.27 (+1.2)
マツダ　コウメイ ニシワキ カジワラ　ゲンキ アライ

9 34519 松田　巧明(3) 西脇 10.67 (-1.3) 9 36136 梶原　元希(2) 荒井 10.17 (-0.2)
カドワキ　トモヤ ボウカイ ヨシドメ　ユウセイ ハマノミヤ

10 31554 門脇　僚哉(3) 望海 10.39 ( 0.0) 10 33489 吉留　優星(3) 浜の宮 9.95 (0.0)
オバタ　ユウキ ノノイケ ヒラキ　リョウガ アオガキ

11 31453 小畑　侑輝(3) 野々池 10.19 (-0.2) 11 64840 開　凌雅(2) 青垣 9.75 (+0.6)
タキイ　リュウガ ウオズミ カワムラ　イッケイ ユリノキダイ

12 31902 滝井　琉雅(3) 魚住 10.18 (-1.2) 12 60982 河村　一慶(3) ゆりのき台 9.56 (+0.9)
テラダ　マサト ハサマ ハギオ　タイガ ヒカミ

13 60571 寺田　真翔(3) 狭間 9.96 ( 0.0) 64431 萩尾　太翔(3) 氷上 DNS
オオハシ　タツト ユリノキダイ イズタ　シュント カコガワチュウブ

14 60971 大橋　龍翔(3) ゆりのき台 9.50 (-0.5) 33114 出田　駿人(3) 加古川中部 DNS
アダチ　シュンイチ アオガキ ヤマジ　シュンスケ カコガワ

64831 足立　隼一(3) 青垣 DNS 32888 山路　俊介(2) 加古川 DNS
オオヤマ　タカヒデ カコガワチュウブ

33115 大山　空英(3) 加古川中部 DNS

DNS:欠場  w:追風参考  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子砲丸投 [5kg]
決勝 5/16 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエノ　ヒロト シカタ ウワツ　ショウ イナミ

1 33890 上野　広翔(3) 志方 10.74 1 39411 上津　翔(3) 稲美 7.75
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ ニシムラ　リョウタ ノノイケ

2 34512 黒河　陽月(3) 西脇 10.62 2 31434 西村　涼太(2) 野々池 7.46
タカセ　ソウタ オオクラ キドグチ　タイセイ リョウナン

3 31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵 10.48 3 33948 木戸口　大成(2) 陵南 7.45
ミヤザキ　ライガ ニシワキミナミ マツモト　ロイ ベフ

4 34780 宮崎　礼雅(3) 西脇南 10.46 4 33503 松本　蕗行(3) 別府 7.44
スギハラ　ハク ホウデン ワキタ　ナオト ノノイケ

5 34356 杉原　珀(3) 宝殿 10.11 5 31440 脇田　直人(2) 野々池 7.40
タカミ　シゲヒト イチジマ アダチ　ライガ アオガキ

6 65332 髙見　茂仁(3) 市島 10.08 6 64853 足立　頼河(2) 青垣 7.35
ナカオ　イブキ ノノイケ アサノ　コウタ ヒラオカ

7 31459 中尾　維吹(3) 野々池 10.08 7 33231 浅野　晄汰(2) 平岡 7.08
デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ マスダ　エイト オオクラ

8 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東 10.04 8 31298 増田　英翔(2) 大蔵 6.93
ハシモト　レン ホウデン ヤマダ　トモアキ オオクラ

9 34364 橋本　廉(3) 宝殿 9.47 9 31293 山田　睦明(2) 大蔵 6.70
トノムラ　シュン イチジマ フルタ　ヒロキ カコガワチュウブ

10 65345 殿村　峻(2) 市島 9.30 10 33143 古田　弘樹(2) 加古川中部 6.36
ヨデン　ハル イチジマ タナカ　ユウマ イチジマ

11 65333 余田　温(3) 市島 9.30 11 65344 田中　悠真(2) 市島 6.35
ブラウン　チャドカナメ フタミ イソガワ　カイト アオガキ

12 32142 ブラウン　チャド叶(2) 二見 9.16 12 64855 五十川　櫂斗(2) 青垣 6.02
マエダ　リク ノノイケ カネモト　レオン ミキヒガシ

13 31463 前田　璃空(3) 野々池 8.81 13 35651 金本　礼恩(2) 三木東 5.89
アンラク　ダイキ ウオズミヒガシ ショウジ　タケル リョウナン

14 32025 安楽　大輝(3) 魚住東 8.55 14 33921 庄司　健留(3) 陵南 5.35
ハセガワ　アツキ ホウデン ホソミ　アオイ アオガキ

15 34365 長谷川　敦希(3) 宝殿 8.13 15 64857 細見　葵(2) 青垣 5.04
コウノ　アレン ハマノミヤ ヒガシモト　アユム エイガジマチュウ

16 33408 河野　亜蓮(2) 浜の宮 7.80 31887 東本　歩(3) 江井島 DNS
ハラ　コウキ ヒオカ イノウエ　アキノリ リョウナン

17 32970 原　幸輝(2) 氷丘 7.79 33929 井上　明憲(3) 陵南 DNS
オノ　ハルキ ハマノミヤ ニシノ　ダイキ ヒカミ

18 33404 小野　陽生(2) 浜の宮 7.59 64414 西野　大輝(2) 氷上 DNS
カワカミ　コウエツ カコガワチュウブ サトウ　リオン ヒカミ

33116 川上　弘悦(3) 加古川中部 DNS 64432 佐藤　稟音(3) 氷上 DNS
ナカタ　フミト エイガジマチュウ サノ　ジュキヤ ウオズミヒガシ

31884 中田　史斗(3) 江井島 DNS 32039 佐野　樹輝弥(2) 魚住東 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子円盤投 [1.5kg]
決勝 5/15 12:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タカセ　ソウタ オオクラ カジワラ　ゲンキ アライ

1 31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵 33.92 1 36136 梶原　元希(2) 荒井 21.02
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ ウワツ　ショウ イナミ

2 34512 黒河　陽月(3) 西脇 31.14 2 39411 上津　翔(3) 稲美 19.11
マエダ　リク ノノイケ イナバ　ヒロキ サンナン

3 31463 前田　璃空(3) 野々池 29.34 3 64259 稲場　大翔(3) 山南 18.74
ウエノ　ヒロト シカタ サクモト　ハルキ ヒラオカ

4 33890 上野　広翔(3) 志方 28.53 4 33202 作本　陽規(3) 平岡 18.26
ヨコテ　ユウキ ホウデン イナオカ　タケト アライ

5 34369 横手　佑紀(3) 宝殿 28.39 5 36121 稲岡　毅人(3) 荒井 17.89
ヨシカワ　ケイ ベフ マスダ　エイト オオクラ

6 33504 吉川　慶(3) 別府 26.67 6 31298 増田　英翔(2) 大蔵 17.72
ハラ　コウキ ヒオカ ヤマグチ　シュウジ ヒラオカ

7 32970 原　幸輝(2) 氷丘 25.43 7 33242 山口　秀司(2) 平岡 17.57
デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ ウエダ　ハヤト オオクラ

8 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東 25.36 8 31285 上田　隼大(2) 大蔵 17.55
タカヤマ　ソウタ ベフ ブラウン　チャドカナメ フタミ

9 33516 髙山　颯太(2) 別府 25.23 9 32142 ブラウン　チャド叶(2) 二見 16.72
ミヤザキ　ライガ ニシワキミナミ タカイシ　ハルト ハサマ

10 34780 宮崎　礼雅(3) 西脇南 24.97 10 60503 高石　陽士(2) 狭間 16.50
ヒガサ　ショウマ フタミ ショウジ　タケル リョウナン

11 32140 樋笠　翔真(2) 二見 23.77 11 33921 庄司　健留(3) 陵南 16.42
ナカタニ　レオン ハリマ サトウ　リオン ヒカミ

12 39654 中谷　澪音(3) 播磨 22.59 12 64432 佐藤　稟音(3) 氷上 15.56
ササタニ　コウシロウ ボウカイ ホソミ　アオイ アオガキ

13 31565 笹谷　昊士朗(2) 望海 22.28 13 64857 細見　葵(2) 青垣 14.68
ナカタニ　タイヨウ ヒラオカ ニシノ　ダイキ ヒカミ

14 33205 中谷　太陽(3) 平岡 22.25 14 64414 西野　大輝(2) 氷上 14.24
コヤマ　ユウ アライ ミナミゾノ　シュンキ フタミ

15 36124 小山　裕右(3) 荒井 21.98 15 32144 南薗　隼稀(2) 二見 13.28
コウノ　アレン ハマノミヤ イソガワ　カイト アオガキ

16 33408 河野　亜蓮(2) 浜の宮 21.31 16 64855 五十川　櫂斗(2) 青垣 13.02
フジモト　アキラ ニシワキミナミ センダ　カイマ カコガワチュウブ

17 34777 藤本　旭(3) 西脇南 20.23 17 33139 仙田　海磨(2) 加古川中部 12.33
オノ　ハルキ ハマノミヤ フルタ　ヒロキ カコガワチュウブ

18 33404 小野　陽生(2) 浜の宮 17.98 18 33143 古田　弘樹(2) 加古川中部 10.99
ミヤケ　シゲミツ ヒラオカミナミ カナザワ　リンタロウ カコガワチュウブ

33307 三宅　栄光(3) 平岡南 DNS 19 33134 金澤　凜大郎(2) 加古川中部 10.65
カワニシ　ハルヤ ホウデン ヤマダ　トモアキ オオクラ

34353 川西　栄也(3) 宝殿 DNS 31293 山田　睦明(2) 大蔵 DNS
ヒガシモト　アユム エイガジマチュウ ナカタ　フミト エイガジマチュウ

31887 東本　歩(3) 江井島 DNS 31884 中田　史斗(3) 江井島 DNS
イノウエ　アキノリ リョウナン ニシムラ　リョウタ ノノイケ

33929 井上　明憲(3) 陵南 DNS 31434 西村　涼太(2) 野々池 DNS

DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:02:05
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  P  1  

種目 ２・３年 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/5/15 審判長 東浦　一裕

競技会名 第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有） 競技場名 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会 [28] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考

7 32120
ミサワ　ケンシン フタミ w 15.25 (+4.3) 10.19 1.74 56.66

2428 1
三澤　堅心(3) 二見 820[820] 497[1317] 577[1894] 534[2428]

6 39650
コバヤシ　ユウセイ ハリマ w 15.91 (+4.3) 11.07 1.59 56.65

2284 2
小林　勇惺(3) 播磨 743[743] 550[1293] 457[1750] 534[2284]

9 34511
カンザキ　ハヤト ニシワキ w 16.88 (+4.3) 8.48 1.71 58.82

2038 3
神崎　隼人(3) 西脇 637[637] 395[1032] 552[1584] 454[2038]

2 37130
カワカミ　ユウセイ オノ w 16.95 (+4.3) 8.21 1.59 57.52

1966 4
河上　侑聖(3) 小野 629[629] 379[1008] 457[1465] 501[1966]

5 31464
マエダ　リンスケ ノノイケ w 15.63 (+4.3) 7.61 1.40 58.94

1885 5
前田　凛佑(3) 野々池 775[775] 343[1118] 317[1435] 450[1885]

1 64431
ハギオ　タイガ ヒカミ w 17.30 (+4.3) 8.74 1.53 1:02.74

1739 6
萩尾　太翔(3) 氷上 593[593] 410[1003] 411[1414] 325[1739]

8 39653
ヤマモト　ヤスト ハリマ w 16.56 (+4.3) 10.80 NM 1:00.58

1599 7
山本　靖斗(3) 播磨 671[671] 534[1205] 0[1205] 394[1599]

3 33484
カコオ　マサル ハマノミヤ w 18.20 (+4.3) 7.87 1.45 1:02.13

1560 8
鹿子尾　賢(3) 浜の宮 505[505] 359[864] 352[1216] 344[1560]

4 37783
タマダ　シュウタ カサイ w 17.67 (+4.3) 9.70 NM 57.84

1514 9
玉田　秀大(3) 加西 556[556] 468[1024] 0[1024] 490[1514]

w:追風参考  NM:計測無し  



リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子400m
決勝 5/15 16:15 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 534

1 39650 小林　勇惺(3) 播磨 56.65
ミサワ　ケンシン フタミ 534

2 32120 三澤　堅心(3) 二見 56.66
カワカミ　ユウセイ オノ 501

3 37130 河上　侑聖(3) 小野 57.52
タマダ　シュウタ カサイ 490

4 37783 玉田　秀大(3) 加西 57.84
カンザキ　ハヤト ニシワキ 454

5 34511 神崎　隼人(3) 西脇 58.82
マエダ　リンスケ ノノイケ 450

6 31464 前田　凛佑(3) 野々池 58.94
ヤマモト　ヤスト ハリマ 394

7 39653 山本　靖斗(3) 播磨 1:00.58
カコオ　マサル ハマノミヤ 344

8 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮 1:02.13
ハギオ　タイガ ヒカミ 325

9 64431 萩尾　太翔(3) 氷上 1:02.74

2021/05/ 16 15:03:24
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子110mH [91.4cm]
決勝 5/15  9:10 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+4.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 820

1 32120 三澤　堅心(3) 二見 w15.25
マエダ　リンスケ ノノイケ 775

2 31464 前田　凛佑(3) 野々池 w15.63
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 743

3 39650 小林　勇惺(3) 播磨 w15.91
ヤマモト　ヤスト ハリマ 671

4 39653 山本　靖斗(3) 播磨 w16.56
カンザキ　ハヤト ニシワキ 637

5 34511 神崎　隼人(3) 西脇 w16.88
カワカミ　ユウセイ オノ 629

6 37130 河上　侑聖(3) 小野 w16.95
ハギオ　タイガ ヒカミ 593

7 64431 萩尾　太翔(3) 氷上 w17.30
タマダ　シュウタ カサイ 556

8 37783 玉田　秀大(3) 加西 w17.67
カコオ　マサル ハマノミヤ 505

9 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮 w18.20

w:追風参考  
2021/05/ 16 15:00:57
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子走高跳
決勝 5/15 14:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 577

1 32120 三澤　堅心(3) 二見 1.74
カンザキ　ハヤト ニシワキ 552

2 34511 神崎　隼人(3) 西脇 1.71
カワカミ　ユウセイ オノ 457

3 37130 河上　侑聖(3) 小野 1.59
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 457

4 39650 小林　勇惺(3) 播磨 1.59
ハギオ　タイガ ヒカミ 411

5 64431 萩尾　太翔(3) 氷上 1.53
カコオ　マサル ハマノミヤ 352

6 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮 1.45
マエダ　リンスケ ノノイケ 317

7 31464 前田　凛佑(3) 野々池 1.40
タマダ　シュウタ カサイ 0

37783 玉田　秀大(3) 加西 NM
ヤマモト　ヤスト ハリマ 0

39653 山本　靖斗(3) 播磨 NM

NM:計測無し  
2021/05/ 16 15:03:04
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年男子砲丸投 [4kg]
決勝 5/15 11:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 550

