




9:15 女子混成 １００ｍＨ 全員計時 (1～3) 9:00 男子２年 ３０００ｍ
タイムレー

ス
決勝

(1)

30 男子混成 １１０ｍＨ 全員計時 (1・2) 15 (1・2)

40 (1・2) 30 (3・4)

10:05 (3)  45 (5)　

20 男子２年 １５００ｍ
タイムレー

ス
決勝

(1・2) 10:00 男子共通 ８００ｍ
タイムレー

ス
決勝

(1・2)

45 (1・2) 25 (1・2)

11:10 (3) 50 (3)

25 (1～3)　 11:00 (1・2)

40 (4・5) 10 (3・4)

50 (1～3)　 20 女子共通 ２００ｍ
タイムレー

ス
決勝

(1～3)　

12:05 (4～6) 35 男子共通 １１０ｍＨ
タイムレー

ス
決勝

(1・2)

20 (7)　  50 (1・2)

30 (1～3)　 12:05 (3・4)

45 (4・5) 20 (1・2)

55 (1～3)　 45 (3)

13:10 (4～6) 13:00 (1・2)

25 男子共通 ４００ｍ
タイムレー

ス
決勝

(1・2) 15 (3・4)

30 (5)　

14:15 男子混成 ４００ｍ 全員計時 (1・2)　

25 女子混成 ２００ｍ 全員計時 (1～3)　

【フィールド競技】  【フィールド競技】

＜　跳　躍　＞

9:20 女子共通 走　幅　跳 決勝 （Ａ） 9:45 女子共通 走　高　跳 決勝 （Ａ）

10:25 女子混成 走　高　跳 （Ａ） 11:00 男子共通 走　高　跳 決勝 （Ａ）

12:25 男子混成 走　高　跳 （Ａ） 12:00 男子共通 三　段　跳 決勝 （Ａ）

13:00 男子共通 走　幅　跳 決勝 （Ａ）

10:15 男子共通 円　盤　投 決勝  10:15 女子共通 砲　丸　投 決勝 （Ａ）

10:45 男子混成 砲　丸　投 （Ａ） 12:45 男子共通 砲　丸　投 決勝 （Ａ）

12:45 女子共通 円　盤　投 決勝  

13:00 女子混成 砲　丸　投 （Ａ）

タイムレー
ス

決勝
女子２年

８００ｍ
タイムレー

ス
決勝

女子１年 １００ｍ
タイムレー

ス
決勝

女子共通 １００ｍＨ
タイムレー

ス
決勝

１００ｍ

タイムレー
ス

決勝
男子共通 ２００ｍ

タイムレー
ス

決勝

男子２年 １００ｍ
タイムレー

ス
決勝

女子共通 １５００ｍ
タイムレー

ス
決勝

男子１年 １５００ｍ

男子１年 １００ｍ
タイムレー

ス
決勝

男子共通 ４×１００ｍ
タイムレー

ス
決勝

女子共通 ４×１００ｍ
タイムレー

ス
決勝

女子２年 ８００ｍ
タイムレー

ス
決勝

女子１年

開始式　８時４５分

＜ 投 て き ＞

競 　　技 　　日 　　程

【トラック競技】【トラック競技】

＜ 投 て き ＞

　第１日目　９月４日（土） 　第２日目　９月５日（日）

＜ 跳 　躍 ＞



競技注意事項 

１．競技規則について 

本大会は、２０２１年 日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定よって行う。 

 

２．競技者の招集について 

（１）競技者招集は現地コールとする。 

（２）招集時刻は、その競技開始時刻を基準とし、下記のように定める。 

種   目 招集開始時刻 招集完了時刻 

トラック競技 競技開始15分前 競技開始10分前 

フィールド競技 競技開始25分前 競技開始20分前 

（３）招集の手順 

     ①競技者は招集開始時刻までに現地に集合し点呼を受ける。その際、アスリートビブス・スパイクピンの長さ（走

高跳は12㎜ 以下、その他は9㎜ 以下）・衣類および競技場内への持ち込み物品等の点検を受ける。 

     ②２種目に出場し、競技時間や招集時間がかさなっている場合は、あらかじめ本人が多種目同時出場届を本部に

届け出ること。 

   ③招集完了時刻に遅れた者は、当該種目を棄権したものとして処理する。 

   ④四種競技出場者の招集については以下の要領で行う。 

    ＊トラック種目：（３）の①に従って、競技者係による点呼を受ける。 

    ＊フィールド種目：招集開始時刻に現地に集合し点呼を受ける。 

     ⑤リレーの各走者は現地で点呼を受けること。ただし、他種目とかさなるなどのため、点呼が受けられない場合

は、（３）②に従いその旨を事前に申し出て許可をえておくこと。 

     ⑥競技への出場をやむを得ず棄権する時は、招集開始時刻までに当該選手の監督がその旨を競技者係に申し出る

こと。四種競技出場者が途中で棄権する場合は、審判長に申し出ること。 

   ⑦２種目以上の競技に同時に出場するときには、審判長の判断で、フィールド競技について競技順を変更して出

場することができる。〔TR4.3〕 

 

３．競技運営について 

（１）トラック種目はすべてタイムレース決勝、また、フィールド種目は走高跳を除いて３回の試技を行う。 

（２）トラック競技の走路順、フィールド競技の試技順は、スタートリスト記載の番号で示す。 

（３）トラック競技の計時は、写真判定（１／１００秒）とし、同記録の場合は、より細かく優劣を判定して順位を決

定する。（１／１０００秒単位で確認するが、２／１０００秒以上の差が認められた場合を着差とする。） 

（４）トラック競技のスタートにおいて、「On your marks（位置について）」あるいは「Set（用意）」の合図の後、あ

る競技者が音声その他の方法で、他の競技者をじゃまするよう場合は不適切行為とみなす。〔TR16.5.2〕 

（５）スタートについては、「イングリッシュコマンドとし、１回目に不正スタートした者を失格」とする。 

   尚、混成競技においては、各レースでの不正スタートは１回のみとし、その後に不正スタートした競技者は、す

べて失格とする。〔TR16.8〕 

（６）スタートにおける不適切行為は、TR16.5を適用せず注意にとどめる。 

（７）リレー競技のマーカーは１カ所とし、競技場備え付けのマーカーを使用すること。（加古川競技場特別規定） 

（８）リレーチームの編成メンバーは、リレーまたは他の種目に申し込んでいる競技者であれば出場できる。ただし、

少なくとも２人はリレーに申し込んだ競技者であること。〔TR24.10〕 

（９）リレーチームの編成（オーダー用紙提出）は、招集完了時刻１時間前までに記録室に提出する。 

   〔TR24.11〕 

（10）短距離走では、競技者安全のため、フィニッシュライン到着後も自分に割り当てられた走路を走ること。 

（11）競技者に対する助力については、TR6.2を適用するので十分に気をつけること。 

（12）競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示によって行うこと。 

（13）助走路が使われるフィールド競技のマーカーは、２個まで置くことができる。このようなマーカーが準備されな

い場合は、粘着テープを使用してもよい。〔TR25.3.1〕 

（14）サークルから行うフィールド競技では、マーカーを１つだけ使用することができる。〔TR25.3.2〕 

４．TR５競技用靴の対応について 

 日本中体連陸上競技部からの通知（県中体連陸上競技部HPに記載）に従い、次のようにする。 



 ①トラック競技用シューズは、WA承認リストであっても計測対象とする。 

 ②フィールド競技用シューズのTR5.5適用除外処置 

 ③シューズの計測など 

 

５．アスリートビブスについて 

（１）アスリートビブスは、ユニホームの胸背部に確実に結着すること。跳躍競技者は、胸または背につけるだけでも

よい。アスリートビブスはプログラムに記載のものと同じ番号でなければならない。[TR5.7] 

（２）トラック競技出場者は、アスリートビブス（腰）をランニングパンツ右側上部やや後方につける。（アスリートビ

ブス（腰）は招集時に受け取り、競技終了後各自持ち帰る。） 

 

６．走高跳・棒高跳におけるバーの上げ方について 

種  目 性 別 練習 競    技 

走 高 跳 
男 子 1m35 1m40 ～ 1m60   5㎝ ずつ  1m60以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m20 1m25 ～ 1m40   5㎝ ずつ  1m40以上  3㎝ ずつ 

四種競技 

（走高跳） 

男 子 1m30 1m35 ～ 1m55   5㎝ ずつ  1m55以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m15 1m20 ～ 1m40   5㎝ ずつ  1m40以上  3㎝ ずつ 

      ①走高跳の決勝で、最後の一人になり優勝が決まるまで、上記のバーの上げ方をする。 

②第１位を決定するためのバーの上げ下げは、走高跳は２㎝きざみとする。[TR26.9.4] 

 

７．フィールド種目における計測標準記録について 

 フィールド競技の決勝において、次の記録に達しない場合は計測しないことがある。 

種  目 性 別 計 測 ラ イ ン 

走 幅 跳     
男 子 ４ｍ９０ 

女 子 ４ｍ１０ 

三 段 跳 男 子 １０ｍ００ 

砲 丸 投 
男 子  ７ｍ００ 

女 子   ８ｍ００ 

円 盤 投 
男 子 １８ｍ００ 

女 子 １６ｍ００ 

 

８．用器具について 

競技に使用する用器具は、すべて主催者が用意したものを使用しなければならない。また、練習用としても個人の用

器具を競技場内に持ち込んではならない。 

 

９．表彰について 

（１）入賞者の得点は、１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５位４点、６位３点、７位２点、８位１点とする。 

（２）男女総合、男子総合、女子総合優勝校に、それぞれ表彰状・優勝杯を、準優勝校に表彰状・準優勝杯を、３位校

に表彰状を授与する。（表彰式は行わない） 

（３）各種目１位～３位の選手に表彰状を授与する。（表彰式は行わない） 

 

１０．その他 

（１）無観客での試合とする。 

（２）ウォームアップ場は、補助競技場を原則とする。（駐車場・芝生広場での練習は禁止する） 

（３）本競技場での練習は、許可された時間帯以外は認めない。 

（４）選手・役員以外は競技場内に立ち入ることはできない。 

（５）本部前の通行は一切禁止する。（スタンド下通路・場外・バックスタンドのいずれかを利用すること） 

（６）貴重品の管理は各自で責任を持って行い、ゴミは各自で持ち帰ること。（競技場内にゴミ箱は設置していない） 

（７）競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者で行う。それ以降の処置については、各校の責任に

おいて、日本体育・学校健康センター法の定めを適用すること。 

 大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項については、別記の 

 「東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会開催について」を必ず確認すること。 



                                           令和３年度 
               第４３回    東播地区中学校新人体育大会 
               第４０回    東播地区中学校新人陸上競技大会 
                                                                                            （２８３５９１） 

 
１  主    催    東播地区中学校体育連盟    兵庫陸上競技協会    加古川市教育委員会 
 
 
２  主    管    東播地区中学校体育連盟陸上競技部  加古川市中学校体育連盟 

 
 
３  後    援    神戸新聞社 
 
 
４  日    時    令和３年９月４日（土）    開始宣言  午前  ８：５０ 
                                           競技開始  午前 ９：１５ 
                令和３年９月５日（日）    競技開始  午前 ９：１５ 
                                           閉会宣言  午後  ２：３０ 
 
 
５  場    所    加古川運動公園陸上競技場（２８１０６０） 
                住所：加古川市西神吉町鼎１０５０    ０７９－４３３－２６６２ 
 
 
６  種    目   【男子１７種目】 
               １年生：１００ｍ(13"74)  １５００ｍ(5'20"0) 
               ２年生：１００ｍ(12"74)  １５００ｍ(4'45"0) ３０００ｍ(10'30"0) 
              共通：２００ｍ(26"44)  ４００ｍ(62"14)  ８００ｍ(2'24"0)  １１０ｍＨ(20"04) ４×１００ｍＲ 
                       走高跳(1m40)  棒高跳(2m30)  走幅跳(4m90)  三段跳(10m00)  砲丸投(5㎏7m00)       
            円盤投(1.5kg18m)    四種競技（１１０ｍＨ・砲丸投・走高跳・４００ｍ）  
               【女子１３種目】 
               １年生：１００ｍ(14"84) ８００ｍ(2’50”0) 
               ２年生：１００ｍ(14"24) ８００ｍ(2’43”0) 
              共通：２００ｍ(29"44)  １５００ｍ(5'35"0)   １００ｍＨ(20"14)                             

                        ４×１００ｍＲ  走高跳(1m25)  走幅跳(4m10)  砲丸投(2.72㎏8m00)  円盤投(1㎏16m00) 
                       四種競技（１００ｍＨ・走高跳・砲丸投・２００ｍ） 
 
 
７  出場資格    日本中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学生であること。 
 
 
８  出場制限    ①一人２種目以内とする。（但し、リレーは除く） 
                ②１種目に１校２名以内とする。 
                ③各リレーは１校１チームとする。 
                ④各学年とも、当該学年の種目および共通種目に出場できる。 
                ⑤リレー、四種競技以外は参加標準記録を突破していること。               
                          

 
９  競技規定    ①２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会規定によって行う。 
                ②男女別学校対抗とする。 
                ③フィールド種目は、セレクションラインを設ける。 
 
 
10  表彰規定    ①男女総合、男子総合、女子総合で学校対抗とし、 
                  優勝校に優勝杯と表彰状、準優勝校に準優勝杯と表彰状、３位校に表彰状を授与する。 
                ②各種目１位～３位の選手に表彰状を授与する。 
 
 
11  申込方法   【東播地区中学校陸上競技部及びアスリートランキングのホームページを利用】 
        ・申し込み入力は、８月６日（金）～８月２０日（金）に行うこと。 
        ・申し込み入力完了後、エントリー画面の種目順の項目にチェックを入れて、一覧表を印刷すること。 
        ・代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。 
        ・一覧表は２部（１部コピー）作成し、８月２３日（月）までに、地区委員長へ送付のこと。 

 
 
12  プログラム編成会議    令和３年８月２５日（水）  加古川運動公園陸上競技場  午後２時 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
13  そ の 他    ①参加生徒の引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。なお、部活動指導員は他校の引率

者及び依頼監督にはなれない。また、本大会に出場するチームの監督、部活動指導員、外部指導者（コ
ーチ）、トレーナー等は、「運動部活動顧問等の部活動指導中おける暴力・体罰・セクハラ等に対する
日本中学校体育連盟の対応（平成30年3月29日付平29中体第46号）」に準じ、部活動の指導中におけ
る暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であること。
校長はこの点を確認して、本会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指導
措置を受けていないこととする。 

                ②教師以外の者がコーチ等にあたる場合には、学校長の承認を得ること。 
                ③当該校以外の中学校教員は、外部コーチにはなれない。また同一人物が複数校の外部コーチになれない。 
                ④選手の変更は、認めない。 
                ⑤競技中の傷害に対しては、応急処置のみを行う。以後は日本スポーツ振興センター等を通して各学校で
         処置すること。                                       
               ⑥競技場でのマナーについて、各学校で事前指導を徹底しておくこと。特に新型コロナウイルス感染防止
         対策に関しては、別紙を参照し丁寧に対応すること。 
                ⑦各校１名以上の競技役員を終日出すこと。 
                ⑧競技注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。 
                ⑨申込書に記載した氏名は新聞の結果報道に掲載されることをチーム内で確認しておく。 
                ⑩競技会当日、午前６時に加古川市に気象警報（津波以外）が発令されている場合、学校または自宅で待

機する。その後の対応については、各市郡委員長に連絡する。 
                ⑪スタートリスト及び大会結果は、東播地区中学校陸上競技部ホームページ等で公開する。その旨了承の

上、参加申し込みを行うこと。 

       ⑫競技場内のトイレについては、競技者、競技役員、チーム関係者のみ使用を許可する。 
        送迎で来場する保護者は、サブトラックトイレ、リザーブ駐車場トイレ、正面玄関外トイレを使用する

こと。 
       ⑬競技場内にある自動販売機の使用は禁止とする。 

                ⑭周辺道路への路上駐車は、絶対にしないこと。 
 

        ＊大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項については、 
別記の「第４０回東播地区中学校新人陸上競技大会の開催について」を必ず確認すること。  



第４０回東播地区中学校新人陸上競技大会の開催について 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本陸上競技連盟の競技会再開におけるガイダンス、兵庫県陸上競技

協会ガイダンス、及び加古川運動公園陸上競技場施設利用ガイドラインに沿って、安全・安心に配慮し開催します。 

 

【基本注意事項】 

１． 無観客開催 

・競技者、競技役員のみ入場可能。 

２．日々の体調管理と検温の実施（大会前１週間、大会後２週間の検温を義務付ける） 

３．「３密」の回避 

・各校の待機場所、招集場所、競技エリア待機場所、更衣室、役員控室などでの３密回避。 

・ソーシャルディスタンスを確保し、近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

・密閉されやすい場所では十分に換気を行う。 

・更衣室（女子のみ）の滞在時間を短時間にし、シャワーの使用は禁止する。 

４．感染症対策 

（１）マスクの着用 

・参加者はマスクを着用する。競技者は運動以外の場面ではマスクを着用する。 

（２）手洗い、手指消毒の徹底。 

  ・手洗い場の石けん設置。 

  ・競技前、競技後の手洗い（状況に応じて競技中の手指消毒） 

  ・各所に手指消毒用のアルコール液を設置する。 

  ・競技役員は任務に応じてゴム手袋を着用する。 

５． 参加者（競技者・競技役員）へのお願い 

・「３密」を避けた行動 

・競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合の報告。（最寄りの保健所、主催者へ） 

 

【大会参加について】 

１． 競技者は、所定の「体調管理チェックシート」の提出を義務付ける。なお、２日間出場する場合は、両日とも

書類を提出すること。 

２． 競技役員は、所定の「体調管理チェックシート」の提出を義務付ける。 

３．競技者は、競技のウオーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速やかに帰宅すること。 

４．下記に該当する場合は参加を認めない。 

①「体調管理チェックシート」の提出がない。 

②大会当日の朝の検温で３７．５℃を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

③発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。 

④過去２週間以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水など）で受診や服薬をした者。 

⑤同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。 

 

【競技場への入場について】 

１． 競技者、競技役員の入場ゲートは正面玄関、入退場ゲートはメイングラウンド北側ゲートのみに限定する。受

付は正面玄関に設置する。 

２．競技役員、競技者には参加証を発行する。参加証の提示のない者は入場できない。 

３．受付時に検温を実施する。 

 

【その他の注意事項】 

１． 各校、待機場所は可能な限り距離を離すこと。また、各学校、各自で消毒液等を準備すること。 

２． 声を出しての応援、集団での応援は禁止する。（手拍子等は可とする） 

３．番組編成、リザルトはＷeb に掲載する。（掲示板への貼り出しはしない） 

４．競技場内全てのゴミ箱は使用せず、ゴミは各自でビニール袋に入れて持ち帰ること。 



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会 コード 21283591
2 主催者 :
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9月4日(土) - 9月5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
9 4 9 15 くもり 24.0 92 北 0.7

9 4 10 0 くもり 24.0 92 東北東 0.7

9 4 11 0 くもり 25.0 92 北 0.0

9 4 12 0 くもり 26.0 88 南 1.0

9 4 13 0 くもり 27.0 84 南 0.5

9 4 14 0 くもり 27.0 77 南 1.7

9 4 14 30 くもり 27.5 77 南西 1.1

9 5 9 0 晴れ 28.5 74 東北東 0.2

9 5 10 0 晴れ 29.5 68 東 0.7

9 5 11 0 晴れ 28.5 70 南 1.7

9 5 12 0 晴れ 30.5 62 東北東 0.5

9 5 13 0 晴れ 30.0 65 南 1.0

9 5 13 25 晴れ 30.0 65 南 2.1



日付 種目

山田　吾愛仁(2) 24.48 (-1.3) 黒嶋　桂(2) 24.57 (-1.3) 村上　宙輝(2) 24.70 (-1.3) 市島　悠貴(2) 24.74 (-1.3) 丘田　侑也(2) 24.78 (-1.3) 大谷　翔真(2) 24.89 (-1.3) 菊谷　玲雄(2) 25.08 (-2.0) 藤本　宗汰(2) 25.10 (-2.1)

宝殿 加古川中部 黒田庄 自由が丘 竜山 加古川 鹿島 鹿島

梶原　元希(2) 53.93 菊谷　玲雄(2) 54.92 猪股　勇陽(2) 57.23 森脇　小太郎(2) 57.78 有末　貫汰(2) 58.87 谷口　陽宣(2) 58.88 平田　琥大朗(2) 1:00.75 藤原　悠人(2) 1:02.79

荒井 鹿島 二見 黒田庄 陵南 氷丘 小野 加美

山口　正真(2) 2:07.34 村上　大佑(2) 2:10.17 中道　琉惺(2) 2:10.38 辻本　祐大(2) 2:13.70 髙橋　草太(2) 2:14.39 山口　朔門(2) 2:14.88 梅谷　大惺(2) 2:14.95 阿部　篤尚(2) 2:15.45

稲美北 平岡 浜の宮 大蔵 魚住東 稲美北 望海 小野

井戸　奏太(2) 16.19 (+1.3) 三木　隆之介(2) 16.63 (+1.3) 世良　歩夢(2) 17.35 (+1.3) 梅谷　大惺(2) 18.35 (-1.0) 木村　優太(2) 18.37 (+1.3) 北村　優希(2) 18.51 (+1.3) 前山　正憲(2) 19.09 (+1.3) 梅田　北斗(2) 19.14 (-1.0)

別府 加古川 陵南 望海 大蔵 浜の宮 小野 大久保北

宝殿 46.70 黒田庄 46.86 加古川 47.05 大久保 47.47 別府 47.66 浜の宮 47.87 陵南 47.92 三木東 48.20

佐藤　優希(2) 東田　凰聖(2) 竹歳　龍(2) 丸尾　斗騎哉(2) 髙山　颯太(2) 北村　優希(2) 木戸口　大成(2) 鈴木　駿介(2)