1 39650 小林　勇惺(3) 播磨 11.07
ヤマモト　ヤスト ハリマ 534

2 39653 山本　靖斗(3) 播磨 10.80
ミサワ　ケンシン フタミ 497

3 32120 三澤　堅心(3) 二見 10.19
タマダ　シュウタ カサイ 468

4 37783 玉田　秀大(3) 加西 9.70
ハギオ　タイガ ヒカミ 410

5 64431 萩尾　太翔(3) 氷上 8.74
カンザキ　ハヤト ニシワキ 395

6 34511 神崎　隼人(3) 西脇 8.48
カワカミ　ユウセイ オノ 379

7 37130 河上　侑聖(3) 小野 8.21
カコオ　マサル ハマノミヤ 359

8 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮 7.87
マエダ　リンスケ ノノイケ 343

9 31464 前田　凛佑(3) 野々池 7.61

2021/05/ 16 15:01:52
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年女子100m
決勝 5/15 15:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.7 m/s) 2組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タニグチ　ココネ ミキヒガシ カジオ　サチ オノ

1 35696 谷口　心音(3) 三木東 12.85 1 37112 梶尾　彩智(3) 小野 13.08
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ ロバアト　プリスカ オオクボキタ

2 33411 村上　恵(3) 浜の宮 13.01 2 32210 ロバート　プリスカ(3) 大久保北 13.23
ナンジョウ　ヒメナ リョウナン サイトウ　アカリ ハッケイ

3 33914 南條　姫菜(3) 陵南 13.04 3 60342 齋藤　朱里(3) 八景 13.46
クゴ　エリナ アサヒガオカ フジワラ　サクラ イズミ

4 37284 久語　英里奈(3) 旭丘 13.17 4 37883 藤原　さくら(3) 泉 13.55
タナカ　サホ アサギリ ササキ　ユア ホウジョウ

5 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 13.19 5 37505 佐々木　優愛(3) 北条 13.91
タケウチ　ユズ カサイ イバラキ　ヒナタ リョウナン

6 37771 竹内　ゆず(3) 加西 13.23 6 33917 茨木　陽葵(3) 陵南 13.92
イケダ　シュリ イナミ ヒガキ　ハルカ カコガワチュウブ

7 39414 池田　朱里(3) 稲美 13.35 33136 檜垣　陽香(3) 加古川中部 DNS
シモカワ　リノ カコガワ スギヤマ　ウルハ エイガジマチュウ

8 32852 下川　凛乃(3) 加古川 13.43 31802 杉山　麗羽(3) 江井島 DNS
マツモト　リイ カコガワ ナカムラ　ミアラ カコガワ

9 32849 松本　莉依(3) 加古川 13.68 32850 中村　碧愛莉(3) 加古川 DNS

3組 (+1.1 m/s) 4組 (+1.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フクナガ　アン タカサゴ ヒエダ　カノ ホウデン

1 36019 福永　あん(3) 高砂 13.62 1 34376 稗田　花望(3) 宝殿 13.60
ホシ　ナゴミ ナガサカ モリモト　ラム リョウナン

2 60433 保子　和(3) 長坂 13.63 2 33915 森本　來夢(3) 陵南 13.79
フジモト　ユイ オノ イナダ　マユ ノノイケ

3 37117 藤本　結衣(3) 小野 13.64 3 31461 稲田　茉侑(3) 野々池 13.83
モリモト　ヒカリ ホウデン ウエオカ　リン ハリマミナミ

4 34377 森本　陽可里(3) 宝殿 13.65 4 39751 上岡　凛(3) 播磨南 13.87
イリエ　コノミ ナガサカ イノウエ　ユイナ アライ

5 60431 入江　好美(3) 長坂 13.68 5 36136 井上　結菜(3) 荒井 13.99
タニオカ　ミウ オオクラ ハヤシ　ミク ウオズミヒガシ

6 31255 谷岡　美侑(3) 大蔵 13.74 6 32019 林　未来(3) 魚住東 14.25
ウエダ　リオ ヒラオカ クサカ　ユナ アライ

7 33232 上田　梨央(3) 平岡 13.94 7 36137 草賀　由菜(3) 荒井 14.42
フルカワ　リナ カコガワ タカマツ　シホ ユリノキダイ

8 32843 古川　莉奈(3) 加古川 14.28 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 DNS
シマダ　アヤネ ヒオカ マエカワ　サラ ヒカミ

9 32918 嶋田　絢音(3) 氷丘 14.49 64498 前川　咲空(3) 氷上 DNS

2021/05/ 16 15:03:07
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+2.0 m/s) 6組 (+0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエダ　サエ ジユウガオカ カジヤマ　ミナ イナミキタ

1 35519 上田　咲笑(3) 自由が丘 13.71 1 39570 梶山　眞愛(3) 稲美北 13.74
サカイ　ミユナ カイバラ カンダ　モエ オノミナミ

2 64131 酒井　美優菜(3) 柏原 13.77 2 37031 神田　萌(3) 小野南 14.15
アダチ　ハルナ ユリノキダイ タナカ　イチナ オオクラ

3 60941 安達　陽菜(3) ゆりのき台 13.87 2 31250 田中　苺奈(3) 大蔵 14.15
クリヤマ　カンナ カンキ イノウエ　ミユ ボウカイ

4 33724 栗山　栞奈(3) 神吉 13.95 4 31574 井上　心優(3) 望海 14.18
スギモト　キョウコ オオクボキタ ヒサカゼ　カホ カンキ

5 32200 杉本　恭子(3) 大久保北 14.06 5 33723 瓢風　果歩(3) 神吉 14.57
ナンポ　ココネ オオクラ イシカワ　カノン ササヤマ

6 31256 南保　心音(3) 大蔵 14.12 62121 石川　華夢(3) 篠山 DNS
オダ　ナノハ ヒラオカ イヌイ　ココネ カコガワチュウブ

7 33238 小田　菜乃羽(3) 平岡 14.18 33131 戌亥　心音(3) 加古川中部 DNS
ミヤタケ　アオノ ヒオカ ミヤザキ　ココ クロダショウ

8 32915 宮武　葵乃(3) 氷丘 14.30 39159 宮﨑　深心(3) 黒田庄 DNS
イイダ　サクラ リョウナン

9 33913 飯田　さくら(3) 陵南 14.36

7組 (+1.2 m/s) 8組 (+2.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マナベ　ヒヨリ ヒョウキョウダイフゾク ハセガワ　リンカ ヒョウキョウダイフゾク

1 38501 真鍋　ひより(3) 兵教大附属 13.74 1 38506 長谷川　凜花(3) 兵教大附属 w13.91
タケナカ　サツキ ヒョウキョウダイフゾク カミヤ　マナ アサヒガオカ

2 38505 竹中　咲月(3) 兵教大附属 13.75 2 37282 神谷　真那(3) 旭丘 w14.12
キシモト　アヤナ ヤシロ フジイ　ユキナ アライ

3 38132 岸本　采奈(3) 社 13.78 3 36133 藤井　優希菜(3) 荒井 w14.21
ミヤジマ　ミク ヒラオカミナミ フルタ　カホ ヒカミ

4 33322 宮嶋　未来(3) 平岡南 14.22 4 64495 古田　果穂(3) 氷上 w14.48
アツタ　ワカ ホウデン タツチ　マナ ササヤマヒガシ

5 34371 熱田　和花(3) 宝殿 14.26 5 62260 田土　真菜(3) 篠山東 w14.52
キヌガワ　シヅキ アライ アダチ　サワ アオガキ

6 36131 衣川　汐月(3) 荒井 14.37 6 64840 足立　沙和(3) 青垣 w14.61
キハラ　ヒメ カミ アツミ　サエ カコガワヤマテ

7 38900 木原　緋芽(3) 加美 14.39 7 33081 厚見　咲恵(3) 加古川山手 w14.64
タワラ　マナミ ウオズミ ワタナベ　カノン オオクボキタ

8 31971 田原　茉奈実(3) 魚住 14.48 32211 渡邊　花音(3) 大久保北 DNS

9組 (+1.0 m/s) 10組 (+0.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラタ　ミナミ オオクボ マスダ　モミジ イズミ

1 31647 平田　みなみ(3) 大久保 13.93 1 37884 増田　椛栞(3) 泉 14.20
ニシジマ　アヤ ヒオカ マスイ　エリコ オオクラ

2 32914 西嶋　彩(3) 氷丘 14.08 2 31254 増井　恵理子(3) 大蔵 14.53
サイトウ　リオ オオクボ タムラ　ユズキ カスガ

3 31643 齋藤　莉緒(3) 大久保 14.25 3 65184 田村　柚季(3) 春日 14.55
クロキ　チト ユリノキダイ ニシシタ　サエ フタミ

4 60944 黒木　千美(3) ゆりのき台 14.25 4 32123 西下　紗永(3) 二見 14.84
マツモト　コトハ オオクボ キラ　ミヅキ アサヒガオカ

5 31652 松本　琴春(3) 大久保 14.40 5 37283 吉良　美月(3) 旭丘 14.88
ナカウエ　ヒナ ヒカミ フクイ　コトミ エイガジマチュウ

64494 中上　陽菜(3) 氷上 DNS 31804 福井　琴未(3) 江井島 DNS
タナカ　サラ ジユウガオカ ヤマグチ　シホ カミ

35514 田中　さら(3) 自由が丘 DNS 38902 山口　詩帆(3) 加美 DNS
ホソミ　ヒカリ カスガ シンヤ　ルリ ジユウガオカ

65182 細見　ひかり(3) 春日 DNS 35517 新屋　瑠梨(3) 自由が丘 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

11組 (+0.6 m/s) 12組 (+0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イシドウ　モナ ホウデン ササキ　ソナ ヤシロ

1 34378 石堂　桃菜(3) 宝殿 14.36 1 38140 佐々木　蒼奈(3) 社 14.59
ハシモト　カリン ウオズミ オカモト　リカ アサヒガオカ

2 31972 橋本　花稟(3) 魚住 14.83 2 37281 岡本　莉佳(3) 旭丘 14.77
トガワ　フウカ ナガサカ オカモト　リン フタミ

3 60432 戸川　颯空(3) 長坂 14.88 3 32114 岡本　凛(3) 二見 15.35
フジモト　メイ ヤシロ ドウモト　ノゾミ フタミ

4 38138 藤本　芽衣(3) 社 15.08 32121 堂本　希(3) 二見 DNS
モリタ　ユウリ ササヤマ コハタ　サヤカ ササヤマ

5 62126 森田　悠莉(3) 篠山 15.25 62122 小畠　彩(3) 篠山 DNS
コジマ　ワカナ ジユウガオカ タニイ　ユウヒ ハサマ

35513 児島　和奏(3) 自由が丘 DNS 60555 谷井　優日(3) 狭間 DNS
クロダ　ハナ ミキ ナカニシ　カオリ イナミキタ

35071 黒田　花菜(3) 三木 DNS 39571 仲西　果緒里(3) 稲美北 DNS
タツタ　ユウム エイガジマチュウ フルカワ　ユナ カスガ

31806 龍田　優夢(3) 江井島 DNS 65185 古河　優奈(3) 春日 DNS

13組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツボサカ　ヒマリ ホウジョウ

1 37506 壷阪　向日葵(3) 北条 14.40
ツツミ　ユズハ フタミ

2 32120 堤　柚羽(3) 二見 15.40
コナエ　ミサキ オオクボ

3 31642 小苗　美咲(3) 大久保 15.68
サカグチ　カズハ ウオズミヒガシ

4 32017 阪口　一葉(3) 魚住東 15.79
タカハシ　ノノ キヌガワ

5 31305 髙橋　望乃(3) 衣川 16.04
フジワラ　ミオウ クロダショウ

39156 藤原　姫桜(3) 黒田庄 DNS
フジワラ　モモ クロダショウ

39157 藤原　萌百(3) 黒田庄 DNS
フジモト　コトネ クロダショウ

39161 藤本　琴音(3) 黒田庄 DNS

DNS:欠場  w:追風参考  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年女子100m
決勝 5/15 14:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.1 m/s) 2組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン イシダ　アガサ ハマノミヤ

1 33945 平野　美紀(2) 陵南 12.71 1 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 13.33
テラキタ　ココメ リョウナン コンドウ　ユイ カスガ

2 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 12.97 2 65191 近藤　優衣(2) 春日 13.52
オグラ　リア オノミナミ イムラ　アヤミ ノノイケ

3 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 13.24 3 31403 井村　綾実(2) 野々池 13.53
ヤマダ　スズハ タツヤマ ナガヤマ　ミキ リョウナン

4 36385 山田　涼華(2) 竜山 13.33 4 33944 永山　未希(2) 陵南 13.62
シマダ　マリア カコガワ フジワラ　ナルミ オノ

5 32875 島田　万莉愛(2) 加古川 13.50 5 37142 藤原　成美(2) 小野 13.63
オオヤマ　アキ オノ コバヤシ　ノドカ ヒオカ

6 37141 大山　璃姫(2) 小野 13.61 6 32932 小林　和花(2) 氷丘 13.95
カイハラ　ナナエ ササヤマ ヤマモト　サエ フタミ

7 62132 貝原　那苗(2) 篠山 13.90 7 32140 山本　冴(2) 二見 13.95
カネツク　サナ オノミナミ コニシ　アユミ リョウナン

8 37002 鐘撞　紗楠(2) 小野南 14.09 8 33943 小西　亜由弓(2) 陵南 13.96
タイ　リナ ヒオカ マジマ　モエカ ハマノミヤ

32934 田井　里奈(2) 氷丘 DQ FS 9 33427 間嶋　萌花(2) 浜の宮 14.36

3組 (+1.9 m/s) 4組 (+0.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハタ　ハヅキ リョウソウ ミズノ　ケイ イナミ

1 33636 畑　葉月(2) 両荘 13.39 1 39421 水野　恵依(2) 稲美 13.87
タキモト　リンカ イナミ キシ　ヒナノ ニシワキ

2 39427 滝本　鈴夏(2) 稲美 13.76 2 34585 來住　ひなの(2) 西脇 13.97
サコダ　ユウリ ホウデン タカス　フウコ ノノイケ

3 34304 迫田　優里(2) 宝殿 13.80 3 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 14.02
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ

4 33092 長谷川　茜音(2) 加古川山手 13.81 4 60601 稲垣　泰羽(2) けやき台 14.15
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ ナイトウ　サララ イズミ

5 32933 権藤　百合子(2) 氷丘 14.04 5 37891 内藤　さらら(2) 泉 14.28
エド　アヤナ カシマ フジモト　アイ オオクボキタ

5 36226 江戸　彩七(2) 鹿島 14.04 6 32237 藤本　愛(2) 大久保北 14.34
ミヤザキ　ソヨカ ホウデン ナカムラ　サナ カミ

7 34308 宮﨑　そよか(2) 宝殿 14.05 7 38904 中村　紗菜(2) 加美 14.34
ウエハラ　アイカ カコガワチュウブ イノウエ　ミヒロ カコガワ

7 33153 上原　和華(2) 加古川中部 14.05 8 32872 井上　心尋(2) 加古川 14.59
オオガミ　ココナ ケヤキダイ イシザキ　マコ タンナン