池原　透太(2) 村上　陽哉(2) 大谷　翔真(2) 近藤　裕太(2) 長谷川　拓海(2) 大玉　康稀(2) 南條　空芽(1) 八幡　響(1)

山田　吾愛仁(2) 森脇　小太郎(2) 刑部　大翔(1) 豊村　宏太(2) 井戸　奏太(2) 高田　翔太(2) 世良　歩夢(2) 木嶋　宏海(2)

礒野　裕大(2) 村上　宙輝(2) 三木　隆之介(2) 大浦　文太(2) 池本　嵐(2) 吉田　幸輝(2) 田口　敢太(2) 藤本　珠璃(2)

有末　貫汰(2) 1.69 佐藤　優希(2) 1.69 礒野　裕大(2) 1.50 鈴木　駿介(2) 1.50 角田　陽翔(2) 1.50 竹歳　龍(2) 1.45 吉田　幸輝(2) 1.45 大谷　桜輝(1) 1.40

陵南 宝殿 宝殿 三木東 自由が丘 加古川 浜の宮 氷丘

中川　裕文(2) 1.40

大蔵

井原　碧葉(2) 5.54 (+1.3) 水野　颯真(2) 5.51 (+0.5) 山路　俊介(2) 5.45 (+0.5) 池本　嵐(2) 5.44 (+1.7) 吉田　幸輝(2) 5.40 (+1.5) 佃　紘喜(1) 5.33 (+0.9) 高田　翔太(2) 5.30 (+1.6) 楞野　陽斗(2) w5.14 (+2.4)

二見 播磨南 加古川 別府 浜の宮 平岡 浜の宮 大久保北

山路　俊介(2) 12.04 (+2.0) 井原　碧葉(2) 11.48 (-0.6) 高田　翔太(2) 11.43 (+1.1) 木村　優太(2) w11.20 (+2.3) 廣長　凌(2) 11.00 (+1.5) 鈴木　駿介(2) 10.68 (+0.6) 鈴木　悠聖(2) 10.66 (+2.0) 塚本　翔大(2) 10.55 (+0.5)

加古川 二見 浜の宮 大蔵 大久保北 三木東 大久保北 神吉

ブラウン　チャド叶(2) 9.07 樋笠　翔真(2) 8.96 小野　陽生(2) 8.65 原　幸輝(2) 8.45 河野　亜蓮(2) 8.29 竹野　倭虎(1) 8.06 末久　大和(2) 7.85 脇田　直人(2) 7.85

二見 二見 浜の宮 氷丘 浜の宮 平岡南 三木東 野々池

原　幸輝(2) 26.16 笹谷　昊士朗(2) 25.93 根木　健太郎(2) 25.13 樋笠　翔真(2) 24.70 河野　亜蓮(2) 24.59 小野　陽生(2) 24.08 山田　睦明(2) 23.75 ブラウン　チャド叶(2) 22.23

氷丘 望海 魚住 二見 浜の宮 浜の宮 大蔵 二見

四種競技 渋谷　洸晴(2) 1671 髙橋　悠生(2) 1397 木嶋　宏海(2) 1303 北村　優希(2) 1254 岡村　卓和(2) 1114 大谷　桜輝(1) 1071 向井　利旺(2) 824 恒原　陽彩(1) 789

望海 氷丘 三木東 浜の宮 大久保北 氷丘 大久保北 黒田庄

9月4日 110mH 16.85 (+0.7) 20.07 (+1.2) 19.29 (+0.7) 18.78 (+0.7) 22.00 (+1.2) 23.35 (+1.2) 22.61 (+1.2) 21.60 (+0.7)

9月4日 砲丸投 6.11 8.93 6.22 6.58 5.76 5.57 5.86 7.08

9月4日 走高跳 1.45 1.35 1.40 1.45 1.40 1.35 1.35 NM

9月4日 400m 59.68 1:02.00 1:02.99 1:08.67 1:01.80 59.48 1:10.46 1:05.59

前坂　孟毅(2) 11.84 (-0.8) 大玉　康稀(2) 11.95 (-0.8) 山田　吾愛仁(2) 12.00 (-0.8) 上田　悠斗(2) 12.05 (-0.8) 黒嶋　桂(2) 12.13 (-0.5) 丘田　侑也(2) 12.20 (-0.5) 大谷　翔真(2) 12.22 (-0.8) 大浦　文太(2) 12.24 (-0.5)

大久保北 浜の宮 宝殿 二見 加古川中部 竜山 加古川 大久保

若林　司(2) 4:16.48 辻本　克紀(2) 4:19.44 八嶋　春樹(2) 4:21.86 七條　拓也(2) 4:24.84 山口　正真(2) 4:29.27 作間　太一(2) 4:29.38 前田　浬(2) 4:29.62 河合　仁楠(2) 4:29.77

宝殿 稲美 稲美北 浜の宮 稲美北 鹿島 加古川中部 小野

若林　司(2) 9:23.31 八嶋　春樹(2) 9:30.65 糟谷　輝(2) 9:33.51 作間　太一(2) 9:34.23 桃木　愛希(2) 9:40.86 佐伯　優月(2) 9:41.47 三枝　琥珀(2) 9:48.58 七條　拓也(2) 9:51.69

宝殿 稲美北 神吉 鹿島 朝霧 西脇南 北条 浜の宮

八幡　響(1) 12.51 (-1.0) リ　チェヒョン(1) 12.75 (-1.0) 佃　紘喜(1) 12.78 (-1.0) 松本　晃音(1) 12.80 (-1.0) 南條　空芽(1) 12.86 (-1.0) 小谷　　悠人(1) 12.87 (-1.0) 刑部　大翔(1) 12.95 (-1.0) 酒井　優和(1) 13.00 (-1.0)

三木東 両荘 平岡 野々池 陵南 陵南 加古川 高砂

石井　颯亜(1) 4:34.88 髙林　恭大(1) 4:36.47 白石　一颯(1) 4:36.94 岩崎　奏(1) 4:43.81 近田　玲(1) 4:45.86 八嶋　純平(1) 4:46.15 橋本　蒼太(1) 4:46.67 好井　寛人(1) 4:48.03

三木東 浜の宮 宝殿 緑が丘 鹿島 稲美北 稲美北 氷丘

信近　清志

主催団体名 陸協名 東播地区中学校体育連盟陸上競技部

競技会名
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会

期日・時刻 2021/09/05 審判長 六角　光昭

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任

9月5日 800m

9月5日 110mH

7位 8位

共　通男子 9月5日 200m

9月4日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月4日 走幅跳

9月5日 三段跳

9月5日 4x100mR

9月5日 走高跳

２年生男子 9月4日 100m

9月4日 1500m

9月5日 砲丸投

9月4日 円盤投

9月4日 1500m

9月5日 3000m

１年生男子 9月4日 100m



信近　清志

主催団体名 陸協名 東播地区中学校体育連盟陸上競技部

競技会名
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会

期日・時刻 2021/09/05 審判長 六角　光昭

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任

         
日付 種目

松岡　愛菜(2) 26.78 (-0.8) 山田　涼華(2) 27.77 (-0.8) 大山　璃姫(2) 28.20 (-0.8) 水野　恵依(2) 28.55 (0.0) 滝本　鈴夏(2) 28.55 (-0.8) 山本　冴(2) 28.78 (0.0) 迫田　優里(2) 28.83 (-0.8) 東　瑞稀(2) 28.88 (0.0)

加古川中部 竜山 小野 稲美 稲美 二見 宝殿 浜の宮

吉川　菜緒(2) 4:42.92 吉田　笑麻(2) 4:50.03 吉川　陽菜(2) 4:52.09 稲岡　咲羽(1) 4:55.91 王野　遥(2) 5:01.14 辻岡　美空(1) 5:01.29 岸原　珠琉(2) 5:01.91 藤田　このあ(1) 5:02.94

稲美 陵南 稲美 荒井 朝霧 竜山 加古川中部 北条

河本　鼓(2) 15.84 (-0.5) 髙巣　楓子(2) 16.38 (-0.5) 前川　羽葵(2) 16.52 (-0.5) 片岡　奈菜(2) 16.61 (-0.5) 新居　みやび(2) 17.36 (-0.5) 石口　楓(2) 17.37 (-0.5) 山口　心優(2) 17.42 (-0.5) 髙橋　澪(2) 17.45 (-0.5)

浜の宮 野々池 社 西脇 播磨南 加古川中部 西脇 浜の宮

陵南 52.38 浜の宮 52.91 加古川中部 53.17 播磨 53.33 氷丘 53.56 小野 53.74 稲美 53.99 野々池 54.01

永山　未希(2) 升元　絢菜(2) 宮崎　愛奈(1) 大西　花連(2) 権藤　百合子(2) 前山　晴華(1) 滝本　鈴夏(2) 中西　美菜(2)

平野　美紀(2) 石田　有華咲(2) 上原　和華(2) 分玉　彩智(2) 田井　里奈(2) 藤原　成美(2) 坂元　愛(2) 井村　綾実(2)

小西　亜由弓(2) 間嶋　萌花(2) 石口　楓(2) 渡邊　心(1) 堤　清香(1) 大野　生織(1) 赤木　こころ(1) 松井　美咲希(2)

吉田　笑麻(2) 髙橋　澪(2) 松岡　愛菜(2) 渡邉　真優(2) 糀谷　優(2) 大山　璃姫(2) 水野　恵依(2) 髙巣　楓子(2)

升元　絢菜(2) 1.57 糀谷　優(2) 1.46 岡﨑　莉緒(2) 1.35 社本　朋花(2) 1.35 鶴崎　結衣(2) 1.35 赤松　穂香(1) 1.35 中上　桜希(2) 1.30

浜の宮 氷丘 西脇 大久保北 善防 三木東 加古川中部

石田　有華咲(2) 1.35

浜の宮

松岡　愛菜(2) 5.18 (+1.2) 山野　麻緒(1) w4.82 (+2.3) 鐘撞　紗楠(2) 4.77 (+1.0) 岡　蒼依(1) 4.74 (+0.8) 田井　里奈(2) 4.70 (+0.9) 小西　亜由弓(2) 4.62 (+0.7) 長谷川　茜音(2) 4.52 (+1.1)

加古川中部 両荘 小野南 北条 氷丘 陵南 加古川山手

間嶋　萌花(2) 4.74 (+0.6)

浜の宮

長谷川　有(2) 11.68 山田　幸奈(2) 9.56 安井　理央(2) 9.46 橘　未紗(2) 9.11 楠本　れんげ(2) 8.74 王子　夏姫(2) 8.30 角谷　美怜(2) 8.28 後藤　羽衣(2) 7.95

志方 志方 浜の宮 大蔵 加古川山手 善防 望海 稲美

長谷川　有(2) 27.85 安井　理央(2) 25.91 橘　未紗(2) 24.31 楠本　れんげ(2) 23.76 谷口　里有(2) 22.70 角谷　美怜(2) 21.98 山田　幸奈(2) 20.59 弘川　怜瑞(2) 20.14

志方 浜の宮 大蔵 加古川山手 野々池 望海 志方 別府

四種競技 升元　絢菜(2) 2111 來住　ひなの(2) 1969 髙巣　楓子(2) 1953 額田　初枝(1) 1774 植原　楓(1) 1705 石口　楓(2) 1624 谷河　梢(1) 1503 河本　鼓(2) 1495

浜の宮 西脇 野々池 加古川中部 志方 加古川中部 氷丘 浜の宮

9月4日 100mH 17.10 (+0.7) 16.47 (+0.7) 16.41 (+0.7) 17.64 (+0.9) 17.88 (+1.2) 18.25 (+0.7) 20.30 (+1.2) 16.21 (+0.7)

9月4日 走高跳 1.49 1.35 1.30 1.30 1.20 1.20 1.20 NM

9月4日 砲丸投 8.36 6.81 6.92 7.06 7.81 6.21 8.03 6.14

9月4日 200m 29.84 (-0.4) 29.36 (-0.4) 29.07 (-0.4) 29.75 (-0.4) 29.68 (-0.4) 28.87 (-0.4) 29.58 (-0.4) 29.39 (-1.8)

平野　美紀(2) 12.78 (+1.3) 山田　涼華(2) 13.18 (+1.3) 小倉　梨愛(2) 13.19 (+1.3) 井村　綾実(2) 13.40 (+1.3) 石田　有華咲(2) 13.53 (+1.3) 池田　咲結菜(2) 13.62 (+0.9) 田井　里奈(2) 13.65 (+0.9)

陵南 竜山 小野南 野々池 浜の宮 大久保北 氷丘

水野　恵依(2) 13.65 (+0.9)

稲美

吉田　笑麻(2) 2:19.22 吉川　菜緒(2) 2:19.73 吉川　陽菜(2) 2:23.20 王野　遥(2) 2:24.05 屋敷　萌子(2) 2:24.11 渡邉　真優(2) 2:26.57 分玉　彩智(2) 2:27.15 石田　幸菜(2) 2:28.52

陵南 稲美 稲美 朝霧 三木東 播磨 播磨 加古川中部

山野　麻緒(1) 12.83 (+1.2) 岩本　萌々果(1) 13.63 (+1.2) 千徳　真心子(1) 13.68 (+1.2) 岡　蒼依(1) 13.86 (+1.2) 近藤　莉帆(1) 13.88 (+0.7) 堤　清香(1) 13.99 (+1.2) 山口　柚希(1) 14.01 (+0.7) 谷山　七海(1) 14.03 (+1.2)

両荘 加古川 浜の宮 北条 荒井 氷丘 魚住東 大久保北

稲岡　咲羽(1) 2:26.36 老松　和奏(1) 2:26.89 大神　彩羽(1) 2:29.63 藤田　このあ(1) 2:30.64 池松　いずみ(1) 2:32.27 荒木　理緒(1) 2:32.47 辻岡　美空(1) 2:32.79 渡邊　心(1) 2:33.27

荒井 荒井 大久保 北条 小野 播磨南 竜山 播磨

w:追風参考  NM:記録なし  

浜の宮 ６８点 宝殿 ５７点 二見 ４７点 加古川 ３７点 三木東 ３３点 稲美北 ３３点 氷丘 ２７．５点 陵南 ２７点

浜の宮 ６６点 稲美 ４０．５点 加古川中部 ３７点 陵南 ３３点 志方 ２９点 荒井 ２４点 野々池 ２３点 氷丘 ２０．５点

浜の宮 １３４点 陵南 ６０点 宝殿 ５９点 二見 ５０点 加古川中部 ５０点 氷丘 ４８点 稲美 ４７．５点 加古川 ４４点

9月4日 走幅跳

9月5日 砲丸投

7位 8位

9月5日 4x100mR

9月5日 走高跳

1位 2位 3位 4位 5位 6位

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

9月5日 800m

部門

男子総合

女子総合

男女総合

学校対抗

共　通女子 9月5日 200m

9月4日 1500m

9月5日 100mH

9月5日 800m

１年生女子 9月4日 100m

9月4日 円盤投

２年生女子 9月4日 100m



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子100m
大会記録 11.13 森永　悠斗 (加古川・山手）  加古川 決勝 9/4 11:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.8 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
マエサカ　モトミ オオクボキタ クロシマ　ケイ カコガワチュウブ

1 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 11.84 1 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部 12.13
オオタマ　コウキ ハマノミヤ オカダ　ユウヤ タツヤマ

2 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 11.95 2 36323 丘田　侑也(2) 竜山 12.20
ヤマダ　ワカト ホウデン オオウラ　ブンタ オオクボ

3 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 12.00 3 31604 大浦　文太(2) 大久保 12.24
ウエダ　ハルト フタミ オカモト　ケンタ カサイ

4 32135 上田　悠斗(2) 二見 12.05 4 37700 岡本　健太(2) 加西 12.29
オオタニ　ショウマ カコガワ イケモト　アラシ ベフ

5 32885 大谷　翔真(2) 加古川 12.22 5 33513 池本　嵐(2) 別府 12.37
イケハラ　トウタ ホウデン ミヤモト　ユメキ ショウヨウ

6 34301 池原　透太(2) 宝殿 12.24 6 36407 宮本　夢希(2) 松陽 12.43
ムラカミ　ヒロキ クロダショウ タグチ　カンタ リョウナン

7 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 12.27 7 33944 田口　敢太(2) 陵南 12.51
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ ナカタニ　ユウト アサヒガオカ

8 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘 12.29 8 37284 中谷　悠人(2) 旭丘 13.02
シマモト　マサキ ハクリョウ オカムラ　ユウマ ミドリガオカ

9 36614 島本　匡基(2) 白陵 12.40 35418 岡村　優磨(2) 緑が丘 DNS

3組 (-0.7 m/s) 4組 (-0.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　タクミ ベフ フジモト　ソウタ カシマ

1 33514 長谷川　拓海(2) 別府 12.39 1 36220 藤本　宗汰(2) 鹿島 12.24
ミキ　リュウノスケ カコガワ モリワキ　コタロウ クロダショウ

2 32884 三木　隆之介(2) 加古川 12.44 2 39127 森脇　小太郎(2) 黒田庄 12.42
オカモト　オウジロウ イナミ マルオ　トキヤ オオクボ

3 39416 岡本　桜志郎(2) 稲美 12.54 3 31607 丸尾　斗騎哉(2) 大久保 12.45
イナオカ　マナト オオクラ タケウチ　アラシ ホウジョウ

4 31289 稲岡　愛斗(2) 大蔵 12.55 4 37513 竹内　嵐史(2) 北条 12.61
ヒガシ　ハルト ショウヨウ ヤマモト　イッペイ ヒョウキョウダイフゾク

5 36406 東　暖人(2) 松陽 12.56 5 38529 山本　一平(2) 兵教大附属 12.64
ヤマモト　ユオ ヒラオカ セラ　アユム リョウナン

6 33243 山本　有愛(2) 平岡 12.58 6 33943 世良　歩夢(2) 陵南 12.76
フジモト　シュリ ミキヒガシ カワモト　カズキ フタミ

7 35657 藤本　珠璃(2) 三木東 12.64 7 32136 川本　一輝(2) 二見 12.77
コヤナギ　アキ カコガワヤマテ モリヤス　コウタ カミ

8 33052 小柳　葵季(2) 加古川山手 12.69 8 38919 森安　康太(2) 加美 13.02
マエヤマ　マサノリ オノ コジマ　ハヤト カンキ

9 37147 前山　正憲(2) 小野 12.86 33754 小島　颯斗(2) 神吉 DNS

2021/09/ 06 09:00:20
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (-1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマシタ　アキト イナミキタ

1 39585 山下　空翔(2) 稲美北 12.86
キシモト　カイリ カコガワチュウブ

2 33135 岸本　快里(2) 加古川中部 12.91
ヤマモト　ハルト ハマノミヤ

3 33417 山本　悠翔(2) 浜の宮 12.92
ベップ　ケイタ カサイ

4 37708 別府　恵多(2) 加西 12.94
サダマル　ミノリ アサギリ

5 31163 貞丸　実紀(2) 朝霧 13.08
サトウ　フェイト オオクラ

6 31282 佐藤　ふぇいと(2) 大蔵 13.10
オオノ　マサキ カミ

7 38914 大野　真旗(2) 加美 13.15
キシイ　ユウキ セイヨウ

8 35320 岸井　佑樹(2) 星陽 13.17
ナカシマ　シュウタ シカタ

33894 中島　柊太(2) 志方 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:00:20
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子100m
大会記録 11.67 橋詰　竜輝 （加美・加美）  加古川 決勝 9/4 11:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.0 m/s) 2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
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 12.51 1 33963 小谷　　悠人(1) 陵南 12.87
リ　チェヒョン リョウソウ サカイ　ユウト タカサゴ

2 33649 リ　チェヒョン(1) 両荘 12.75 2 36085 酒井　優和(1) 高砂 13.00
ツクダ　コウキ ヒラオカ タナカ　ルイ イナミ

3 33217 佃　紘喜(1) 平岡 12.78 3 39402 田中　琉偉(1) 稲美 13.03
マツモト　アキト ノノイケ フジモト　タイチ イナミ

4 31424 松本　晃音(1) 野々池 12.80 4 39420 藤本　泰地(1) 稲美 13.06
ナンジョウ　クウガ リョウナン スギノ　ケイゴ キヌガワ

5 33961 南條　空芽(1) 陵南 12.86 5 31336 杉野　慧吾(1) 衣川 13.06
ギョウブ　ヒロト カコガワ ヤマカワ　キョウヤ オオクボキタ

6 32804 刑部　大翔(1) 加古川 12.95 6 32298 山川　恭矢(1) 大久保北 13.21
ナカノ　カズキ ヤシロ ノグチ　ハルキ ヒラオカ

7 38118 中野　一稀(1) 社 13.05 7 33219 野口　陽輝(1) 平岡 13.35
オカノ　ユウガ アサヒガオカ タナカ　ユウゴ オノ

37213 岡野　由雅(1) 旭丘 DNS 37123 田中　優剛(1) 小野 DNS

3組 (-1.6 m/s) 4組 (-0.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サノ　ユウマ ノノイケ キシ　ユウスケ ニシワキ

1 31414 佐野　悠真(1) 野々池 13.04 1 34534 来住　侑亮(1) 西脇 13.08
イケイ　タクト ヒラオカミナミ ヤマナカ　タクマ ウオズミヒガシ