9 60602 大上　心々菜(2) けやき台 14.23 62785 石崎　真子(2) 丹南 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+2.4 m/s) 6組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サカモト　アイ イナミ フクダ　ユナ カイバラ

1 39426 坂元　愛(2) 稲美 w13.78 1 64147 福田　結菜(2) 柏原 13.95
フジカワ　ノノ ホウデン ササクラ　マミ ニシワキ

2 34311 藤川　乃々(2) 宝殿 w13.89 2 34587 笹倉　愛実(2) 西脇 14.23
ナカニシ　ミナ ノノイケ ササキ　ユウナ ベフ

3 31409 中西　美菜(2) 野々池 w14.19 3 33512 佐々木　結奈(2) 別府 14.31
ウラタ　ジュナ アサヒガオカ イトウ　フウロ ケヤキダイ

4 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘 w14.19 4 60600 伊藤　楓浪(2) けやき台 14.40
キソ　ネネ ウオズミヒガシ イワシタ　リコ ベフ

5 32027 木曽　希音(2) 魚住東 w14.19 5 33513 岩下　莉子(2) 別府 14.42
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ ミヤシタ　カホ カコガワ

6 62250 大西　さえ(2) 篠山東 w14.21 6 32871 宮下　果穂(2) 加古川 14.67
サト　ミサキ ヒカミ タナカ　アミ カコガワ

7 64462 里　美咲(2) 氷上 w14.34 7 32870 田中　亜実(2) 加古川 14.75
ニシムラ　セナ オオクボキタ コミナミ　ユリア タツヤマ

8 32236 西村　星那(2) 大久保北 w14.53 8 36382 小南　友梨明(2) 竜山 14.78
アキヤマ　ナナ フタミ ゲモリ　ホノカ ヒオカ

9 32131 秋山　奈々(2) 二見 w14.60 9 32930 下森　帆夏(2) 氷丘 14.80

7組 (+0.9 m/s) 8組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アライ　ルカ ハサマ カタオカ　ナナ ニシワキ

1 60532 新井　琉加(2) 狭間 14.28 1 34584 片岡　奈菜(2) 西脇 14.36
アズマ　ミズキ ハマノミヤ ツネカワ　ナナセ オオクボ

2 33420 東　瑞稀(2) 浜の宮 14.37 2 31613 常川　七瀬(2) 大久保 14.42
ウダ　ホノカ ジユウガオカ ウスイ　サエ ヒカミ

3 35539 宇田　暖乃香(2) 自由が丘 14.63 3 64458 臼井　彩恵(2) 氷上 14.81
オオニシ　サクラコ ベフ ナガサワ　スミレ リョウソウ

4 33514 大西　桜子(2) 別府 14.75 4 33635 長澤　すみれ(2) 両荘 14.87
カトウ　ミオ ウオズミ ヤマシタ　リナ オオクボキタ

5 31978 加藤　実桜(2) 魚住 14.88 5 32240 山下　莉奈(2) 大久保北 14.87
イワモト　トア クロダショウ ノムラ　シオリ ユリノキダイ

6 39171 岩本　叶亜(2) 黒田庄 14.99 6 60906 野村　栞(2) ゆりのき台 14.93
オオガキ　ワカナ クロダショウ ナカムラ　ユヅキ アライ

7 39173 大垣　若菜(2) 黒田庄 15.05 7 36143 中村　優月(2) 荒井 15.12
イシザキ　ユウナ アライ ヤギ　ヒメナ ササヤマ

8 36141 石崎　悠奈(2) 荒井 15.06 62135 八木　姫奈(2) 篠山 DNS
イデ　アヤカ ユリノキダイ ミヤザキ　アヤネ エイガジマチュウ

9 60908 井出　朱華(2) ゆりのき台 15.14 31810 宮﨑　彩寧(2) 江井島 DNS

9組 (+2.0 m/s) 10組 (+1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コザキ　ツキノ オオクボ ニシムラ　アヤカ ヒョウキョウダイフゾク

1 31612 小﨑　月乃(2) 大久保 14.65 1 38524 西村　彩花(2) 兵教大附属 14.76
オカザキ　リオ ニシワキ オオガキ　サキ ヒカミ

2 34583 岡﨑　莉緒(2) 西脇 14.67 2 64459 大垣　咲季(2) 氷上 14.86
ミウラ　ナツミ ヒラオカミナミ オオハシ　リノカ ウオズミ

3 33301 三浦　菜都美(2) 平岡南 14.72 3 31976 大橋　璃乃珂(2) 魚住 14.87
ウエキ　アヤネ ヒカミ ヨシオカ　マキ ノノイケ

3 64451 植木　綾音(2) 氷上 14.72 4 31415 吉岡　真希(2) 野々池 14.87
ワダ　ナナミ オノミナミ コテラ　アミ ミキ

5 37003 和田　菜々心(2) 小野南 14.78 5 35075 小寺　杏実(2) 三木 14.95
ミナミ　ユウカ ユリノキダイ ヤマサキ　マホ オオクボキタ

6 60910 南　有香(2) ゆりのき台 14.89 6 32239 山﨑　真穂(2) 大久保北 14.97
ウエニシ　アイリ ヒラオカ マツオ　シオン ウオズミヒガシ

7 33201 上西　愛梨(2) 平岡 14.99 7 32032 松尾　心穏(2) 魚住東 15.27
ヤマグチ　カノン ハリマミナミ ミヤケ　シエル フタミ

8 39763 山口　華音(2) 播磨南 15.80 32139 三宅　しえる(2) 二見 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

11組 (+0.6 m/s) 12組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　リコ ヒョウキョウダイフゾク タナカ　アヤネ カミ

1 38525 藤井　莉子(2) 兵教大附属 14.80 1 38903 田中　綾音(2) 加美 15.46
イナ　サラ タツヤマ マツムラ　アカネ オオクボ

2 36380 伊奈　さら(2) 竜山 15.06 2 31604 松村　茜(2) 大久保 15.75
ウエダ　コハネ オオクボ カメタニ　リア タカサゴ

3 31614 上田　心羽(2) 大久保 15.35 36026 亀谷　莉亜(2) 高砂 DNS
ツネミ　アズサ ミキ オギノ　アイユ フタミ

4 35076 常深　梓沙(2) 三木 15.53 32134 荻野　葵夕(2) 二見 DNS
オオタカ　アミル ハリマミナミ ハラダ　マコ ハサマ

5 39761 大髙　あみる(2) 播磨南 15.58 60533 原田　眞子(2) 狭間 DNS
ツツミ　カズサ アライ ヨコヤマ　マノン エイガジマチュウ

6 36145 堤　一真(2) 荒井 16.09 31811 横山　真暖(2) 江井島 DNS
マツオカ　ユア ウオズミ マエダ　リア ササヤマ

31979 松岡　結杏(2) 魚住 DNS 62134 前田　莉愛(2) 篠山 DNS
タケヤス　リコ イチジマ ヤマモト　マオ タンナン

65310 竹安　里胡(2) 市島 DNS 62783 山本　真央(2) 丹南 DNS

13組 (+0.7 m/s) 14組 (+0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コミナミ　カイホ タカサゴ タカイ　ノゾミ ホウジョウ

1 36028 小南　海帆(2) 高砂 14.84 1 37516 高井　望見(2) 北条 14.75
コタカ　マユ アオガキ タチバナ　ミサ オオクラ

2 64853 小高　万侑(2) 青垣 15.26 2 31211 橘　未紗(2) 大蔵 15.32
イワタニ　エコウ アライ ツジ　コマチ アオガキ

3 36144 岩谷　永光(2) 荒井 15.55 3 64854 辻　こまち(2) 青垣 16.64
ツチダ　アイネ サンナン ヨデン　ミウ イチジマ

4 64257 土田　愛音(2) 山南 15.91 4 65312 余田　美羽(2) 市島 16.85
ワタナベ　ココネ タツヤマ マツモト　ミユ クロダショウ

5 36386 渡辺　心夢(2) 竜山 16.05 39176 松本　美結(2) 黒田庄 DNS
スガノ　リナ キヌガワ タカタ　ノア キヌガワ

31332 菅野　莉那(2) 衣川 DNS 31334 髙田　埜愛(2) 衣川 DNS
オオイシ　リミ クロダショウ タナカ　ヒメノ キヌガワ

39172 大石　莉未(2) 黒田庄 DNS 31335 田中　姫乃(2) 衣川 DNS
カドソノ　ユメ エイガジマチュウ アヤマ　ヒナノ キヌガワ

31807 門園　柚芽(2) 江井島 DNS 31331 阿山　ひなの(2) 衣川 DNS

DQ:失格  FS:不正スタート  DNS:欠場  w:追風参考  
2021/05/ 16 15:02:54

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

１年女子100m
決勝 5/15  9:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.7 m/s) 2組 (+3.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマノ　マオ リョウソウ ツツミ　セイカセイカ ヒオカ

1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 w13.12 1 32942 堤　清香(1) 氷丘 w14.14
コンドウ　リホ アライ マルイチ　シホ カンキ

2 36152 近藤　莉帆(1) 荒井 w13.99 2 33744 丸一　志帆(1) 神吉 w14.50
ワタナベ　ココロ ハリマ ミツヨシ　マイ ハリマミナミ

3 39664 渡邊　心(1) 播磨 w14.03 3 39771 光吉　真依(1) 播磨南 w14.69
タニガワ　コズエ ヒオカ アカマツ　ホノカ ミキヒガシ

4 32940 谷河　梢(1) 氷丘 w14.20 4 35611 赤松　穂香(1) 三木東 w14.88
オオニシ　リオン ヒオカ アサカ　ヒナタ アライ

5 32941 大西　凜音(1) 氷丘 w14.39 5 36154 浅香　陽向(1) 荒井 w15.01
オオニシ　リオ ハリマミナミ カンザキ　リオ カシマ

6 39776 大西　莉央(1) 播磨南 w14.59 6 36205 神崎　里緒(1) 鹿島 w15.03
フジタ　ナツキ ミキヒガシ ハラ　タマキ ミキヒガシ

7 35617 藤田　夏希(1) 三木東 w14.73 7 35613 原　瑶葵(1) 三木東 w15.70
ウエハラ　カエデ シカタ フジモト　アリサ ミキヒガシ

8 33803 植原　楓(1) 志方 w14.79 8 35615 藤本　有彩(1) 三木東 w15.74
アサノ　ニジカ ヒラオカ

9 33211 朝野　虹香(1) 平岡 w14.94

3組 (+4.0 m/s) 4組 (+3.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キヨセ　ナミ ミキヒガシ イシカワ　ユウナ カンキ

1 35618 清瀬　七瑞(1) 三木東 w15.69 1 33743 石川　優菜(1) 神吉 w15.00
フジタ　リノ ミキヒガシ キタムラ　アマミ リョウナン

2 35614 藤田　凜乃(1) 三木東 w15.71 2 33951 北村　彩万美(1) 陵南 w15.06
カワグチ　ヒナ カコガワヤマテ サノ　カレン カンキ

33003 川口　陽菜(1) 加古川山手 DNS 3 33742 佐野　華恋(1) 神吉 w15.44
キタダ　ホノカ カコガワヤマテ スナガワ　アコ タツヤマ

33004 來田　帆加(1) 加古川山手 DNS 4 36305 砂川　亜紅(1) 竜山 w15.63
オガワ　シュリ カコガワヤマテ イシガ　マナ カンキ

33001 小川　珠璃(1) 加古川山手 DNS 5 33741 石賀　眞和(1) 神吉 w15.80
オガワ　ナナ カコガワヤマテ ニシムラ　ヒナ ミキヒガシ

33002 小川　奈々(1) 加古川山手 DNS 6 35612 西村　姫花(1) 三木東 w16.27
サカタ　ミオ カコガワヤマテ ハギハラ　カザホ カコガワヤマテ

33006 坂田　美穏(1) 加古川山手 DNS 33009 萩原　風帆(1) 加古川山手 DNS
ナカノ　ヒナノ カコガワヤマテ タカタ　ツキノ カコガワヤマテ

33008 中野　妃奈乃(1) 加古川山手 DNS 33007 髙田　つきの(1) 加古川山手 DNS

5組 (+4.0 m/s) 6組 (+3.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
セントク　マミコ ハマノミヤ コバヤシ　サラ アライ

1 33443 千徳　真心子(1) 浜の宮 w14.59 1 36151 小林　さら(1) 荒井 w14.91
サオカ　アヅサ ヒラオカ フジイ　レナ ハリマ

2 33219 佐岡　亜都沙(1) 平岡 w14.83 2 39663 藤井　玲奈(1) 播磨 w15.14
フクヤマ　ミユ ホウデン オガワ　レナ ハマノミヤ

3 34334 福山　美優(1) 宝殿 w15.00 3 33442 小川　玲奈(1) 浜の宮 w15.21
イイヌマ　サラ ハマノミヤ マツシタ　チヒロ タツヤマ

4 33440 飯沼　紗良(1) 浜の宮 w15.35 4 36309 松下　知弘(1) 竜山 w15.28
タカハシ　ナナ ホウデン シュヤマ　ツムギ タツヤマ

5 34332 高橋　奈々(1) 宝殿 w15.38 5 36302 朱山　紬(1) 竜山 w15.31
ハマナカ　ココネ ホウデン ツカモト　ユラ タツヤマ

6 34333 浜中　心寧(1) 宝殿 w15.57 6 36306 塚本　優来(1) 竜山 w15.75
ヤマニシ　カナコ リョウナン ナガヤマ　ラム リョウナン

7 33953 山西　佳那子(1) 陵南 w15.88 7 33954 永山　羅夢(1) 陵南 w16.06
ヤマシタ　ミサキ カシマ ヤマダ　イチハ タツヤマ

8 36207 山下　幸咲(1) 鹿島 w15.92 8 36304 山田　苺花(1) 竜山 w16.34

2021/05/ 16 15:01:11

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

１年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (+1.8 m/s) 8組 (+3.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カワバタ　トウコ ヒラオカ イワモト　モモカ カコガワ

1 33214 川畑　柊子(1) 平岡 15.42 1 32890 岩本　萌々果(1) 加古川 w14.19
ヨシカワ　ミウ ハリマミナミ ヨシダ　セイラ カコガワ

2 39772 吉川　美海(1) 播磨南 15.67 2 32893 吉田　聖來(1) 加古川 w15.02
ツネカワ　アヤネ タツヤマ タカタ　ヒナタ ハリマミナミ

3 36307 恒川　絢音(1) 竜山 15.69 3 39775 高田　陽葵(1) 播磨南 w15.55
クニイ　マオ カコガワ ミズノ　ユア ハリマ

4 32891 國井　麻央(1) 加古川 16.00 4 39665 水野　結愛(1) 播磨 w15.84
キヌガワ　ミヅキ アライ ウエノ　ユイナ ハリマミナミ

5 36159 衣川　海月(1) 荒井 16.06 5 39774 上野　唯菜(1) 播磨南 w16.54
ヒライ　シュリア アライ ウシジマ　モエ ハリマミナミ

6 36160 平井　聖姫愛(1) 荒井 16.37 6 39770 牛島　萌(1) 播磨南 w16.69
ホンダ　ヒマリ タツヤマ オオニシ　ニコ カコガワ

6 36301 本田　ひまり(1) 竜山 16.37 7 32892 大西　新恋(1) 加古川 w16.88
マスセ　コトア タツヤマ ミヤザキ　サヤ ヒラオカ

8 36308 増瀬　琴亜(1) 竜山 16.69 33225 宮崎　紗也(1) 平岡 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:01:11

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子200m
決勝 5/16 14:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.6 m/s) 2組 (+0.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン タケウチ　ユズ カサイ

1 33945 平野　美紀(2) 陵南 26.57 1 37771 竹内　ゆず(3) 加西 27.61
ナガノ　アミ イナミ ヒエダ　カノ ホウデン

2 39417 長野　亜美(3) 稲美 26.73 2 34376 稗田　花望(3) 宝殿 28.01
クゴ　エリナ アサヒガオカ ヤマダ　スズハ タツヤマ

3 37284 久語　英里奈(3) 旭丘 27.24 3 36385 山田　涼華(2) 竜山 28.15
テラキタ　ココメ リョウナン シモカワ　リノ カコガワ

4 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 27.35 4 32852 下川　凛乃(3) 加古川 28.57
タナカ　サホ アサギリ イリエ　コノミ ナガサカ

5 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 27.45 5 60431 入江　好美(3) 長坂 28.59
サイトウ　アカリ ハッケイ カジヤマ　ミナ イナミキタ

6 60342 齋藤　朱里(3) 八景 28.13 6 39570 梶山　眞愛(3) 稲美北 28.61
タイ　リナ ヒオカ イナダ　マユ ノノイケ

7 32934 田井　里奈(2) 氷丘 29.04 7 31461 稲田　茉侑(3) 野々池 28.67
カイハラ　ナナエ ササヤマ ニシジマ　アヤ ヒオカ

8 62132 貝原　那苗(2) 篠山 29.84 8 32914 西嶋　彩(3) 氷丘 29.82
フジタ　マヤ オノ スギヤマ　ウルハ エイガジマチュウ

37116 藤田　真矢(3) 小野 DNS 31802 杉山　麗羽(3) 江井島 DNS

3組 (+0.9 m/s) 4組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　ナルミ オノ ウラタ　ジュナ アサヒガオカ

1 37142 藤原　成美(2) 小野 28.26 1 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘 28.85
ホシ　ナゴミ ナガサカ コヤマ　アカネ ヒョウキョウダイフゾク

2 60433 保子　和(3) 長坂 28.65 2 38502 小山　茜(3) 兵教大附属 29.11
オオシマ　カレン ニシワキ アライ　ミヤビ ハリマミナミ

3 34582 大嶋　可恋(2) 西脇 29.08 3 39760 新居　みやび(2) 播磨南 29.12
マツモト　リイ カコガワ ミヤザキ　ソヨカ ホウデン

4 32849 松本　莉依(3) 加古川 29.19 4 34308 宮﨑　そよか(2) 宝殿 29.43
ヤマモト　サエ フタミ タカハシ　レイ ハマノミヤ

5 32140 山本　冴(2) 二見 29.23 5 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 29.73
キシノ　ナツキ ケヤキダイ キハラ　ヒメ カミ

6 60603 岸野　夏葵(2) けやき台 29.46 6 38900 木原　緋芽(3) 加美 30.08
コウジタニ　ユウ ヒオカ ナガク　アリサ ヒカミ

7 32931 糀谷　優(2) 氷丘 29.61 64454 長久　愛梨沙(2) 氷上 DNS
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ ウエハラ　アイカ カコガワチュウブ

8 32933 権藤　百合子(2) 氷丘 30.11 33153 上原　和華(2) 加古川中部 DNS
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ ヤギ　ヒメナ ササヤマ

33422 河本　鼓(2) 浜の宮 DNS 62135 八木　姫奈(2) 篠山 DNS

2021/05/ 16 15:04:49
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子200m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+1.4 m/s) 6組 (+2.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サコダ　ユウリ ホウデン ミツモト　ワカナ オオクボ

1 34304 迫田　優里(2) 宝殿 28.88 1 31648 光本　若奈(3) 大久保 w29.16
サカモト　アイ イナミ フジイ　ミカナ オオクボ

2 39426 坂元　愛(2) 稲美 29.10 2 31603 藤井　心叶(2) 大久保 w30.88
タカダ　ミオ ユリノキダイ ウエキ　アヤネ ヒカミ

3 60901 高田　実桜(2) ゆりのき台 29.19 3 64451 植木　綾音(2) 氷上 w31.35
ミヤジマ　ミク ヒラオカミナミ ミキ　サリナ ユリノキダイ

4 33322 宮嶋　未来(3) 平岡南 29.80 4 60902 三木　紗里奈(2) ゆりのき台 w31.51
ワダ　ナナミ オノミナミ キヌガサ　カナコ オオクボ

5 37003 和田　菜々心(2) 小野南 30.62 5 31601 衣笠　華奈子(2) 大久保 w31.93
ムラオカ　サユキ ジユウガオカ フクイ　コトミ エイガジマチュウ

6 35538 村岡　紗祐希(2) 自由が丘 30.78 31804 福井　琴未(3) 江井島 DNS
ヨシオカ　マキ ノノイケ イワタニ　カホ ミキ

7 31415 吉岡　真希(2) 野々池 31.07 35070 岩谷　佳歩(3) 三木 DNS
タケモト　サユリ イナミキタ マエダ　リア ササヤマ

8 39591 竹元　小百合(2) 稲美北 31.40 62134 前田　莉愛(2) 篠山 DNS
サト　ミサキ ヒカミ

64462 里　美咲(2) 氷上 DQ FS

7組 (+0.5 m/s) 8組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケヤス　アイカジョイ アオガキ イケダ　シュリ イナミ

1 64842 竹安　愛香ジョイ(3) 青垣 28.47 1 39414 池田　朱里(3) 稲美 28.09
タキモト　リンカ イナミ シマダ　マリア カコガワ

2 39427 滝本　鈴夏(2) 稲美 29.02 2 32875 島田　万莉愛(2) 加古川 28.85
ミズノ　ケイ イナミ ナカムラ　サナ カミ

3 39421 水野　恵依(2) 稲美 29.63 3 38904 中村　紗菜(2) 加美 29.26
ミウラ　ナツミ ヒラオカミナミ オオハシ　リノカ ウオズミ

4 33301 三浦　菜都美(2) 平岡南 31.19 4 31976 大橋　璃乃珂(2) 魚住 31.87
ミチモト　シュリ ヒカミ マスモト　アヤネ ノノイケ

5 64461 道本　珠鈴(2) 氷上 33.02 5 31411 桝本　絢音(2) 野々池 32.05
カドソノ　ユメ エイガジマチュウ タナカ　アヤネ カミ

31807 門園　柚芽(2) 江井島 DNS 6 38903 田中　綾音(2) 加美 32.37
ハヤシ　ワカナ フタミ アライ　ミサキ ノノイケ

32138 林　わかな(2) 二見 DNS 7 31401 新井　美咲(2) 野々池 32.46
ヨコヤマ　マノン エイガジマチュウ ナカムラ　ミアラ カコガワ

31811 横山　真暖(2) 江井島 DNS 32850 中村　碧愛莉(3) 加古川 DNS

DNS:欠場  DQ:失格  FS:不正スタート  w:追風参考  
2021/05/ 16 15:04:49
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年女子800m
決勝 5/16 12:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガノ　アミ イナミ ヌノイチ　ユイ カミ

1 39417 長野　亜美(3) 稲美 2:18.32 1 38901 布一　結衣(3) 加美 2:31.91
ツカモト　ユア アライ マツオ　フウカ イズミ

2 36134 塚本　夕藍(3) 荒井 2:19.50 2 37880 松尾　風花(3) 泉 2:32.84
オオニシ　ミソラ リョウナン ニシムラ　ホシミ ササヤマ

3 33921 大西　美天(3) 陵南 2:19.84 3 62123 西村　星美(3) 篠山 2:33.86
ナオエ　ウタ オオクボ イブシ　リノ ハマノミヤ

4 31651 直江　詩(3) 大久保 2:22.32 4 33410 飯伏　梨乃(3) 浜の宮 2:34.36
ミヤケ　ヒナ イナミキタ ハセガワ　アミ ヒオカ

5 39572 宮宅　ひな(3) 稲美北 2:24.51 5 32919 長谷川　杏実(3) 氷丘 2:34.53
イモト　マヒロ ボウカイ イシカワ　ユイ カンキ

6 31577 井本　まひろ(3) 望海 2:25.71 6 33721 石川　優衣(3) 神吉 2:35.88
アダチ　アイリ ニシワキ キタ　ハルナ ウオズミヒガシ

7 34591 安達　蒼璃(3) 西脇 2:28.48 7 32014 喜多　はるな(3) 魚住東 2:36.46
タカイ　リホ ウオズミヒガシ キシガミ　マナ オオクボ

8 32021 髙井　梨帆(3) 魚住東 2:28.62 8 31650 岸上　真奈(3) 大久保 2:39.86
ナカバリ　ナユ ジユウガオカ ナガミツ　ユイナ アサヒガオカ

9 35521 中張　菜柚(3) 自由が丘 2:32.10 9 37285 長光　結南(3) 旭丘 2:42.41
カワサキ　チヒロ リョウナン オハラ　ウサコ ジユウガオカ

10 33919 河﨑　千紘(3) 陵南 2:34.39 10 35522 小原　羽咲子(3) 自由が丘 2:46.15
ツジカワ　ミツキ リョウナン ヒノ　コトミ ヒラオカ

11 33912 辻川　海月(3) 陵南 2:45.40 33236 肥野　琴巳(3) 平岡 DNS
ササキ　ヒトミ ハッケイ カメイ　ヒナノ エイガジマチュウ

12 60344 佐々木　瞳(3) 八景 2:56.93 31805 亀井　ひなの(3) 江井島 DNS
オオニシ　ハルカ カコガワ ツボイ　チサト ニシワキミナミ

32846 大西　陽香(3) 加古川 DNS 34773 坪井　智聖(3) 西脇南 DNS
ナカニシ　チヒロ アカシタカオカ イシグロ　サチ イナミ

31711 中西　ちひろ(3) 明石高丘 DNS 39416 石黒　聖知(3) 稲美 DNS
ハラダ　ヒナ ヒラオカ ミズノ　サクラ カコガワ

33234 原田　陽菜(3) 平岡 DNS 32845 水野　さくら(3) 加古川 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

３年女子800m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ハルカ ヒオカ オカ　シンピ リョウナン

1 32913 小林　遙(3) 氷丘 2:37.21 1 33916 岡　深未(3) 陵南 2:42.33
カワムラ　ウタコ ヒラオカ ヨシダ　リン ウオズミ

2 33233 川村　詩子(3) 平岡 2:38.51 2 31973 吉田　凜(3) 魚住 2:42.76
ニシジマ　カンナ オノミナミ ヤマダ　チハル オオクボキタ

3 37034 西島　緩奈(3) 小野南 2:39.14 3 32208 山田　千遥(3) 大久保北 2:43.87
マエダ　サクラ オオクボ アオイシ　コマキ オオクラ

4 31644 前田　さくら(3) 大久保 2:42.33 4 31253 青石　小巻(3) 大蔵 2:44.31
タケムラ　カスミ ヒョウキョウダイフゾク イシイ　マナ オノ

5 38504 竹村　香澄(3) 兵教大附属 2:43.22 5 37111 石井　愛華(3) 小野 2:45.83
サコダ　マオ ノノイケ イシハラ　チハル ヒラオカ

6 31462 迫田　真桜(3) 野々池 2:44.36 6 33231 石原　ちはる(3) 平岡 2:46.45
アグロ　シュリ ホウジョウ カンバ　ユイ オオクボキタ

7 37504 安黒　珠璃(3) 北条 2:44.80 7 32294 上場　結衣(3) 大久保北 2:46.87
ワキモト　マリヨ カンキ タカタ　ユメ オノミナミ

8 33722 脇本　毬代(3) 神吉 2:44.87 8 37035 髙田　友愛(3) 小野南 2:48.44
コバヤシ　ノイ ミキヒガシ タナカ　ハルナ ウオズミヒガシ

9 35605 小林　希依(3) 三木東 2:47.36 9 32015 田中　陽菜(3) 魚住東 2:50.35
マツクマ　ユナ ヒオカ ヒグチ　ハルナ ササヤマ

10 32911 松熊　優奈(3) 氷丘 2:48.20 62124 樋口　陽奈(3) 篠山 DNS
マツモト　タマキ タカサゴ ホソカワ　カレン オノ

11 36020 松本　珠樹(3) 高砂 2:48.66 37118 細川　花恋(3) 小野 DNS
マツヤマ　リコ カスガ オオイシ　メク クロダショウ

12 65180 松山　莉子(3) 春日 2:49.54 39152 大石　芽来(3) 黒田庄 DNS
サノ　アカリ ニシワキミナミ キノシタ　ナナミ オオクボキタ

34771 佐野　朱里(3) 西脇南 DNS 32295 木下　七海(3) 大久保北 DNS
コヤマ　アカネ ヒョウキョウダイフゾク カドハマ　シオン ヤシロ

38502 小山　茜(3) 兵教大附属 DNS 38133 角濱　紫苑(3) 社 DNS
オノ　イズミ カコガワ ムラカミ　マイ クロダショウ

32847 小野　いずみ(3) 加古川 DNS 39160 村上　舞(3) 黒田庄 DNS

5組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジタ　ナオコ イナミ

1 39418 藤田　直子(3) 稲美 2:23.99
イトウ　モモカ ホウジョウ

2 37502 井藤　百夏(3) 北条 2:47.02
コハタ　サヤカ ササヤマ

3 62122 小畠　彩(3) 篠山 2:51.10
アサカワ　ユイ ケヤキダイ

4 60615 淺川　結生(3) けやき台 2:51.87
タカセ　ルチカ ヒョウキョウダイフゾク

5 38503 高瀬　瑠愛(3) 兵教大附属 2:54.26
センスイ　ノア アオガキ

6 64841 仙水　乃彩(3) 青垣 2:55.42
ナカジマ　レナ ハッケイ

7 60345 中島　鈴奈(3) 八景 2:55.84
イトウ　リン ホウジョウ

8 37501 伊藤　凜(3) 北条 3:02.28
モリ　ハルカ ウオズミヒガシ

9 32023 森　遥花(3) 魚住東 3:05.30
フルサト　エリナ ウオズミ

10 31970 古里　枝利奈(3) 魚住 3:06.24
キムラ　アユナ ウオズミ

11 31969 木村　歩那(3) 魚住 3:15.57
ヤマモト　リンカ ヒオカ

12 32917 山本　梨夏(3) 氷丘 3:19.30
タカシマ　ヒナ フタミ

32118 高島　妃菜(3) 二見 DNS
サカイ　ヒサナ カスガ

65177 酒井　悠那(3) 春日 DNS
タダ　ユウナ オオクボキタ

32202 多田　祐奈(3) 大久保北 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年女子800m
決勝 5/16 12:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシカワ　ナオ イナミ ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ

1 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 2:21.48 1 35532 上阪　夏実(2) 自由が丘 2:36.68
ヨシダ　エマ リョウナン シライシ　ユナ フタミ