2 33321 池井　拓斗(1) 平岡南 13.19 2 32008 山中　拓馬(1) 魚住東 13.23
ミゾバタ　ユウト ミキ ニシ　ユズキ ヤシロ

3 35010 溝端　悠人(1) 三木 13.22 3 38119 西　祐澄哉(1) 社 13.37
イシカワ　リュウセイ ショウヨウ コニシ　タクミ ハリマ

4 36408 石川　琉聖(1) 松陽 13.29 4 39669 小西　拓実(1) 播磨 13.57
スズキ　ハヤト イズミ コサカ　レイガ ホウデン

5 37823 鈴木　颯人(1) 泉 13.35 5 34322 小坂　羚叶(1) 宝殿 13.82
ヨコテ　トシキ ホウデン コマツ　レン ベフ

6 34326 横手　利気(1) 宝殿 13.35 33522 小松　蓮(1) 別府 DNS
ハセガワ　ソラ ミドリガオカ クサカ　コウイチ カシマ

7 35465 長谷川　蒼空(1) 緑が丘 13.37 36202 日下　弘一(1) 鹿島 DNS
カンナン　ケイタ ヒオカ クボウチ　ユウキ ハリマミナミ

8 32985 河南　慶汰(1) 氷丘 13.60 39720 窪内　勇輝(1) 播磨南 DNS

5組 (-1.2 m/s) 6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
トミイ　ハルト ミドリガオカ タケダ　ゲンジ ベフ

1 35458 冨井　晴翔(1) 緑が丘 13.45 1 33518 武田　玄侍(1) 別府 13.51
ニシオカ　ソウル ハマノミヤ イチオカ　ハルト オオクボキタ

2 33427 西岡　蒼留(1) 浜の宮 13.57 2 32291 市岡　晴空(1) 大久保北 13.63
オガワ　ソウスケ ハマノミヤ イイダ　キラト カコガワチュウブ

3 33421 小川　颯介(1) 浜の宮 13.60 3 33171 飯田　輝人(1) 加古川中部 13.63
ムラカミ　レイヤ ニシワキミナミ タカセ　イチカ ニシワキ

4 34724 村上　麗也(1) 西脇南 13.80 4 34538 高瀬　伊周(1) 西脇 13.66
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ マツモト　カナト ニシワキミナミ

5 39133 恒原　陽彩(1) 黒田庄 13.85 5 34723 松本　奏音(1) 西脇南 13.70
ヨシイ　ヒロト ヒオカ アラキ　コウタ カミ

6 32982 好井　寛人(1) 氷丘 13.87 6 38905 荒木　孝太(1) 加美 13.78
キド　ユズハ ウオズミ ミナミ　ユウスケ ミキヒガシ

7 31924 城戸　柚楓(1) 魚住 13.99 7 35661 南　友介(1) 三木東 14.07
カナガワ　シオウ タカサゴ タカミ　コウキ ショウヨウ

36083 金川　獅生(1) 高砂 DNS 36409 鷹見　洸希(1) 松陽 DNS

2021/09/ 06 09:00:29
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハシモト　コウダイ エイガジマ

1 31825 橋本　耀大(1) 江井島 13.72
カキモト　ユウキ ホウジョウ

2 37525 柿本　悠貴(1) 北条 13.78
フジエダ　レオ ヨカワ

3 35920 藤枝　怜央(1) 吉川 13.82
スナガワ　ヒナタ タツヤマ

4 36301 砂川　陽向(1) 竜山 14.00
ウチダ　タクト ハリマミナミ

5 39722 内田　琢斗(1) 播磨南 14.02
ハナヤマ　ダイゴ カコガワヤマテ

6 33062 華山　大護(1) 加古川山手 14.04
エグサ　ケイスケ カコガワ

7 32805 江草　圭輔(1) 加古川 14.44
ハシグチ　シン ハリマ

39665 橋口　心(1) 播磨 DQ FS

DNS:欠場  DQ:失格  FS:不正スタート  
2021/09/ 06 09:00:29
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子200m
大会記録 22.78 西尾　滉太 （小野・小野）  加古川 決勝 9/5 11:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.3 m/s) 2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
ヤマダ　ワカト ホウデン キクタニ　レオ カシマ

1 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 24.48 1 36221 菊谷　玲雄(2) 鹿島 25.08
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ ハセガワ　タクミ ベフ

2 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部 24.57 2 33514 長谷川　拓海(2) 別府 25.15
ムラカミ　ヒロキ クロダショウ ウエダ　ハルト フタミ

3 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 24.70 3 32135 上田　悠斗(2) 二見 25.17
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ タカハシ　ユウキ ヒオカ

4 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘 24.74 4 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 25.28
オカダ　ユウヤ タツヤマ コンドウ　ユウタ オオクボ

5 36323 丘田　侑也(2) 竜山 24.78 5 31605 近藤　裕太(2) 大久保 25.73
オオタニ　ショウマ カコガワ トウダ　コウセイ クロダショウ

6 32885 大谷　翔真(2) 加古川 24.89 6 39124 東田　凰聖(2) 黒田庄 25.77
オオタマ　コウキ ハマノミヤ イナオカ　マナト オオクラ

7 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 25.12 7 31289 稲岡　愛斗(2) 大蔵 25.93
イケハラ　トウタ ホウデン ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ

8 34301 池原　透太(2) 宝殿 25.46 8 35662 八幡　響(1) 三木東 26.13
マエサカ　モトミ オオクボキタ カドイシ　アツキ ミドリガオカ

32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 DNS 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘 DNS

3組 (-2.1 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
フジモト　ソウタ カシマ タグチ　カンタ リョウナン

1 36220 藤本　宗汰(2) 鹿島 25.10 1 33944 田口　敢太(2) 陵南 25.75
オカモト　ケンタ カサイ キムラ　ジン オオクラ

2 37700 岡本　健太(2) 加西 25.38 2 31286 木村　仁(2) 大蔵 26.44
イノマタ　ユウヒ フタミ ナカタニ　ユウト アサヒガオカ

3 32133 猪股　勇陽(2) 二見 25.74 3 37284 中谷　悠人(2) 旭丘 26.57
オカモト　オウジロウ イナミ サカイ　ユウト タカサゴ

4 39416 岡本　桜志郎(2) 稲美 26.29 4 36085 酒井　優和(1) 高砂 26.63
マツモト　アキト ノノイケ ヤマモト　ハルト ハマノミヤ

5 31424 松本　晃音(1) 野々池 26.29 5 33417 山本　悠翔(2) 浜の宮 26.82
コヤナギ　アキ カコガワヤマテ タカハシ　イッサ カミ

6 33052 小柳　葵季(2) 加古川山手 26.42 6 38915 髙橋　一咲(2) 加美 26.98
ヒラタ　コタロウ オノ ワタナベ　コウセイ カミ

7 37145 平田　琥大朗(2) 小野 27.01 7 38920 渡邉　皓清(2) 加美 27.42
ニシタニ　ルイ ハクリョウ タナカ　ユウゴ オノ

8 36612 西谷　琉偉(2) 白陵 27.46 37123 田中　優剛(1) 小野 DNS
トヨムラ　コウタ オオクボ

31606 豊村　宏太(2) 大久保 DQ FS

DNS:欠場  DQ:失格  FS:不正スタート  
2021/09/ 06 09:02:42
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子400m
大会記録 50.22 多田　直樹 （高砂・荒井）  加古川 決勝 9/4 13:25 

〈〈 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
カジワラ　ゲンキ アライ モリワキ　コタロウ クロダショウ

1 36136 梶原　元希(2) 荒井 53.93 1 39127 森脇　小太郎(2) 黒田庄 57.78
キクタニ　レオ カシマ アリスエ　カンタ リョウナン

2 36221 菊谷　玲雄(2) 鹿島 54.92 2 33946 有末　貫汰(2) 陵南 58.87
イノマタ　ユウヒ フタミ フジワラ　ユウト カミ

3 32133 猪股　勇陽(2) 二見 57.23 3 38918 藤原　悠人(2) 加美 1:02.79
タニグチ　ハルノブ ヒオカ イリグチ　ナオキエクセラ ハマノミヤ

4 32974 谷口　陽宣(2) 氷丘 58.88 4 33401 入口　直輝エクセラ(2) 浜の宮 1:03.76
ヒラタ　コタロウ オノ カドノ　イブキ タカサゴ

5 37145 平田　琥大朗(2) 小野 1:00.75 36075 門野　柊希(2) 高砂 DNS
カドイシ　アツキ ミドリガオカ

35413 角石　淳貴(2) 緑が丘 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:01:22
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子800m
大会記録 2:01.66 高柳　俊隆 （加古川・山手）  加古川 決勝 9/5 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
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ アベ　アツヒサ オノ

1 39583 山口　正真(2) 稲美北 2:07.34 1 37141 阿部　篤尚(2) 小野 2:15.45
ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ マツモト　ミズキ オノ

2 33241 村上　大佑(2) 平岡 2:10.17 2 37148 松本　瑞輝(2) 小野 2:19.61
ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ キタバヤシ　ソラ ヒラオカ

3 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 2:10.38 3 33235 北林　颯来(2) 平岡 2:20.67
ツジモト　ユウダイ オオクラ ハナオカ　マサト ハリマミナミ

4 31287 辻本　祐大(2) 大蔵 2:13.70 4 39715 花岡　真人(2) 播磨南 2:21.72
タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ ヨシフサ　ケンタ ノノイケ

5 32038 髙橋　草太(2) 魚住東 2:14.39 5 31438 吉房　健太(2) 野々池 2:21.88
ヤマグチ　サクト イナミキタ ニシムラ　ユウト ウオズミヒガシ

6 39584 山口　朔門(2) 稲美北 2:14.88 6 32034 西村　悠人(2) 魚住東 2:22.19
ウメタニ　タイセイ ボウカイ オオグシ　ヒデキ ハマノミヤ

7 31560 梅谷　大惺(2) 望海 2:14.95 7 33402 大串　英貴(2) 浜の宮 2:23.69
フジモト　ソウイチロウ アサギリ ヤシロダイ　メイスケ カコガワヤマテ

8 31164 藤本　宗一郎(2) 朝霧 2:15.77 8 33063 八代醍　芽生将(1) 加古川山手 2:24.73
ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ ハラグチ　ユズキ カシマ

9 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 2:16.58 9 36223 原口　柚輝(2) 鹿島 2:25.44
センダイ　トア カシマ ウノ　リョウゴ ニシワキ

10 36203 千代　翔愛(1) 鹿島 2:17.05 10 34520 宇野　僚悟(2) 西脇 2:26.40
ナカミチ　ユウキ カミ ツルオカ　タクト ハリマミナミ

11 38916 中道　湧己(2) 加美 2:21.45 11 39714 鶴岡　拓隼(2) 播磨南 2:27.56
ヨコヤマ　タツキ ミドリガオカ タマダ　ハルト イナミ

35406 横山　達己(2) 緑が丘 DNS 12 39418 玉田　暖翔(2) 稲美 2:27.82
マツノ　コウダイ リョウナン タニグチ　ハルノブ ヒオカ

33942 松野　耕大(2) 陵南 DNS 13 32974 谷口　陽宣(2) 氷丘 2:28.26
イトウ　ユウマ ウオズミ オノ　エイト カコガワ

31916 伊東　祐真(2) 魚住 DNS 14 32806 小野　瑛斗(1) 加古川 2:29.43
ヤマモト　レン ミドリガオカ

35410 山本　蓮(2) 緑が丘 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:02:10
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子1500m
決勝 9/4 10:20 