2 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 2:22.17 2 32135 白石　結菜(2) 二見 2:39.60
ワタナベ　マヒロ ハリマ ナス　ヒナミ オオクボキタ

3 39659 渡邉　真優(2) 播磨 2:28.53 3 32234 那須　日菜美(2) 大久保北 2:41.28
ミツナガ　サエラ ベフ タマダ　ワカナ ノノイケ

4 33517 満永　彩愛(2) 別府 2:30.03 4 31408 玉田　和佳菜(2) 野々池 2:41.42
ブンギョク　サチ ハリマ クズシマ　ユイ ハマノミヤ

5 39658 分玉　彩智(2) 播磨 2:30.41 5 33423 葛島　由衣(2) 浜の宮 2:41.67
オガワ　カエノ イナミキタ ホンダ　ミヒロ カンキ

6 39590 小川　楓乃(2) 稲美北 2:33.47 6 33733 本多　美尋(2) 神吉 2:41.76
モリシタ　サラ アサヒガオカ マツイ　ミサキ ノノイケ

7 37291 森下　幸來(2) 旭丘 2:34.64 7 31412 松井　美咲希(2) 野々池 2:57.78
タチバナ　ミム ハマノミヤ オオイ　モエカ タンナン

8 33426 橘　実夢(2) 浜の宮 2:34.76 62782 大井　萌花(2) 丹南 DNS
イノウエ　リナ ヒラオカ ニシムラ　アンナ クロダショウ

9 33203 井上　莉那(2) 平岡 2:37.13 39174 西村　杏菜(2) 黒田庄 DNS
ヨシノ　マコト カシマ トシナ　ユイカ ハッケイ

10 36222 吉野　真琴(2) 鹿島 2:39.67 60353 戸階　結衣花(2) 八景 DNS
ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ アイザワ　ハナ タンナン

11 33158 中間　楠(2) 加古川中部 2:43.79 62781 相澤　花奈(2) 丹南 DNS
タダ　コハネ カシマ タケウチ　ルミ ナガサカ

12 36224 多田　心羽(2) 鹿島 2:46.46 60435 竹内　瑠心(2) 長坂 DNS
オオシオ　レイ アサヒガオカ イノウエ　マイコ イズミ

37293 大塩　澪(2) 旭丘 DNS 37890 井上　舞衣子(2) 泉 DNS
ヨシカワ　ヒナ イナミ シバタ　ユコ ササヤマ

39422 吉川　陽菜(2) 稲美 DNS 62133 柴田　愉子(2) 篠山 DNS
サワダ　ヒロカ エイガジマチュウ フジモト　アオイ クロダショウ

31808 澤田　裕佳(2) 江井島 DNS 39175 藤本　葵(2) 黒田庄 DNS
キタムラ　ハナ カコガワ アダチ　ミフユ ササヤマ

32873 北村　葉奈(2) 加古川 DNS 62131 足立　美歩悠(2) 篠山 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２年女子800m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ワシキタ　マユ ユリノキダイ フジイ　アオ イナミ

1 60903 鷲北　茉優(2) ゆりのき台 2:34.61 1 39420 藤井　青緒(2) 稲美 2:33.86
ツジモト　ソラ ホウデン アダチ　タエ アオガキ

2 34305 辻元　星愛(2) 宝殿 2:39.35 2 64851 足立　多恵(2) 青垣 2:48.56
ドウモト　ミク ヒョウキョウダイフゾク ミヤケ　ナナミ ハマノミヤ

3 38523 堂本　実来(2) 兵教大附属 2:41.43 3 33430 三宅　夏々美(2) 浜の宮 2:48.79
キシ　ヒナノ ニシワキ ツジ　コマチ アオガキ

4 34585 來住　ひなの(2) 西脇 2:42.12 4 64854 辻　こまち(2) 青垣 2:48.98
ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ ニシモト　アカリ ハリマ

5 62251 西田　美月(2) 篠山東 2:42.82 5 39657 西本　あかり(2) 播磨 2:51.34
カネバコ　タマキ アライ ミムラ　モモカ ヒョウキョウダイフゾク

6 36142 金箱　環希(2) 荒井 2:46.60 6 38527 三村　萌々香(2) 兵教大附属 2:52.66
サトウ　リオナ ウオズミ ミナト　ユウキ イナミ

7 31977 佐藤　凜音奈(2) 魚住 2:47.06 39419 湊　友希(2) 稲美 DNS
タナカ　アイ カンキ ミナミ　シオン タカサゴ

8 33732 田中　愛(2) 神吉 2:47.10 36025 南　朱温(2) 高砂 DNS
スミヨシ　セイナ ジユウガオカ キノシタ　アイラ ミキ

9 35533 住吉　聖菜(2) 自由が丘 2:47.23 35074 木下　愛羅(2) 三木 DNS
オギノ　カリン ヒカミ フルバヤシ　カホ タンナン

10 64456 荻野　花林(2) 氷上 2:47.76 62784 古林　可帆(2) 丹南 DNS
マツザワ　ヒナ ハマノミヤ ハナダ　カリン フタミ

11 33439 松澤　陽菜(2) 浜の宮 2:48.52 32137 花田　夏凛(2) 二見 DNS
オカダ　ルイ フタミ オカモト　ライナ カコガワチュウブ

12 32133 岡田　瑠依(2) 二見 2:55.28 33155 岡本　蕾奈(2) 加古川中部 DNS
ツネミ　アコ タカサゴ クギモト　リコ タカサゴ

36023 常見　彩湖(2) 高砂 DNS 36024 釘本　理子(2) 高砂 DNS
ハヤシ　マホ ユリノキダイ カガノ　モモカ タンナン

60907 林　真帆(2) ゆりのき台 DNS 62786 加賀野　桃花(2) 丹南 DNS
クルマタニ　タマミ オオクボ ミキ　ミナミ ハッケイ

31606 車谷　珠美(2) 大久保 DNS 60354 三木　ミナミ(2) 八景 DNS
ナカタニ　ユイナ イズミ タナカ　アンナ ヒカミ

37894 中谷　悠衣那(2) 泉 DNS 64460 田中　杏奈(2) 氷上 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

１年女子800m
決勝 5/16 12:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オイマツ　ワカナ アライ ヤギ　ルア アライ

1 36156 老松　和奏(1) 荒井 2:29.79 1 36153 八木　琉天(1) 荒井 2:48.21
サカモト　ヒカル ナガサカ ハヤシ　ホノカ ヒラオカ

2 60436 坂本　日花瑠(1) 長坂 2:32.90 2 33223 林　穂乃花(1) 平岡 2:54.61
サカタ　アユミ ホウデン カワカミ　マヒロ ヒラオカ

3 34331 酒田　歩実(1) 宝殿 2:37.48 3 33213 川上　茉紘(1) 平岡 2:56.24
アラキ　リオ ハリマミナミ コハラ　フキ カンキ

4 39778 荒木　理緒(1) 播磨南 2:38.01 4 33750 小原　楓生(1) 神吉 2:56.96
キヨタ　ナツキ カンキ ムライ　チナツ ホウデン

5 33746 清田　菜月(1) 神吉 2:44.18 5 34335 村井　千夏(1) 宝殿 2:59.42
ツジオカ　ミソラ タツヤマ ナガヤマ　アンジュ リョウナン

6 36303 辻岡　美空(1) 竜山 2:46.02 6 33952 永山　杏寿(1) 陵南 3:00.29
ツツミ　キト アライ サカモト　ユメカ カシマ

7 36157 堤　貴友(1) 荒井 2:46.15 7 36206 坂本　夢華(1) 鹿島 3:00.64
ホリ　カリナ ハリマミナミ フジタ　ヒナタ ミキヒガシ

8 39777 堀　香里奈(1) 播磨南 2:46.22 8 35616 藤田　陽菜(1) 三木東 3:01.15
オクムラ　サワ カンキ タナカ　ミル カンキ

9 33747 奥村　紗和(1) 神吉 2:51.41 9 33748 田中　美瑠(1) 神吉 3:02.38
ワカツキ　オキナ カンキ キタジマ　アミ ヒラオカ

10 33749 若月　緒奏(1) 神吉 2:51.80 10 33217 北嶋　杏海(1) 平岡 3:02.52
ヒサカ　ココミ ハマノミヤ エガネ　リン ヒラオカ

11 33444 日坂　心海(1) 浜の宮 2:52.67 11 33212 江金　凛(1) 平岡 3:05.99
フクトミ　ハルア アライ キタモト　マナミ カンキ

12 36158 福冨　悠晏(1) 荒井 2:52.92 12 33745 北本　愛弓(1) 神吉 3:09.46
オガワ　カナ ハマノミヤ クロカワ　ユウヒ ホウデン

13 33441 小川　加渚(1) 浜の宮 2:53.02 13 34330 黒川　夕斐(1) 宝殿 3:15.18
ニシダ　リン ササヤマヒガシ サエキ　アヤカ ハリマミナミ

14 62240 西田　琳(1) 篠山東 2:59.17 39773 佐伯　綾香(1) 播磨南 DNS
クボ　センリ カコガワヤマテ

33005 久保　千莉(1) 加古川山手 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子1500m
決勝 5/15 11:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシカワ　ナオ イナミ アダチ　アイリ ニシワキ

1 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 4:38.74 1 34591 安達　蒼璃(3) 西脇 5:12.55
ツカモト　ユア アライ ヤマシタ　マオ アライ

2 36134 塚本　夕藍(3) 荒井 4:39.13 2 36132 山下　真央(3) 荒井 5:12.95
ミヤケ　ヒナ イナミキタ ミズノ　サクラ カコガワ

3 39572 宮宅　ひな(3) 稲美北 4:53.18 3 32845 水野　さくら(3) 加古川 5:13.11
フジタ　ナオコ イナミ ナガタ　ミチカ ボウカイ

4 39418 藤田　直子(3) 稲美 4:55.92 4 31578 永田　実睦(3) 望海 5:14.43
オオニシ　ミソラ リョウナン イトウ　ユイラ カコガワチュウブ

5 33921 大西　美天(3) 陵南 4:56.13 5 33152 伊東　結良(2) 加古川中部 5:15.24
イナオカ　サキハ アライ ワシキタ　マユ ユリノキダイ

6 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 4:58.40 6 60903 鷲北　茉優(2) ゆりのき台 5:17.20
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ ヨシノ　マコト カシマ

7 35610 屋敷　萌子(2) 三木東 4:59.44 7 36222 吉野　真琴(2) 鹿島 5:19.12
ナオエ　ウタ オオクボ クロカワ　アカナ ホウデン

8 31651 直江　詩(3) 大久保 5:00.30 8 34373 黒川　采加奈(3) 宝殿 5:19.54
キシハラ　ミル カコガワチュウブ イブシ　リノ ハマノミヤ

9 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 5:01.73 9 33410 飯伏　梨乃(3) 浜の宮 5:20.57
ササキ　シノ オオクボ オガワ　カエノ イナミキタ

10 31641 佐々木　紫乃(3) 大久保 5:01.75 10 39590 小川　楓乃(2) 稲美北 5:24.97
タカイ　リホ ウオズミヒガシ アオ　マユ アサギリ

11 32021 髙井　梨帆(3) 魚住東 5:07.28 11 31112 阿尾　茉優(3) 朝霧 5:30.55
オオノ　ハルカ アサギリ ナカミチ　ミユ カイバラ

12 31124 王野　遥(2) 朝霧 5:07.40 12 64146 中道　美結(2) 柏原 5:35.27
ナルオ　マユ オオクボ ヒカズタニ　アヤネ ハリマ

13 31646 鳴尾　真優(3) 大久保 5:08.39 13 39650 日数谷　綾音(3) 播磨 5:36.21
ヌノイチ　ユイ カミ カワムラ　ウタコ ヒラオカ

14 38901 布一　結衣(3) 加美 5:10.72 14 33233 川村　詩子(3) 平岡 5:43.78
ナカバリ　ナユ ジユウガオカ マツモト　ルナ オオクボキタ

15 35521 中張　菜柚(3) 自由が丘 5:15.73 15 32207 松本　瑠南(3) 大久保北 5:47.56
アンドウ　モモカ ミキヒガシ シバモト　ミユウ イズミ

16 35608 安藤　桃花(2) 三木東 5:37.04 37881 柴本　心優(3) 泉 DNS
ツジカワ　ミツキ リョウナン マエダ　ユウネ ミキヒガシ

17 33912 辻川　海月(3) 陵南 5:48.26 35609 前田　優音(2) 三木東 DNS
キノシタ　アイラ ミキ ハセガワ　アミ ヒオカ

35074 木下　愛羅(2) 三木 DNS 32919 長谷川　杏実(3) 氷丘 DNS
ハラダ　ヒナ ヒラオカ オオニシ　ハルカ カコガワ

33234 原田　陽菜(3) 平岡 DNS 32846 大西　陽香(3) 加古川 DNS
ヨシカワ　ヒナ イナミ ナカニシ　チヒロ アカシタカオカ

39422 吉川　陽菜(2) 稲美 DNS 31711 中西　ちひろ(3) 明石高丘 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケウチ　ルミ ナガサカ ナカタニ　ユイナ イズミ

1 60435 竹内　瑠心(2) 長坂 5:24.96 1 37894 中谷　悠衣那(2) 泉 5:28.22
ヤマモト　ココナ オノミナミ イノウエ　マイコ イズミ

2 37004 山本　心愛(2) 小野南 5:25.29 2 37890 井上　舞衣子(2) 泉 5:29.01
ナス　ヒナミ オオクボキタ ササクラ　マミ ニシワキ

3 32234 那須　日菜美(2) 大久保北 5:28.63 3 34587 笹倉　愛実(2) 西脇 5:31.06
キタ　ハルナ ウオズミヒガシ ホンダ　ミヒロ カンキ

4 32014 喜多　はるな(3) 魚住東 5:28.69 4 33733 本多　美尋(2) 神吉 5:32.96
イシカワ　ユイ カンキ シライシ　ユナ フタミ

5 33721 石川　優衣(3) 神吉 5:31.98 5 32135 白石　結菜(2) 二見 5:39.47
ナガミツ　ユイナ アサヒガオカ ヨコヤマ　ルナ フタミ

6 37285 長光　結南(3) 旭丘 5:35.30 6 32110 横山　瑠奈(3) 二見 5:39.76
タチバナ　ミム ハマノミヤ オノ　イズミ カコガワ

7 33426 橘　実夢(2) 浜の宮 5:37.54 7 32847 小野　いずみ(3) 加古川 5:42.60
サコダ　マオ ノノイケ マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ

8 31462 迫田　真桜(3) 野々池 5:44.40 8 32031 真砂　彩花(2) 魚住東 5:43.78
マツオ　フウカ イズミ シチジョウ　ハナ タカサゴ

9 37880 松尾　風花(3) 泉 5:44.51 9 36027 七條　華(2) 高砂 5:45.72
モリシタ　サラ アサヒガオカ タマダ　ワカナ ノノイケ

10 37291 森下　幸來(2) 旭丘 5:45.19 10 31408 玉田　和佳菜(2) 野々池 5:46.39
タダ　コハネ カシマ イシイ　マナ オノ

11 36224 多田　心羽(2) 鹿島 5:47.36 11 37111 石井　愛華(3) 小野 5:48.61
ワキモト　マリヨ カンキ イシハラ　チハル ヒラオカ

12 33722 脇本　毬代(3) 神吉 5:48.87 12 33231 石原　ちはる(3) 平岡 5:52.98
カメイ　ヒナノ エイガジマチュウ ニシムラ　ホシミ ササヤマ

31805 亀井　ひなの(3) 江井島 DNS 13 62123 西村　星美(3) 篠山 5:54.26
サワダ　ヒロカ エイガジマチュウ アベ　クルミ フタミ

31808 澤田　裕佳(2) 江井島 DNS 14 32111 阿部　胡桃(3) 二見 5:55.20
イシダ　ユキナ カコガワチュウブ ミタニ　モカ ヒラオカ

33151 石田　幸菜(2) 加古川中部 DNS 15 33237 三谷　萌香(3) 平岡 6:06.86
ウエノ　レイ ミキヒガシ ホソカワ　カレン オノ

35602 上野　玲(3) 三木東 DNS 37118 細川　花恋(3) 小野 DNS
オオシオ　レイ アサヒガオカ ヤマサカ　ミツル ハッケイ

37293 大塩　澪(2) 旭丘 DNS 60355 山坂　心絃(2) 八景 DNS
キタサコ　エミリ オオクボ ニシムラ　アンナ クロダショウ

31600 北迫　英美里(2) 大久保 DNS 39174 西村　杏菜(2) 黒田庄 DNS
イシグロ　サチ イナミ アダチ　ミフユ ササヤマ

39416 石黒　聖知(3) 稲美 DNS 62131 足立　美歩悠(2) 篠山 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タマガキ　カホ ベフ アダチ　タエ アオガキ

1 33504 玉垣　花歩(3) 別府 5:30.93 1 64851 足立　多恵(2) 青垣 5:45.06
オオヤマ　シノン ホウデン ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ

2 30301 大山　心暖(2) 宝殿 5:33.03 2 62251 西田　美月(2) 篠山東 5:47.60
タナカ　アイ カンキ カトウ　ユイ ホウデン

3 33732 田中　愛(2) 神吉 5:34.62 3 34302 加藤　優結(2) 宝殿 5:48.07
タケムラ　カスミ ヒョウキョウダイフゾク タナカ　ハルナ ウオズミヒガシ

4 38504 竹村　香澄(3) 兵教大附属 5:36.96 4 32015 田中　陽菜(3) 魚住東 5:51.37
ヨシダ　リン ウオズミ ヤマダ　チハル オオクボキタ

5 31973 吉田　凜(3) 魚住 5:39.70 5 32208 山田　千遥(3) 大久保北 5:52.28
クズシマ　ユイ ハマノミヤ ナガタ　ホホコ ボウカイ

6 33423 葛島　由衣(2) 浜の宮 5:40.65 6 31590 永田　帆帆子(2) 望海 5:54.82
サトウ　リオナ ウオズミ ヤギ　ルア アライ

7 31977 佐藤　凜音奈(2) 魚住 5:40.73 7 36153 八木　琉天(1) 荒井 5:59.61
アオイシ　コマキ オオクラ セキ　シイカ ハマノミヤ

8 31253 青石　小巻(3) 大蔵 5:40.97 8 33424 關　椎花(2) 浜の宮 6:02.17
キシモト　サナ リョウソウ ババ　ナノカ ユリノキダイ

9 33634 岸本　紗奈(2) 両荘 5:45.81 9 60911 馬場　なの花(2) ゆりのき台 6:04.87
アサカワ　ユイ ケヤキダイ フルサト　エリナ ウオズミ

10 60615 淺川　結生(3) けやき台 5:49.11 10 31970 古里　枝利奈(3) 魚住 6:06.60
フクザワ　アオイ アサギリ ドヒ　クルミ オノミナミ

11 31123 福澤　葵(2) 朝霧 5:49.19 11 37033 土肥　くるみ(3) 小野南 6:11.16
オギノ　カリン ヒカミ オカダ　ルイ フタミ

12 64456 荻野　花林(2) 氷上 5:50.80 12 32133 岡田　瑠依(2) 二見 6:14.04
オカモト　ミユウ ホウジョウ マツイ　ミサキ ノノイケ

13 37503 岡本　美優(3) 北条 6:02.90 13 31412 松井　美咲希(2) 野々池 6:16.34
マエナカ　ミオ ニシワキミナミ センスイ　ノア アオガキ

34774 前中　望緒(3) 西脇南 DNS 14 64841 仙水　乃彩(3) 青垣 6:16.75
ヒグチ　ハルナ ササヤマ カタヤマ　ホノカ ユリノキダイ

62124 樋口　陽奈(3) 篠山 DNS 15 60904 片山　穂ノ香(2) ゆりのき台 6:19.28
ニシハタ　サトミ ミキ キムラ　アユナ ウオズミ

35077 西畑　里美(2) 三木 DNS 16 31969 木村　歩那(3) 魚住 6:45.50
キタムラ　ハナ カコガワ コバヤシ　サヤ ゼンボウ

32873 北村　葉奈(2) 加古川 DNS 37602 小林　沙弥(3) 善防 DNS
フジモト　アオイ クロダショウ ヨシオカ　サクラ ハッケイ

39175 藤本　葵(2) 黒田庄 DNS 60351 吉岡　さくら(2) 八景 DNS
アカマツ　アカネ ミキ タカマツ　イオリ イズミ

35073 赤松　明音(2) 三木 DNS 37892 高松　伊織(2) 泉 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子100mH [76.2cm]
決勝 5/16 11:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.2 m/s) 2組 (+0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　カホ ボウカイ ヤマグチ　ミユ ニシワキ

1 31581 山崎　花帆(3) 望海 15.49 1 34590 山口　心優(2) 西脇 16.59
ウエオカ　リン ハリマミナミ カタオカ　ナナ ニシワキ

2 39751 上岡　凛(3) 播磨南 15.74 2 34584 片岡　奈菜(2) 西脇 16.72
ナンジョウ　ヒメナ リョウナン ノダ　カエデ ミキヒガシ

3 33914 南條　姫菜(3) 陵南 15.95 3 35697 野田　楓(3) 三木東 17.04
ミチダ　サチナ ハリマミナミ クリヤマ　カンナ カンキ

4 39755 道田　幸奈(3) 播磨南 16.15 4 33724 栗山　栞奈(3) 神吉 17.22
タカス　フウコ ノノイケ オオツカ　オトカ ノノイケ

5 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 17.02 5 31468 大塚　乙果(3) 野々池 17.27
アライ　ミヤビ ハリマミナミ タカガキ　アユミ オオクボキタ

6 39760 新居　みやび(2) 播磨南 17.05 6 32201 高垣　歩実(3) 大久保北 17.69
イバラキ　ヒナタ リョウナン タツチ　マナ ササヤマヒガシ

7 33917 茨木　陽葵(3) 陵南 17.49 7 62260 田土　真菜(3) 篠山東 18.19
カジオ　サチ オノ オザワ　ユウナ オオクボキタ

37112 梶尾　彩智(3) 小野 DQ T8 8 32293 小澤　優奈(3) 大久保北 18.20
ドロバット　サホ ハリマミナミ フルカワ　リナ カコガワ

39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 DNS 32843 古川　莉奈(3) 加古川 DNS

3組 (+0.7 m/s) 4組 (0.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コヤマ　シズク カコガワ タカハシ　レイ ハマノミヤ

1 32844 小山　穏空(3) 加古川 17.07 1 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 18.23
モリモト　ヒカリ ホウデン イシカワ　カノン ササヤマ

2 34377 森本　陽可里(3) 宝殿 17.67 2 62121 石川　華夢(3) 篠山 18.30
イワネ　コハル ボウカイ イノリ　ミズキ ベフ

3 31591 岩根　小春(2) 望海 17.79 3 33501 祈　瑞季(3) 別府 18.45
ウメガキ　ハナ ヒカミ オオヤマ　アキ オノ

4 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 17.82 4 37141 大山　璃姫(2) 小野 19.01
シマダ　アヤネ ヒオカ ハヤシ　サナ オオクボ

5 32918 嶋田　絢音(3) 氷丘 18.48 5 31615 林　沙奈(2) 大久保 19.16
オグラ　リア オノミナミ マエカワ　サラ ヒカミ

6 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 19.39 6 64498 前川　咲空(3) 氷上 20.03
フナヤマ　リンカ オオクボキタ オギ　ミノリ ヒオカ

7 32204 舩山　凜風(3) 大久保北 19.95 7 32920 苧木　心愛(3) 氷丘 20.13
イノウエ　ミヒロ カコガワ ホソミ　ヒカリ カスガ

32872 井上　心尋(2) 加古川 DNS 65182 細見　ひかり(3) 春日 DNS
ミヤザキ　ココ クロダショウ カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

39159 宮﨑　深心(3) 黒田庄 DNS 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 DNS
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+0.3 m/s) 6組 (+0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　リンカ ヒョウキョウダイフゾク ミヤタ　アカリ ケヤキダイ

1 38506 長谷川　凜花(3) 兵教大附属 17.65 1 60609 宮田　あかり(2) けやき台 18.34
タワラ　マナミ ウオズミ コバヤシ　ノドカ ヒオカ

2 31971 田原　茉奈実(3) 魚住 19.05 2 32932 小林　和花(2) 氷丘 18.86
スギモト　アヤネ カコガワ フジカワ　ノノ ホウデン

3 32841 杉本　彩音(3) 加古川 19.20 3 34311 藤川　乃々(2) 宝殿 19.19
ヒサカゼ　カホ カンキ イワモト　トア クロダショウ

4 33723 瓢風　果歩(3) 神吉 19.87 4 39171 岩本　叶亜(2) 黒田庄 19.48
オオタニ　サヤコ オオクボ フクダ　リン カイバラ

5 31605 大谷　彩子(2) 大久保 19.88 5 64141 福田　鈴(2) 柏原 20.03
アダチ　サワ アオガキ オオガキ　ワカナ クロダショウ

6 64840 足立　沙和(3) 青垣 20.06 6 39173 大垣　若菜(2) 黒田庄 20.28
タムラ　ユズキ カスガ ナカタ　エリ オオクボ

7 65184 田村　柚季(3) 春日 20.11 7 31602 中田　英里(2) 大久保 20.56
サカガミ　ヒサキ ハリマ アシダ　ホノカ ヒカミ

8 39651 坂上　陽咲(3) 播磨 20.25 64457 芦田　ほのか(2) 氷上 DNS
ナカジマ　アヤネ ジユウガオカ

35518 中島　彩音(3) 自由が丘 DNS

7組 (+1.1 m/s) 8組 (+0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ ツノギ　ナツネ イチジマ

1 35607 馬越　ひかり(2) 三木東 19.86 1 65313 角木　夏音(2) 市島 19.76
フジワラ　シオリ ケヤキダイ フジイ　ナツ ヒオカ

2 60608 藤原　汐里(2) けやき台 20.09 2 32936 藤井　杏都(2) 氷丘 20.52
モリ　ミヒロ ヒョウキョウダイフゾク ハシモト　コヨミ ケヤキダイ

3 38507 森　美紘(3) 兵教大附属 20.46 3 60607 橋本　暦(2) けやき台 20.94
シノザキ　コハル ケヤキダイ ヤマサキ　マホ オオクボキタ

4 60605 篠崎　心春(2) けやき台 21.12 4 32239 山﨑　真穂(2) 大久保北 21.93
ハスイ　ヒオリ ノノイケ サキ　ミユウ ケヤキダイ

5 31410 蓮井　日緒莉(2) 野々池 21.34 5 60604 﨑　美結(2) けやき台 22.44
マスモト　アヤネ ノノイケ カド　ユウヒ ウオズミ

6 31411 桝本　絢音(2) 野々池 21.48 31968 角　悠妃(3) 魚住 DNS
マツオカ　ユア ウオズミ ツチダ　アイネ サンナン

7 31979 松岡　結杏(2) 魚住 21.99 64257 土田　愛音(2) 山南 DNS
タカタ　ユイカ ニシワキミナミ ウチハシ　カホ ニシワキミナミ

34781 高田　優衣花(2) 西脇南 DNS 34780 内橋　香保(2) 西脇南 DNS

DQ:失格  T8:故意にハードルを倒した  DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:04:00
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子走高跳
決勝 5/16 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サリカワ　モモエ ハサマ タニガキ　アオイ カイバラ

1 60558 去川　桃衣(3) 狭間 1.45 1 64133 谷垣　葵衣(3) 柏原 1.30
コウジタニ　ユウ ヒオカ エモト　サクラ オオクボキタ

2 32931 糀谷　優(2) 氷丘 1.45 2 32223 江本　桜来(2) 大久保北 1.30
ウメダ　カホ ジユウガオカ サカモト　アスカ オオクボキタ

3 35516 梅田　佳歩(3) 自由が丘 1.40 3 32298 坂本　明日香(3) 大久保北 1.25
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ オカザキ　リオ ニシワキ

4 33411 村上　恵(3) 浜の宮 1.40 3 34583 岡﨑　莉緒(2) 西脇 1.25
フジサワ　ユウ ノノイケ イシダ　アガサ ハマノミヤ

5 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 1.40 5 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 1.25
フジモト　カノン ヤシロ カワムラ　ハルカ リョウナン

6 38137 藤本　華望(3) 社 1.35 6 33920 川村　はるか(3) 陵南 1.20
モリモト　ラム リョウナン ササクラ　ユア ニシワキ

7 33915 森本　來夢(3) 陵南 1.35 6 34588 笹倉　結愛(2) 西脇 1.20
クボ　ホノカ ヒオカ ツオ　ナツキ ジユウガオカ

8 32923 久保　歩乃加(3) 氷丘 1.35 8 35540 津尾　菜月(2) 自由が丘 1.20
カゲヤマ　ユウカ ケヤキダイ イシドウ　モナ ホウデン

9 60626 蔭山　優花(3) けやき台 1.35 9 34378 石堂　桃菜(3) 宝殿 1.20
ナカムラ　メイ カイバラ アズマ　ミズキ ハマノミヤ

10 64143 中村　芽生(2) 柏原 1.30 33420 東　瑞稀(2) 浜の宮 NM
マスモト　アヤナ ハマノミヤ ナルミ　カナエ オオクボキタ

11 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 1.30 32235 鳴海　奏恵(2) 大久保北 NM
イモト　コナツ オオクボキタ フルタ　カホ ヒカミ