〈〈 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
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン マエダ　カイリ カコガワチュウブ

1 34308 若林　司(2) 宝殿 4:16.48 1 33144 前田　浬(2) 加古川中部 4:29.62
ツジモト　カツキ イナミ サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ

2 39417 辻本　克紀(2) 稲美 4:19.44 2 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 4:31.63
ヤシマ　ハルキ イナミキタ アベ　アツヒサ オノ

3 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 4:21.86 3 37141 阿部　篤尚(2) 小野 4:38.05
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ アリタ　イツキ ボウカイ

4 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 4:24.84 4 31563 有田　一稀(2) 望海 4:39.25
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ

5 39583 山口　正真(2) 稲美北 4:29.27 5 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 4:42.06
サクマ　タイチ カシマ ハラダ　ユウキ カサイ

6 36225 作間　太一(2) 鹿島 4:29.38 6 37704 原田　勇希(2) 加西 4:42.96
カワイ　ジナン オノ フジタ　ルア ミキ

7 37144 河合　仁楠(2) 小野 4:29.77 7 35082 藤多　琉碧(2) 三木 4:46.55
ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ コバヤシ　ミライ ヒオカ

8 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 4:29.93 8 32971 小林　未来(2) 氷丘 4:46.64
サエグサ　コハク ホウジョウ イザワ　ケント イナミ

9 37510 三枝　琥珀(2) 北条 4:32.04 9 39415 井澤　賢人(2) 稲美 4:46.77
カスヤ　ヒカル カンキ キクチ　ソウタ ヒオカ

10 33759 糟谷　輝(2) 神吉 4:34.09 10 32973 菊池　創太(2) 氷丘 4:48.62
ナカガキ　ハヤト オオクラ タニグチ　ユウト ホウデン

31283 中垣　颯斗(2) 大蔵 DNS 34305 谷口　悠斗(2) 宝殿 DNS
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ イトウ　ユウマ ウオズミ

33239 新妻　昂己(2) 平岡 DNS 31916 伊東　祐真(2) 魚住 DNS
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ ヨコヤマ　タツキ ミドリガオカ

33240 新妻　遼己(2) 平岡 DNS 35406 横山　達己(2) 緑が丘 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 08:59:49
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子1500m
大会記録 4:14.52 坂元　祐喜 （加古川・山手）  加古川 決勝 9/4 10:45 

〈〈 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
イシイ　ソウア ミキヒガシ スギオカ　シノブ ニシワキミナミ

1 35663 石井　颯亜(1) 三木東 4:34.88 1 34720 杉岡　志信(1) 西脇南 4:53.61
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ ハナダ　ケイタ カコガワチュウブ

2 33424 髙林　恭大(1) 浜の宮 4:36.47 2 33177 花田　圭大(1) 加古川中部 4:54.02
シライシ　イッサ ホウデン クロダ　チヒロ ホウデン

3 34323 白石　一颯(1) 宝殿 4:36.94 3 34321 黒田　千紘(1) 宝殿 4:54.17
イワサキ　カナデ ミドリガオカ スギモリ　ショウ ヒラオカミナミ

4 35451 岩崎　奏(1) 緑が丘 4:43.81 4 33325 杉森　翔(1) 平岡南 4:56.40
チカダ　レイ カシマ ヤマグチ　ヒユウ カコガワ

5 36204 近田　玲(1) 鹿島 4:45.86 5 32802 山口　陽悠(1) 加古川 4:56.92
ヤシマ　ジュンペイ イナミキタ エノモト　カイト ミドリガオカ

6 39502 八嶋　純平(1) 稲美北 4:46.15 6 35452 榎本　海斗(1) 緑が丘 4:57.81
ハシモト　ソウタ イナミキタ ハヤシダ　コウキ ウオズミ

7 39505 橋本　蒼太(1) 稲美北 4:46.67 7 31929 林田　幸希(1) 魚住 5:01.04
ヨシイ　ヒロト ヒオカ ハセガワ　コウスケ シカタ

8 32982 好井　寛人(1) 氷丘 4:48.03 8 33897 長谷川　浩佑(1) 志方 5:01.43
イナムラ　ユウタ ヤシロ ヨシモト　ヒロト ハマノミヤ

9 38111 稲村　優汰(1) 社 4:50.68 9 33428 吉元　洸人(1) 浜の宮 5:04.69
サクマ　カンスケ リョウナン ミヤギ　コウシ ヒラオカ

10 33964 作間　敢介(1) 陵南 4:52.19 10 33222 宮城　功士(1) 平岡 5:05.76
オオニシ　カイセイ シカタ ハギワラ　ユウキ エイガジマ

11 33895 大西　凱惺(1) 志方 4:53.19 11 31824 萩原　優紀(1) 江井島 5:06.08
マナベ　エイタロウ ノノイケ ハチダ　アユキ ハリマ

12 31425 真鍋　瑛太郎(1) 野々池 4:54.35 12 39663 鉢田　歩揮(1) 播磨 5:06.71
ヤシロダイ　メイスケ カコガワヤマテ カトウ　ライチ ウオズミ

13 33063 八代醍　芽生将(1) 加古川山手 4:55.46 13 31928 加藤　來一(1) 魚住 5:08.85
オオニシ　シオン カシマ クスノキ　カツユキ ミキヒガシ

14 36201 大西　真獅(1) 鹿島 4:57.04 14 35664 楠　克元(1) 三木東 5:09.48
フクモト　カズマ オノ

15 37124 福本　一真(1) 小野 5:01.57

2021/09/ 06 09:00:12
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フタムラ　ナオキ カコガワチュウブ

1 33179 二村　直樹(1) 加古川中部 5:01.26
フジモト　セイノスケ ベフ

2 33523 藤本　清ノ介(1) 別府 5:03.53
コヤマ　コウセイ カサイ

3 37710 小山　煌誠(1) 加西 5:07.67
エバラ　ショウマ アライ

4 36141 江原　匠真(1) 荒井 5:08.30
タナカ　トウヤ キヌガワ

5 31339 田中　斗也(1) 衣川 5:11.63
オオニシ　ソウマ フタミ

6 32151 大西　颯真(1) 二見 5:12.11
フナオカ　ヒロシ イナミ

7 39423 船岡　寛史(1) 稲美 5:13.24
カミカワ　イブキ リョウソウ

8 33644 神川　唯楓(1) 両荘 5:17.99
マツモト　カナト ニシワキミナミ

9 34723 松本　奏音(1) 西脇南 5:18.65
タナカ　タクト ニシワキ

10 34539 田中　拓斗(1) 西脇 5:19.79
オノ　エイト カコガワ

11 32806 小野　瑛斗(1) 加古川 5:25.05
ハシモト　イッセイ ホウジョウ

12 37529 橋本　壱晟(1) 北条 5:35.30
ヤマシタ　マサシ イナミ

39407 山下　将司(1) 稲美 DNS
フジワラ　ノゾム オノ

37125 藤原　希(1) 小野 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:00:12
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生男子3000m
大会記録 8:56.41 池田　親 （加古川・山手）  加古川 決勝 9/5  9:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン

1 34308 若林　司(2) 宝殿 9:23.31
ヤシマ　ハルキ イナミキタ

2 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 9:30.65
カスヤ　ヒカル カンキ

3 33759 糟谷　輝(2) 神吉 9:33.51
サクマ　タイチ カシマ

4 36225 作間　太一(2) 鹿島 9:34.23
モモキ　アイキ アサギリ

5 31165 桃木　愛希(2) 朝霧 9:40.86
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ

6 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 9:41.47
サエグサ　コハク ホウジョウ

7 37510 三枝　琥珀(2) 北条 9:48.58
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

8 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 9:51.69
カイ　ケント ハマノミヤ

9 33405 甲斐　健斗(2) 浜の宮 9:52.78
マエダ　カイリ カコガワチュウブ

10 33144 前田　浬(2) 加古川中部 9:52.92
ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ

11 35530 矢野　将梧(2) 自由が丘 10:11.75
ソウサ　ケイタ カンキ

12 33752 宗佐　啓汰(2) 神吉 10:17.24
ナカツカ　ハルト カコガワチュウブ

13 33141 中塚　春都(2) 加古川中部 10:17.29
イザワ　ケント イナミ

14 39415 井澤　賢人(2) 稲美 10:18.31
アリタ　イツキ ボウカイ

15 31563 有田　一稀(2) 望海 10:26.17
キクチ　ソウタ ヒオカ

16 32973 菊池　創太(2) 氷丘 10:29.92
ワダ　イオリ ハリマミナミ

17 39717 和田　伊織(2) 播磨南 10:30.96
コバヤシ　ミライ ヒオカ

18 32971 小林　未来(2) 氷丘 10:51.67
スズキ　ユウマ リョウナン

19 33950 鈴木　佑直(2) 陵南 11:03.29
ツジモト　カツキ イナミ

39417 辻本　克紀(2) 稲美 DNF
タニグチ　ユウト ホウデン

34305 谷口　悠斗(2) 宝殿 DNS
ドイ　マサムネ ヒラオカ

33237 土居　正宗(2) 平岡 DNS
ナカガキ　ハヤト オオクラ

31283 中垣　颯斗(2) 大蔵 DNS
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ

33239 新妻　昂己(2) 平岡 DNS

DNF:途中棄権  DNS:欠場  
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

大会記録 14.69 中村　仁 （加古郡・播磨南）  加古川 決勝 9/5 11:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.3 m/s) 2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
イド　カナタ ベフ ウメタニ　タイセイ ボウカイ

1 33511 井戸　奏太(2) 別府 16.19 1 31560 梅谷　大惺(2) 望海 18.35
ミキ　リュウノスケ カコガワ ウメダ　ホクト オオクボキタ

2 32884 三木　隆之介(2) 加古川 16.63 2 32271 梅田　北斗(2) 大久保北 19.14
セラ　アユム リョウナン キジマ　ヒロミ ミキヒガシ

3 33943 世良　歩夢(2) 陵南 17.35 3 35652 木嶋　宏海(2) 三木東 19.59
キムラ　ユウタ オオクラ ミズノ　ヒカル ヤシロ

4 31290 木村　優太(2) 大蔵 18.37 4 38130 水野　光(1) 社 19.86
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ ムラカミ　ソラ ニシワキミナミ

5 33406 北村　優希(2) 浜の宮 18.51 5 34712 村上　大空(2) 西脇南 20.59
マエヤマ　マサノリ オノ フジモト　シュリ ミキヒガシ

6 37147 前山　正憲(2) 小野 19.09 6 35657 藤本　珠璃(2) 三木東 20.99
シブヤ　コウセイ ボウカイ ヒライ　ユウキ ニシワキミナミ

7 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 22.61 34711 平井　佑樹(2) 西脇南 DQ T8
マツイ　アキト ミドリガオカ

35409 松居　暉大(2) 緑が丘 DQ T8

DQ:失格  T8:故意にハードルを倒した  
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子4x100mR
大会記録 45.47 上西・岸元・水田・久保 （加古川・浜の宮）  加古川 決勝 9/5  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ホウデン リョウナン

1 宝殿 46.70 6 陵南 47.92
[1] サトウ　ユウキ [2] イケハラ　トウタ [1] キドグチ　タイセイ [2] ナンジョウ　クウガ

34304 佐藤 優希(2) 34301 池原 透太(2) 33948 木戸口 大成(2) 33961 南條 空芽(1)
[3] ヤマダ　ワカト [4] イソノ　ユウダイ [3] セラ　アユム [4] タグチ　カンタ

34307 山田 吾愛仁(2) 34302 礒野 裕大(2) 33943 世良 歩夢(2) 33944 田口 敢太(2)
クロダショウ フタミ

2 黒田庄 46.86 7 二見 48.36
[1] トウダ　コウセイ [2] ムラカミ　ハルヤ [1] イノマタ　ユウヒ [2] ウエダ　ハルト

39124 東田 凰聖(2) 39125 村上 陽哉(2) 32133 猪股 勇陽(2) 32135 上田 悠斗(2)
[3] モリワキ　コタロウ [4] ムラカミ　ヒロキ [3] カワモト　カズキ [4] ブラウン　チャドカナメ

39127 森脇 小太郎(2) 39126 村上 宙輝(2) 32136 川本 一輝(2) 32142 ブラウン チャド叶(2)
オオクボ ヒラオカ

3 大久保 47.47 8 平岡 50.24
[1] マルオ　トキヤ [2] コンドウ　ユウタ [1] マツモト　ケンタロウ [2] サカモト　マサユキ

31607 丸尾 斗騎哉(2) 31605 近藤 裕太(2) 33220 松本 健太郎(1) 33215 坂本 将行(1)
[3] トヨムラ　コウタ [4] オオウラ　ブンタ [3] ツクダ　コウキ [4] オガワ　リツキ

31606 豊村 宏太(2) 31604 大浦 文太(2) 33217 佃 紘喜(1) 33232 小川 律輝(2)
ベフ ミドリガオカ

4 別府 47.66 緑が丘 DNS
[1] タカヤマ　ソウタ [2] ハセガワ　タクミ

33516 髙山 颯太(2) 33514 長谷川 拓海(2)
[3] イド　カナタ [4] イケモト　アラシ

33511 井戸 奏太(2) 33513 池本 嵐(2)
ハマノミヤ

5 浜の宮 47.87
[1] キタムラ　ユウキ [2] オオタマ　コウキ

33406 北村 優希(2) 33403 大玉 康稀(2)
[3] タカタ　ショウタ [4] ヨシダ　コウキ

33410 高田 翔太(2) 33418 吉田 幸輝(2)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ミキヒガシ カミ

1 三木東 48.20 5 加美 50.16
[1] スズキ　シュンスケ [2] ヤハタ　ヒビキ [1] タカハシ　イッサ [2] モリヤス　コウタ

35656 鈴木 駿介(2) 35662 八幡 響(1) 38915 髙橋 一咲(2) 38919 森安 康太(2)
[3] キジマ　ヒロミ [4] フジモト　シュリ [3] ワタナベ　コウセイ [4] オオノ　マサキ

35652 木嶋 宏海(2) 35657 藤本 珠璃(2) 38920 渡邉 皓清(2) 38914 大野 真旗(2)
カコガワチュウブ ショウヨウ

2 加古川中部 48.71 6 松陽 50.54
[1] クラシゲ　ミツキ [2] キシモト　カイリ [1] イシカワ　リュウセイ [2] ヒガシ　ハルト

33136 倉重 充稀(2) 33135 岸本 快里(2) 36408 石川 琉聖(1) 36406 東 暖人(2)
[3] ナイトウ　ユウト [4] クロシマ　ケイ [3] ナカムラ　ダイキ [4] ミヤモト　ユメキ

33140 内藤 佑翔(2) 33137 黒嶋 桂(2) 36410 中村 大樹(1) 36407 宮本 夢希(2)
オオクラ オノ

3 大蔵 48.72 7 小野 51.42
[1] ヨシナリ　ジン [2] サトウ　フェイト [1] タナカ　ユウゴ [2] マエヤマ　マサノリ

31299 吉成 迅(2) 31282 佐藤 ふぇいと(2) 37123 田中 優剛(1) 37147 前山 正憲(2)
[3] キムラ　ジン [4] イナオカ　マナト [3] ミズグチ　ライト [4] ヒラタ　コタロウ

31286 木村 仁(2) 31289 稲岡 愛斗(2) 37126 水口 来翔(1) 37145 平田 琥大朗(2)
ハクリョウ ボウカイ

4 白陵 49.91 望海 DNS
[1] セキ　ヒロト [2] ニシタニ　ルイ

36615 関 浩翔(2) 36612 西谷 琉偉(2)
[3] オノ　ヒロト [4] シマモト　マサキ

36613 小野 央翔(2) 36614 島本 匡基(2)
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カシマ キヌガワ

1 鹿島 49.24 5 衣川 50.57
[1] ハラグチ　ユズキ [2] フジモト　ソウタ [1] ハヤシ　ソウマ [2] スギノ　ケイゴ

36223 原口 柚輝(2) 36220 藤本 宗汰(2) 31330 林 颯馬(2) 31336 杉野 慧吾(1)
[3] アオキ　アンジ [4] キクタニ　レオ [3] サナ　カズヤ [4] ナカオ　イブキ

36200 青木 安慈(1) 36221 菊谷 玲雄(2) 31324 佐名 一泰(2) 31329 中尾 伊吹(2)
ヤシロ アサギリ

2 社 49.36 6 朝霧 50.99
[1] ニシ　ユズキ [2] ナカノ　カズキ [1] ヨシオカ　ショウタ [2] サカモト　ヒデユキ

38119 西 祐澄哉(1) 38118 中野 一稀(1) 31172 吉岡 将汰(1) 31166 坂本 秀幸(2)
[3] マエダ　タイシ [4] ハシモト　カイト [3] ウチムラ　ケイタ [4] サダマル　ミノリ

38120 前田 泰志(1) 38110 橋本 海音(2) 31170 内村 圭汰(1) 31163 貞丸 実紀(2)
ヒオカ ヨカワ

3 氷丘 49.64 7 吉川 52.48
[1] タニグチ　ハルノブ [2] オオタニ　アユキ [1] イマイ　シンノスケ [2] フジエダ　レオ

32974 谷口 陽宣(2) 32981 大谷 桜輝(1) 55006 今井 慎之介(2) 35920 藤枝 怜央(1)
[3] カンナン　ケイタ [4] タカハシ　ユウキ [3] ニシキ　ショウタ [4] フルヤ　ソラ

32985 河南 慶汰(1) 32975 髙橋 悠生(2) 35919 錦 将汰(1) 35910 古谷 颯良(2)
ノノイケ カンキ

4 野々池 50.11 8 神吉 52.95
[1] ニシムラ　リョウタ [2] マツモト　アキト [1] シバタ　コウア [2] カワニシ　ミノリ

31434 西村 涼太(2) 31424 松本 晃音(1) 33755 芝田 晃明(2) 33762 川西 実憲(1)
[3] サノ　ユウマ [4] ワキタ　ナオト [3] イトウ　リョウタ [4] ツカモト　ショウタ

31414 佐野 悠真(1) 31440 脇田 直人(2) 33761 伊東 遼太(1) 33756 塚本 翔大(2)

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
リョウソウ ハリマ

1 両荘 50.48 5 播磨 53.76
[1] タニガワ　ケイジ [2] リ　チェヒョン [1] ババ　ケイスケ [2] イシノ　ユウマ

33641 谷川 慧侍(2) 33649 リ チェヒョン(1) 39666 馬場 啓介(1) 39668 石野 佑磨(1)
[3] スギモト　リュウキ [4] オオニシ　リョウタロウ [3] ハシグチ　シン [4] コニシ　タクミ

33638 杉本 龍軌(2) 33637 大西 遼太朗(2) 39665 橋口 心(1) 39669 小西 拓実(1)
ハリマミナミ タカサゴ

2 播磨南 51.68 6 高砂 54.62
[1] ミズノ　ソウマ [2] イハラ　ケイイチ [1] アライ　コウセイ [2] サカイ　ユウト

39716 水野 颯真(2) 39723 井原 佳一(1) 36078 新井 聖生(2) 36085 酒井 優和(1)
[3] ウチダ　タクト [4] クロダ　リュウキ [3] ハカマタ　イツキ [4] クボタ　マサヨシ

39722 内田 琢斗(1) 39718 黒田 龍生(2) 36087 袴田 一期(1) 36084 窪田 真伊(1)
アライ イズミ

3 荒井 52.11 7 泉 54.89
[1] サトウ　アヤト [2] カジワラ　ゲンキ [1] ツジ　コウヘイ [2] スズキ　ハヤト

36138 佐藤 絢斗(2) 36136 梶原 元希(2) 37824 辻 晃平(1) 37823 鈴木 颯人(1)
[3] フジモト　ケント [4] キタムラ　ハヤト [3] コイズミ　ライド [4] タケウチ　カブト

36135 藤本 謙斗(2) 36142 北村 勇人(1) 37821 小泉 頼斗(1) 37813 竹内 樺武斗(2)
アサヒガオカ ヒョウキョウダイフゾク

4 旭丘 52.90 兵教大附属 DNS
[1] ナカオ　イオリ [2] シンセイ　タカヤ

37211 中尾 伊織(1) 37285 神生 嵩矢(2)
[3] タナカ　ケンセイ [4] ナカタニ　ユウト

37287 田中 健聖(2) 37284 中谷 悠人(2)
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カコガワ カサイ

1 加古川 47.05 5 加西 50.63
[1] タケトシ　リュウ [2] オオタニ　ショウマ [1] ベップ　ケイタ [2] テラオ　シュウ

32887 竹歳 龍(2) 32885 大谷 翔真(2) 37708 別府 恵多(2) 37703 寺尾 周(2)
[3] ギョウブ　ヒロト [4] ミキ　リュウノスケ [3] タカセ　ユウキ [4] オカモト　ケンタ

32804 刑部 大翔(1) 32884 三木 隆之介(2) 37707 高瀬 悠生(2) 37700 岡本 健太(2)
イナミ ニシワキ

2 稲美 49.63 6 西脇 50.98
[1] タケゾエ　シンゴ [2] タナカ　ルイ [1] ウノ　リョウゴ [2] キシ　ユウスケ

39422 竹添 鎮伍(1) 39402 田中 琉偉(1) 34520 宇野 僚悟(2) 34534 来住 侑亮(1)
[3] フジモト　タイチ [4] オカモト　オウジロウ [3] タカセ　イチカ [4] フカセ　コウキ