12 32291 井本　小夏(3) 大久保北 1.25 64495 古田　果穂(3) 氷上 NM
キラ　ミヅキ アサヒガオカ マツシタ　ユウカ ハリマミナミ

12 37283 吉良　美月(3) 旭丘 1.25 39754 松下　悠華(3) 播磨南 NM
サイトウ　ミユウ ウオズミヒガシ ヤマグチ　カノン ハリマミナミ

14 32020 斎藤　心優(3) 魚住東 1.25 39763 山口　華音(2) 播磨南 NM
ヨシムラ　ユズカ ヒオカ タジリ　アヤカ カコガワ

15 32912 吉村　柚香(3) 氷丘 1.25 32874 田尻　絢楓(2) 加古川 NM
オオツカ　ノア ノノイケ タカセ　リアン クロダショウ

16 31405 大塚　望愛(2) 野々池 1.20 39154 髙瀬　りあん(3) 黒田庄 DNS
ミエダ　マカナ ミキ カンザキ　ヒナツ ベフ

35072 三枝　茉叶(3) 三木 DNS 33505 神前　陽夏(3) 別府 DNS
ニシダ　クルミ ウオズミヒガシ オオタカ　アミル ハリマミナミ

32016 西田　胡桃(3) 魚住東 DNS 39761 大髙　あみる(2) 播磨南 DNS
コヤマ　ナツキ オオクラ

31252 小山　夏葵(3) 大蔵 DNS

DNS:欠場  NM:計測無し  
2021/05/ 16 15:03:35
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子走幅跳
決勝 5/15 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエダ　サエ ジユウガオカ タカマツ　シホ ユリノキダイ

1 35519 上田　咲笑(3) 自由が丘 4.70 (+1.5) 1 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 4.38 (+1.5)
フクダ　ユナ カイバラ ヒルタ　アイカ ニシワキ

2 64147 福田　結菜(2) 柏原 4.57 (+0.9) 2 34589 比留田　愛香(2) 西脇 4.20 (+1.3)
カネツク　サナ オノミナミ オオシマ　カレン ニシワキ

3 37002 鐘撞　紗楠(2) 小野南 4.56 (+0.8) 3 34582 大嶋　可恋(2) 西脇 4.11 (+1.6)
ムカイ　チヒロ ハサマ オキ　ナゴミ ウオズミヒガシ

4 60552 向井　千尋(3) 狭間 w4.50 (+2.6)  公認:4.34(0.8) 4 32024 沖　和心美(3) 魚住東 3.93 (+1.4)
コニシ　アユミ リョウナン オダ　ハルナ ユリノキダイ

5 33943 小西　亜由弓(2) 陵南 4.47 (+1.3) 5 60943 小田　陽愛(3) ゆりのき台 3.91 (+0.7)
イムラ　アヤミ ノノイケ フジワラ　ミウ ヤシロ

6 31403 井村　綾実(2) 野々池 4.46 (+0.9) 6 38139 藤原　美羽(3) 社 3.90 (+0.8)
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ ナカニシ　ミナ ノノイケ

7 33092 長谷川　茜音(2) 加古川山手 w4.46 (+3.6)  公認:4.38(1.7) 7 31409 中西　美菜(2) 野々池 3.84 (+0.2)
ナンポ　ココネ オオクラ アシダ　ホノカ ヒカミ

8 31256 南保　心音(3) 大蔵 w4.46 (+2.3)  公認:4.30(1.1) 8 64457 芦田　ほのか(2) 氷上 3.83 (+0.9)
オダ　ナノハ ヒラオカ ナガヤマ　ミキ リョウナン

9 33238 小田　菜乃羽(3) 平岡 w4.31 (+2.9)  公認:4.20(1.4) 9 33944 永山　未希(2) 陵南 3.81 (+1.0)
イノウエ　ミユ ボウカイ カド　ユウヒ ウオズミ

10 31574 井上　心優(3) 望海 4.27 (+1.5) 10 31968 角　悠妃(3) 魚住 3.66 (+1.0)
マスイ　エリコ オオクラ カミヤ　マナ アサヒガオカ

11 31254 増井　恵理子(3) 大蔵 4.25 (+1.3) 11 37282 神谷　真那(3) 旭丘 3.63 (+0.7)
ヨシダ　イオリ ミキヒガシ アシタニ　ユナ オノミナミ

12 35601 吉田　伊織(3) 三木東 w4.22 (+2.2) 12 37032 芦谷　由菜(3) 小野南 3.59 (+1.3)
ムラジリ　ノア ミキヒガシ ウダ　ホノカ ジユウガオカ

13 35698 村尻　望愛(3) 三木東 4.20 (+1.3) 13 35539 宇田　暖乃香(2) 自由が丘 w3.57 (+2.6) 公認:3.38(0.5)

イイダ　サクラ リョウナン ヤマモト　ミユ フタミ

14 33913 飯田　さくら(3) 陵南 4.20 (+1.9) 14 32127 山本　心結(3) 二見 3.53 (+1.2)
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ クロサキ　クルミ ミキヒガシ

15 62250 大西　さえ(2) 篠山東 w4.12 (+2.3)  公認:3.94(1.6) 15 35695 黒崎　幹桃(3) 三木東 3.51 (+0.7)
マジマ　モエカ ハマノミヤ サトウ　アヤカ ユリノキダイ

16 33427 間嶋　萌花(2) 浜の宮 4.11 (+1.4) 60947 佐藤　綾華(3) ゆりのき台 NM
ニシムラ　セナ オオクボキタ フジワラ　サクラ イズミ

17 32236 西村　星那(2) 大久保北 w4.10 (+2.1)  公認:3.97(1.2) 37883 藤原　さくら(3) 泉 DNS
タナカ　イチナ オオクラ ハタ　ニナ オオクボ

18 31250 田中　苺奈(3) 大蔵 4.08 (+0.7) 31609 畑　仁梛(2) 大久保 DNS
イノウエ　アジュ ミキヒガシ コテラ　アミ ミキ

19 35606 井上　亜珠(2) 三木東 4.01 (+1.1) 35075 小寺　杏実(2) 三木 DNS
カナン　アオイ ヒオカ ムラカタ　フウカ ジユウガオカ

20 32922 河南　葵(3) 氷丘 3.79 (+0.9) 35515 村方　楓香(3) 自由が丘 DNS
ミヤタケ　アオノ ヒオカ ミヤザキ　アヤネ エイガジマチュウ

21 32915 宮武　葵乃(3) 氷丘 3.79 (+2.0) 31810 宮﨑　彩寧(2) 江井島 DNS
アツミ　サエ カコガワヤマテ シバタ　ユコ ササヤマ

22 33081 厚見　咲恵(3) 加古川山手 3.76 (+0.6) 62133 柴田　愉子(2) 篠山 DNS
フジタ　マヤ オノ キタムラ　ユイ オオクボ

37116 藤田　真矢(3) 小野 DNS 31607 北村　優衣(2) 大久保 DNS
ナガク　アリサ ヒカミ マスダ　モミジ イズミ

64454 長久　愛梨沙(2) 氷上 DNS 37884 増田　椛栞(3) 泉 DNS

2021/05/ 16 15:02:22
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマシタ　リナ オオクボキタ

1 32240 山下　莉奈(2) 大久保北 3.94 (+1.3)
ウスイ　サエ ヒカミ

2 64458 臼井　彩恵(2) 氷上 w3.76 (+2.3) 公認:3.56(0.2)

オオガキ　サキ ヒカミ

3 64459 大垣　咲季(2) 氷上 3.61 (+0.7)
オカモト　リカ アサヒガオカ

4 37281 岡本　莉佳(3) 旭丘 3.58 (+1.8)
イナ　サラ タツヤマ

5 36380 伊奈　さら(2) 竜山 3.57 (+2.0)
カツラ　ネネ リョウナン

6 33918 桂　寧々(3) 陵南 3.53 (+1.0)
ナカニシ　ミズキ イナミ

7 39424 中西　瑞姫(2) 稲美 w3.48 (+2.1) 公認:3.15(0.4)

マエダ　ハルカ フタミ

8 32124 前田　はるか(3) 二見 3.44 (+1.5)
エンドウ　カレン ヒラオカ

9 33202 遠藤　可怜(2) 平岡 w3.40 (+2.5) 公認:2.93(1.0)

アライ　ミサキ ノノイケ

10 31401 新井　美咲(2) 野々池 3.36 (+1.1)
コタカ　マユ アオガキ

11 64853 小高　万侑(2) 青垣 3.32 (+1.0)
ナカザト　ユア フタミ

12 32122 中里　優亜(3) 二見 w3.25 (+2.3) 公認:3.18(0.4)

ワタナベ　ココネ タツヤマ

13 36386 渡辺　心夢(2) 竜山 w3.11 (+2.1) 公認:2.78(0.9)

ハスイ　ヒオリ ノノイケ

14 31410 蓮井　日緒莉(2) 野々池 2.98 (+0.8)
ゲモリ　ホノカ ヒオカ

15 32930 下森　帆夏(2) 氷丘 2.90 (+1.4)
タツタ　ユウム エイガジマチュウ

31806 龍田　優夢(3) 江井島 DNS
ササクラ　リオ クロダショウ

39153 笹倉　理央(3) 黒田庄 DNS
ナギ　サクラ オオクボキタ

32233 凪　咲良(2) 大久保北 DNS
クメ　ナナミ オオクボ

31608 久米　七海(2) 大久保 DNS
モリタ　ユウリ ササヤマ

62126 森田　悠莉(3) 篠山 DNS
マツモト　ミユ クロダショウ

39176 松本　美結(2) 黒田庄 DNS
オオイシ　リミ クロダショウ

39172 大石　莉未(2) 黒田庄 DNS
ツネミ　アズサ ミキ

35076 常深　梓沙(2) 三木 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  NM:計測無し  
2021/05/ 16 15:02:22
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子三段跳
決勝 5/16 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエダ　リオ ヒラオカ

1 33232 上田　梨央(3) 平岡 10.56 (+1.3)
タニオカ　ミウ オオクラ

2 31255 谷岡　美侑(3) 大蔵 9.66 (+0.1)

2021/05/ 16 15:04:46
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子砲丸投 [2.72kg]
決勝 5/15  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　ユウ シカタ タチバナ　ミサ オオクラ

1 33801 長谷川　有(2) 志方 10.79 1 31211 橘　未紗(2) 大蔵 8.90
ハラダ　ホノカ カスガ エド　アヤナ カシマ

2 65179 原田　萌花(3) 春日 10.12 2 36226 江戸　彩七(2) 鹿島 8.30
ヤスイ　リオ ハマノミヤ オオジ　ナツキ ゼンボウ

3 33432 安井　理央(2) 浜の宮 10.02 3 37650 王子　夏姫(2) 善防 8.06
トミナガ　リンコ ハサマ ヤマグチ　アイナ ノノイケ

4 60554 富永　凛子(3) 狭間 9.73 4 31413 山口　愛菜(2) 野々池 7.50
フジモト　ユイ オノ ツルサキ　ユイ ゼンボウ

5 37117 藤本　結衣(3) 小野 9.50 5 37653 鶴崎　結衣(2) 善防 7.49
ヤマダ　ユキナ シカタ タニグチ　リノア ノノイケ

6 33802 山田　幸奈(2) 志方 9.48 6 31407 谷口　里有(2) 野々池 7.40
タニガワ　アオイ ベフ カトウ　ミオ ウオズミ

7 33503 谷川　あおい(3) 別府 9.41 7 31978 加藤　実桜(2) 魚住 7.24
ヒラヤマ　リミ イナミ ハシモト　カリン ウオズミ

8 39415 平山　莉未(3) 稲美 9.27 8 31972 橋本　花稟(3) 魚住 7.22
ミウラ　マリナ フタミ イワナガ　ユナ ニシワキ

9 32126 三浦　真里奈(3) 二見 9.05 9 34581 岩永　優和(2) 西脇 7.16
コセ　イブキ ユリノキダイ サカイ　ナホ フタミ

10 60946 古瀬　伊吹(3) ゆりのき台 8.89 10 32116 酒井　菜帆(3) 二見 6.96
ムラカミ　モエカ ボウカイ ワキオ　ミカコ ハッケイ

11 31583 村上　萌香(3) 望海 8.68 11 60348 脇尾　弥可子(3) 八景 6.85
ナカムラ　ユヅキ アライ スミ　カズサ ハリマミナミ

12 36143 中村　優月(2) 荒井 8.39 12 39762 角　和紗(2) 播磨南 6.84
ハヤシ　カホ ノノイケ ササガワ　アヤカ ニシワキ

13 31464 林　香帆(3) 野々池 8.34 13 34586 篠川　彩華(2) 西脇 6.71
タケヤス　アイカジョイ アオガキ ヤマシタ　アヤノ ハッケイ

14 64842 竹安　愛香ジョイ(3) 青垣 8.30 14 60347 山下　礼乃(3) 八景 6.66
カシワギ　エリナ ハリマミナミ フクシマ　アヤノ ノノイケ

15 39752 柏木　映里奈(3) 播磨南 8.13 15 31465 福嶋　彩乃(3) 野々池 6.60
トクオカ　ミオナ アオガキ ゴトウ　ウイ イナミ

16 64855 徳岡　澪奈(2) 青垣 8.08 16 39423 後藤　羽衣(2) 稲美 6.54
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ タケダ　マホ ヒオカ

17 33091 楠本　れんげ(2) 加古川山手 8.05 17 32921 武田　真歩(3) 氷丘 6.47
イシザキ　ユウナ アライ モウリ　ユナ ハマノミヤ

18 36141 石崎　悠奈(2) 荒井 7.96 18 33431 毛利　優那(2) 浜の宮 6.42
ヤノ　ユイナ オオクラ オクノ　リンコ ヒカミ

19 31251 矢野　結菜(3) 大蔵 7.72 19 64496 奥野　りん子(3) 氷上 5.97
ウチノ　アイリ リョウナン ウエニシ　アイリ ヒラオカ

20 33911 内野　愛理(3) 陵南 7.68 20 33201 上西　愛梨(2) 平岡 5.75
ホソヤ　モア オオクボキタ ナカムラ　トモネ ハッケイ

21 32238 細谷　萌愛(2) 大久保北 7.64 60346 中村　朋音(3) 八景 DNS
ナガハマ　アオイ ヤシロ ハナダ　カリン フタミ

22 38135 長濱　藍生(3) 社 7.58 32137 花田　夏凛(2) 二見 DNS
タケモト　サユリ イナミキタ マエダ　サクラ ニシワキミナミ

23 39591 竹元　小百合(2) 稲美北 7.46 34782 前田　さくら(2) 西脇南 DNS
イシカワ　アキナ ハサマ タカセ　リアン クロダショウ

24 60553 石川　晶菜(3) 狭間 7.45 39154 髙瀬　りあん(3) 黒田庄 DNS
オカモト　ノゾミ オオクボキタ ヤオ　アズ ヒカミ

25 32225 岡本　夢未(2) 大久保北 6.90 64455 八尾　愛珠(2) 氷上 DNS
ササキ　ルリ ハサマ カワノ　ミオ ユリノキダイ

60557 佐々木　瑠璃(3) 狭間 DNS 60905 川野　未央(2) ゆりのき台 DNS
ナカヤマ　ソラ カイバラ ハッタ　オト カコガワチュウブ

64134 仲山　青空(3) 柏原 DNS 33159 八田　穏都(2) 加古川中部 DNS
マエダ　ユマ ササヤマ フジワラ　ミオウ クロダショウ

62125 前田　優茉(3) 篠山 DNS 39156 藤原　姫桜(3) 黒田庄 DNS
フジワラ　モモ クロダショウ ナイトウ　サララ イズミ

39157 藤原　萌百(3) 黒田庄 DNS 37891 内藤　さらら(2) 泉 DNS

DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:01:06
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子円盤投 [1.0kg]
決勝 5/16 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ササキ　ルリ ハサマ ハセガワ　ユウ シカタ

1 60557 佐々木　瑠璃(3) 狭間 24.76 1 33801 長谷川　有(2) 志方 21.22
ヤスイ　リオ ハマノミヤ ヒラヤマ　リミ イナミ

2 33432 安井　理央(2) 浜の宮 23.71 2 39415 平山　莉未(3) 稲美 20.60
トクオカ　ミオナ アオガキ ササガワ　アヤカ ニシワキ

3 64855 徳岡　澪奈(2) 青垣 23.36 3 34586 篠川　彩華(2) 西脇 18.40
カドヤ　ミサト ボウカイ ウチハシ　ユラ オオクボキタ

4 31593 角谷　美怜(2) 望海 22.95 4 32222 内橋　ゆら(2) 大久保北 17.88
ハヤシ　カホ ノノイケ ミウラ　マリナ フタミ

5 31464 林　香帆(3) 野々池 22.46 5 32126 三浦　真里奈(3) 二見 16.95
トミナガ　リンコ ハサマ オクノ　リンコ ヒカミ

6 60554 富永　凛子(3) 狭間 22.34 6 64496 奥野　りん子(3) 氷上 16.66
マエダ　ユマ ササヤマ コバヤシ　ミオ ホウデン

7 62125 前田　優茉(3) 篠山 21.45 7 34303 小林　澪桜(2) 宝殿 16.23
タニグチ　リノア ノノイケ ホソヤ　モア オオクボキタ

8 31407 谷口　里有(2) 野々池 21.17 8 32238 細谷　萌愛(2) 大久保北 15.78
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ イワナガ　ユナ ニシワキ

9 33091 楠本　れんげ(2) 加古川山手 21.08 9 34581 岩永　優和(2) 西脇 15.48
ヤク　ミヅキ ボウカイ トガワ　フウカ ナガサカ

10 31580 夜久　美月(3) 望海 21.05 10 60432 戸川　颯空(3) 長坂 15.39
ウマダ　リンナ ボウカイ ヤノ　ユイナ オオクラ

11 31575 馬田　凛奈(3) 望海 20.69 11 31251 矢野　結菜(3) 大蔵 14.32
コセ　イブキ ユリノキダイ ヤスダ　サキ ホウデン

12 60946 古瀬　伊吹(3) ゆりのき台 20.61 12 34309 保田　紗希(2) 宝殿 13.51
イシカワ　アキナ ハサマ モウリ　ユナ ハマノミヤ

13 60553 石川　晶菜(3) 狭間 20.49 13 33431 毛利　優那(2) 浜の宮 13.22
ハラダ　ホノカ カスガ カマダ　アリス オオクボキタ

14 65179 原田　萌花(3) 春日 19.44 14 32226 鎌田　ありす(2) 大久保北 11.31
ワキオ　ミカコ ハッケイ マエダ　ノノ カスガ

15 60348 脇尾　弥可子(3) 八景 18.71 65183 前田　野乃(3) 春日 DNS
ナガタ　マイア イチジマ ササクラ　リオ クロダショウ

16 65311 永田　まいあ(2) 市島 18.19 39153 笹倉　理央(3) 黒田庄 DNS
ヤマグチ　アイナ ノノイケ フジモト　コトネ クロダショウ

17 31413 山口　愛菜(2) 野々池 17.94 39161 藤本　琴音(3) 黒田庄 DNS
ヤマダ　ユキナ シカタ ヤオ　アズ ヒカミ

18 33802 山田　幸奈(2) 志方 17.85 64455 八尾　愛珠(2) 氷上 DNS
カシワギ　エリナ ハリマミナミ フクシマ　アヤノ ノノイケ

19 39752 柏木　映里奈(3) 播磨南 15.96 31465 福嶋　彩乃(3) 野々池 DNS
トミナガ　マイナ オオクボキタ トダ　レイナ カスガ

20 32232 冨永　苺梨(2) 大久保北 15.31 65178 戸田　怜那(3) 春日 DNS
ナカムラ　トモネ ハッケイ スミ　カズサ ハリマミナミ

60346 中村　朋音(3) 八景 DNS 39762 角　和紗(2) 播磨南 DNS

DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:03:50
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  P  1  

種目 ２・３年 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/5/15 審判長 東浦　一裕

競技会名 第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有） 競技場名 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会 [28] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考

4 33321
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ w 16.23 (+2.1) 1.45 9.86 w 27.91 (+2.3)

2410 1
今本　七望(3) 平岡南 686[686] 566[1252] 520[1772] 638[2410]

5 60551
サワダ　アヤ ハサマ w 15.70 (+2.1) 1.45 7.65 w 29.18 (+2.3)

2235 2
澤田　彩(3) 狭間 751[751] 566[1317] 377[1694] 541[2235]

7 64143
ナカムラ　メイ カイバラ w 15.96 (+2.1) 1.39 7.86 w 29.44 (+2.3)

2133 3
中村　芽生(2) 柏原 719[719] 502[1221] 390[1611] 522[2133]

15 64452
ウメガキ　ハナ ヒカミ w 17.57 (+2.6) 1.39 8.11 w 29.99 (+2.3)

1925 4
梅垣　花菜(2) 氷上 534[534] 502[1036] 406[1442] 483[1925]

8 31467
フジサワ　ユウ ノノイケ w 17.73 (+2.1) 1.51 6.68 w 30.77 (+2.3)

1894 5
藤澤　優羽(3) 野々池 517[517] 632[1149] 315[1464] 430[1894]

13 60617
ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ w 17.48 (+2.6) 1.33 7.22 w 29.56 (+2.3)

1844 6
上林　莉歩(3) けやき台 543[543] 439[982] 349[1331] 513[1844]

9 31468
オオツカ　オトカ ノノイケ w 17.17 (+2.1) 1.25 6.96 29.58 (+1.2)

1780 7
大塚　乙果(3) 野々池 577[577] 359[936] 332[1268] 512[1780]

3 64142
ヤマシタ　メイビ カイバラ w 17.14 (+2.1) 1.33 6.66 w 30.64 (+2.3)

1771 8
山下　萌妃(2) 柏原 581[581] 439[1020] 313[1333] 438[1771]

18 33438
マスモト　アヤナ ハマノミヤ w 18.59 (+2.6) 1.39 6.41 32.21 (+1.2)

1567 9
升元　絢菜(2) 浜の宮 429[429] 502[931] 297[1228] 339[1567]

16 32841
スギモト　アヤネ カコガワ w 18.83 (+2.6) 1.25 5.99 29.98 (+1.2)

1519 10
杉本　彩音(3) 加古川 406[406] 359[765] 271[1036] 483[1519]

17 39651
サカガミ　ヒサキ ハリマ w 19.48 (+2.6) 1.30 6.84 31.51 (+1.2)

1463 11
坂上　陽咲(3) 播磨 347[347] 409[756] 325[1081] 382[1463]

2 32844
コヤマ　シズク カコガワ w 17.29 (+2.1) NM 8.42 31.67 (+1.2)

1363 12
小山　穏空(3) 加古川 564[564] 0[564] 427[991] 372[1363]

12 33920
カワムラ　ハルカ リョウナン w 20.15 (+2.6) 1.25 6.30 30.97 (+1.2)

1355 13
川村　はるか(3) 陵南 290[290] 359[649] 290[939] 416[1355]

10 32112
ウエカワ　ツグミ フタミ w 20.61 (+2.6) NM 7.68 DNS

- -
植川　亜海(3) 二見 254[254] 0[254] 379[633] -[-]

11 32205
マスイ　コハル オオクボキタ w 22.06 (+2.6) 1.20 DNS DNS

- -
増井　心陽(3) 大久保北 154[154] 312[466] -[-] -[-]

14 32206
マツモト　アヤサ オオクボキタ w 19.72 (+2.6) 1.39 DNS DNS

- -
松本　采紗(3) 大久保北 326[326] 502[828] -[-] -[-]

1 34590
ヤマグチ　ミユ ニシワキ DNS DNS DNS DNS

- -
山口　心優(2) 西脇 -[-] -[-] -[-] -[-]

6 39753
ドロバット　サホ ハリマミナミ DNS DNS DNS DNS

- -
ドロバット　さほ(3) 播磨南 -[-] -[-] -[-] -[-]

w:追風参考  NM:計測無し  DNF:途中棄権  DNS:欠場  



リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子200m
決勝 5/15 15:50 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+1.2 m/s) 2組 (+2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオツカ　オトカ ノノイケ 512 イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 638

1 31468 大塚　乙果(3) 野々池 29.58 1 33321 今本　七望(3) 平岡南 w27.91
スギモト　アヤネ カコガワ 483 サワダ　アヤ ハサマ 541

2 32841 杉本　彩音(3) 加古川 29.98 2 60551 澤田　彩(3) 狭間 w29.18
カワムラ　ハルカ リョウナン 416 ナカムラ　メイ カイバラ 522

3 33920 川村　はるか(3) 陵南 30.97 3 64143 中村　芽生(2) 柏原 w29.44
サカガミ　ヒサキ ハリマ 382 ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ 513

4 39651 坂上　陽咲(3) 播磨 31.51 4 60617 上林　莉歩(3) けやき台 w29.56
コヤマ　シズク カコガワ 372 ウメガキ　ハナ ヒカミ 483

5 32844 小山　穏空(3) 加古川 31.67 5 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 w29.99
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 339 ヤマシタ　メイビ カイバラ 438

6 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 32.21 6 64142 山下　萌妃(2) 柏原 w30.64
ウエカワ　ツグミ フタミ - フジサワ　ユウ ノノイケ 430

32112 植川　亜海(3) 二見 DNS 7 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 w30.77

DNS:欠場  w:追風参考  
2021/05/ 16 15:03:16
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子100mH [76.2cm]
決勝 5/15  9:00 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+2.1 m/s) 2組 (+2.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サワダ　アヤ ハサマ 751 ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ 543

1 60551 澤田　彩(3) 狭間 w15.70 1 60617 上林　莉歩(3) けやき台 w17.48
ナカムラ　メイ カイバラ 719 ウメガキ　ハナ ヒカミ 534

2 64143 中村　芽生(2) 柏原 w15.96 2 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 w17.57
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 686 マスモト　アヤナ ハマノミヤ 429

3 33321 今本　七望(3) 平岡南 w16.23 3 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 w18.59
ヤマシタ　メイビ カイバラ 581 スギモト　アヤネ カコガワ 406

4 64142 山下　萌妃(2) 柏原 w17.14 4 32841 杉本　彩音(3) 加古川 w18.83
オオツカ　オトカ ノノイケ 577 サカガミ　ヒサキ ハリマ 347

5 31468 大塚　乙果(3) 野々池 w17.17 5 39651 坂上　陽咲(3) 播磨 w19.48
コヤマ　シズク カコガワ 564 マツモト　アヤサ オオクボキタ 326

6 32844 小山　穏空(3) 加古川 w17.29 6 32206 松本　采紗(3) 大久保北 w19.72
フジサワ　ユウ ノノイケ 517 カワムラ　ハルカ リョウナン 290

7 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 w17.73 7 33920 川村　はるか(3) 陵南 w20.15
ヤマグチ　ミユ ニシワキ - ウエカワ　ツグミ フタミ 254

34590 山口　心優(2) 西脇 DNS 8 32112 植川　亜海(3) 二見 w20.61
ドロバット　サホ ハリマミナミ - マスイ　コハル オオクボキタ 154

39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 DNS 9 32205 増井　心陽(3) 大久保北 w22.06

w:追風参考  DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:00:54
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子走高跳
決勝 5/15 10:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジサワ　ユウ ノノイケ 632

1 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 1.51
サワダ　アヤ ハサマ 566

2 60551 澤田　彩(3) 狭間 1.45
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 566

3 33321 今本　七望(3) 平岡南 1.45
ナカムラ　メイ カイバラ 502

4 64143 中村　芽生(2) 柏原 1.39
ウメガキ　ハナ ヒカミ 502

5 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 1.39
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 502

6 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 1.39
マツモト　アヤサ オオクボキタ 502

7 32206 松本　采紗(3) 大久保北 1.39
ヤマシタ　メイビ カイバラ 439

8 64142 山下　萌妃(2) 柏原 1.33
ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ 439

9 60617 上林　莉歩(3) けやき台 1.33
サカガミ　ヒサキ ハリマ 409

10 39651 坂上　陽咲(3) 播磨 1.30
オオツカ　オトカ ノノイケ 359

11 31468 大塚　乙果(3) 野々池 1.25
カワムラ　ハルカ リョウナン 359

12 33920 川村　はるか(3) 陵南 1.25
スギモト　アヤネ カコガワ 359

13 32841 杉本　彩音(3) 加古川 1.25
マスイ　コハル オオクボキタ 312

14 32205 増井　心陽(3) 大久保北 1.20
コヤマ　シズク カコガワ 0

32844 小山　穏空(3) 加古川 NM
ウエカワ　ツグミ フタミ 0

32112 植川　亜海(3) 二見 NM
ドロバット　サホ ハリマミナミ -

39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 DNS
ヤマグチ　ミユ ニシワキ -

34590 山口　心優(2) 西脇 DNS

NM:計測無し  DNS:欠場  
2021/05/ 16 15:01:42
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リザルトリスト
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別（東播・丹有）[] 審判長 東浦　一裕
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 信近　清志

２・３年女子砲丸投 [2.72kg]
決勝 5/15 13:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 520

1 33321 今本　七望(3) 平岡南 9.86
コヤマ　シズク カコガワ 427

2 32844 小山　穏空(3) 加古川 8.42
ウメガキ　ハナ ヒカミ 406

3 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 8.11
ナカムラ　メイ カイバラ 390

4 64143 中村　芽生(2) 柏原 7.86
ウエカワ　ツグミ フタミ 379

5 32112 植川　亜海(3) 二見 7.68
サワダ　アヤ ハサマ 377

6 60551 澤田　彩(3) 狭間 7.65
ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ 349

7 60617 上林　莉歩(3) けやき台 7.22
オオツカ　オトカ ノノイケ 332

8 31468 大塚　乙果(3) 野々池 6.96
サカガミ　ヒサキ ハリマ 325

9 39651 坂上　陽咲(3) 播磨 6.84
フジサワ　ユウ ノノイケ 315

10 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 6.68
ヤマシタ　メイビ カイバラ 313

11 64142 山下　萌妃(2) 柏原 6.66
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 297

12 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 6.41
カワムラ　ハルカ リョウナン 290

13 33920 川村　はるか(3) 陵南 6.30
スギモト　アヤネ カコガワ 271

14 32841 杉本　彩音(3) 加古川 5.99
ヤマグチ　ミユ ニシワキ -

34590 山口　心優(2) 西脇 DNS
マスイ　コハル オオクボキタ -

32205 増井　心陽(3) 大久保北 DNS
マツモト　アヤサ オオクボキタ -

32206 松本　采紗(3) 大久保北 DNS
ドロバット　サホ ハリマミナミ -

39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 DNS

DNS:欠場  
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