39420 藤本 泰地(1) 39416 岡本 桜志郎(2) 34538 高瀬 伊周(1) 34525 深瀬 光貴(2)
オオクボキタ ホウジョウ

3 大久保北 50.45 7 北条 51.38
[1] ウメダ　ホクト [2] ヤマオカ　ウタイ [1] タケウチ　アラシ [2] カキモト　ユウキ

32271 梅田 北斗(2) 32297 山岡 詩依(1) 37513 竹内 嵐史(2) 37525 柿本 悠貴(1)
[3] カドノ　ハルト [4] ヤマカワ　キョウヤ [3] ホリオ　スズノスケ [4] アサクラ　カナタ

32273 楞野 陽斗(2) 32298 山川 恭矢(1) 37593 堀尾 涼之介(2) 37515 朝倉 叶汰(2)
ジユウガオカ ウオズミヒガシ

4 自由が丘 50.48 8 魚住東 52.80
[1] コバ　ショウタ [2] イチジマ　ユウキ [1] ヤマナカ　タクマ [2] タニグチ　トア

35535 木場 翔太(2) 35534 市島 悠貴(2) 32008 山中 拓馬(1) 32036 谷口 斗亜(2)
[3] タナカ　ハル [4] スミダ　ヒナト [3] ワタタニ　レイ [4] マエカワ　ルカ

35537 田中 温琉(2) 35536 角田 陽翔(2) 32009 綿谷 玲(1) 32006 前川 琉嘉(1)

DNS:欠場  
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子走高跳
大会記録 1.81 川田　健一郎 （明石・附属明石）  明石 決勝 9/5 11:00 

1.81 矢嶋　隼也 （明石・二見）  明石

〈〈 決勝 〉〉
|1.40|1.45|1.50|1.55|1.60|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |1.63|1.66|1.69|1.72|     
アリスエ　カンタ リョウナン |o   |o   |o   |o   |o   |

1 33946 有末　貫汰 2 陵南 1-3 1.69 |o   |o   |o   |xxx |     
サトウ　ユウキ ホウデン |o   |o   |o   |o   |o   |

2 34304 佐藤　優希 2 宝殿 1-1 1.69 |o   |o   |xo  |xxx |     
イソノ　ユウダイ ホウデン |o   |o   |o   |xxx |     

3 34302 礒野　裕大 2 宝殿 1-4 1.50                           
スズキ　シュンスケ ミキヒガシ |o   |o   |xxo |xxx |     

4 35656 鈴木　駿介 2 三木東 1-6 1.50                           
スミダ　ヒナト ジユウガオカ |o   |xxo |xxo |xxx |     

5 35536 角田　陽翔 2 自由が丘 1-5 1.50                           
タケトシ　リュウ カコガワ |xo  |o   |xxx |          

6 32887 竹歳　龍 2 加古川 1-7 1.45                           
ヨシダ　コウキ ハマノミヤ |o   |xxo |xxx |          

7 33418 吉田　幸輝 2 浜の宮 1-14 1.45                           
ナカガワ　ヒロフミ オオクラ |xo  |xxx |               

8 31284 中川　裕文 2 大蔵 1-11 1.40                           
オオタニ　アユキ ヒオカ |xo  |xxx |               

8 32981 大谷　桜輝 1 氷丘 1-13 1.40                           
ミナミ　ユウスケ ミキヒガシ |xxx |                    

35661 南　友介 1 三木東 1-8 NM                           
カワモト　カズキ フタミ |xxx |                    

32136 川本　一輝 2 二見 1-9 NM                           
ヤマモト　マサキ リョウナン |xxx |                    

33962 山本　雅貴 1 陵南 1-10 NM                           
ワキタ　ナオト ノノイケ |xxx |                    

31440 脇田　直人 2 野々池 1-16 NM                           
オマツ　トア ボウカイ                           

31561 尾松　永愛 2 望海 1-2 DNS                           
シマダ　カズキ ミドリガオカ                           

35404 島田　和希 2 緑が丘 1-12 DNS                           
キグチ　リュウタ ミドリガオカ                           

35417 木口　琉太 2 緑が丘 1-15 DNS                           

NM:記録なし  DNS:欠場  o:有効試技  x:無効試技  
2021/09/ 06 09:55:03
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子走幅跳
大会記録 6.45 東　龍太郎 （加古川・陵南）  明石 決勝 9/4 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
イハラ　アオバ フタミ               +1.3                   

1 32134 井原　碧葉 2 二見 1-1 5.54 (+1.3) |    x|    x| 5.54|
ミズノ　ソウマ ハリマミナミ         +1.5  +0.5                   

2 39716 水野　颯真 2 播磨南 1-11 5.51 (+0.5) |    x| 5.39| 5.51|
ヤマジ　シュンスケ カコガワ   +0.5  +1.7  +1.4                   

3 32888 山路　俊介 2 加古川 1-22 5.45 (+0.5) | 5.45| 5.43| 5.39|
イケモト　アラシ ベフ         +1.7  +1.4                   

4 33513 池本　嵐 2 別府 1-3 5.44 (+1.7) |    x| 5.44| 5.40|
ヨシダ　コウキ ハマノミヤ   +1.9  +1.5  +1.2                   

5 33418 吉田　幸輝 2 浜の宮 1-2 5.40 (+1.5) | 5.39| 5.40| 5.21|
ツクダ　コウキ ヒラオカ         +0.9  +1.2                   

6 33217 佃　紘喜 1 平岡 1-4 5.33 (+0.9) |    x| 5.33| 5.22|
タカタ　ショウタ ハマノミヤ   +0.7  +0.2  +1.6                   

7 33410 高田　翔太 2 浜の宮 1-6 5.30 (+1.6) | 5.22| 5.23| 5.30|
カドノ　ハルト オオクボキタ   +0.5  +1.3  +2.4                   

8 32273 楞野　陽斗 2 大久保北 1-5 w5.14 (+2.4) 公認:5.11(0.5) | 5.11| 5.02| 5.14|
ツカモト　ショウタ カンキ         +1.8  +0.9                   

9 33756 塚本　翔大 2 神吉 1-9 5.10 (+1.8) |    x| 5.10| 4.98|
エビス　トキ タツヤマ   +0.6  +1.1  +1.4                   

10 36322 戎　叶希 2 竜山 1-8 4.97 (+1.1) | 4.59| 4.97| 4.86|
コバヤシ　イッシン リョウナン               +1.2                   

11 33949 小林　一心 2 陵南 1-17 4.96 (+1.2) |    x|    x| 4.96|
マエダ　タイシ ヤシロ   +0.1  +0.8  +1.9                   

12 38120 前田　泰志 1 社 1-16 4.88 (+1.9) | 4.68| 4.71| 4.88|
ウチダ　タクト ハリマミナミ   +0.3        +1.2                   

13 39722 内田　琢斗 1 播磨南 1-14 4.81 (+1.2) | 4.50|    x| 4.81|
ヨシダ　エイタ カコガワ         +1.1   0.0                   

14 32883 吉田　瑛太 2 加古川 1-21 4.78 (+1.1) |    x| 4.78| 4.50|
キシモト　カイリ カコガワチュウブ   +0.1  +1.6  +1.0                   

15 33135 岸本　快里 2 加古川中部 1-15 4.70 (+1.0) | 4.59| 4.49| 4.70|
シンセイ　タカヤ アサヒガオカ         +1.1  +1.7                   

16 37285 神生　嵩矢 2 旭丘 1-19 4.53 (+1.1) |    x| 4.53| 4.08|
カンナン　ケイタ ヒオカ               +1.4                   

17 32985 河南　慶汰 1 氷丘 1-13 4.45 (+1.4) |    x|    x| 4.45|
コンドウ　コウタ ヒオカ   +0.6  +1.9  +0.7                   

18 32983 近藤　琥太 1 氷丘 1-23 4.41 (+0.6) | 4.41| 4.11| 4.01|
ヒロナガ　リョウ オオクボキタ   +0.7        +1.2                   

19 32276 廣長　凌 2 大久保北 1-10 4.26 (+0.7) | 4.26|    x| 4.14|
コサカ　レイガ ホウデン   +0.5  +0.8  +1.0                   

20 34322 小坂　羚叶 1 宝殿 1-20 4.15 (+1.0) | 4.10| 4.11| 4.15|
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ                                      

35403 片山　朝陽 2 緑が丘 1-7 DNS |     |     |     |
オカムラ　ユウマ ミドリガオカ                                      

35418 岡村　優磨 2 緑が丘 1-12 DNS |     |     |     |
ヤマモト　ユオ ヒラオカ                                      

33243 山本　有愛 2 平岡 1-18 DNS |     |     |     |

w:追風参考  DNS:欠場  x:無効試技  
2021/09/ 06 09:54:30
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子三段跳
大会記録 12.66 安達　健志 （西脇・西脇）  明石 決勝 9/5 12:00 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
ヤマジ　シュンスケ カコガワ   +0.6  +0.5  +2.0                   

1 32888 山路　俊介 2 加古川 1-2 12.04 (+2.0) |11.77|11.72|12.04|
イハラ　アオバ フタミ   -0.6                               

2 32134 井原　碧葉 2 二見 1-1 11.48 (-0.6) |11.48|    -|    -|
タカタ　ショウタ ハマノミヤ    0.0  +0.9  +1.1                   

3 33410 高田　翔太 2 浜の宮 1-11 11.43 (+1.1) |10.64|11.25|11.43|
キムラ　ユウタ オオクラ   -0.6  +1.7  +2.3                   

4 31290 木村　優太 2 大蔵 1-5 w11.20 (+2.3)  公認:10.94(-0.6) |10.94|10.65|11.20|
ヒロナガ　リョウ オオクボキタ   -0.3  +0.8  +1.5                   

5 32276 廣長　凌 2 大久保北 1-7 11.00 (+1.5) |10.44|10.56|11.00|
スズキ　シュンスケ ミキヒガシ   +0.6  +1.5  +1.6                   

6 35656 鈴木　駿介 2 三木東 1-3 10.68 (+0.6) |10.68|10.61|10.40|
スズキ　ユウセイ オオクボキタ   -0.6  +0.2  +2.0                   

7 32274 鈴木　悠聖 2 大久保北 1-10 10.66 (+2.0) | 9.71|10.21|10.66|
ツカモト　ショウタ カンキ   +0.5  +0.3  +1.8                   

8 33756 塚本　翔大 2 神吉 1-8 10.55 (+0.5) |10.55|10.44|10.34|
ナガイ　ユウキ ハマノミヤ   -0.3  +1.1  +1.0                   

9 33411 長井　佑綺 2 浜の宮 1-12 10.36 (+1.0) | 9.50| 9.51|10.36|
マツイ　アキト ミドリガオカ                                      

35409 松居　暉大 2 緑が丘 1-4 DNS |     |     |     |
カジワラ　ゲンキ アライ                                      

36136 梶原　元希 2 荒井 1-6 DNS |     |     |     |
コジマ　ハヤト カンキ                                      

33754 小島　颯斗 2 神吉 1-9 DNS |     |     |     |

w:追風参考  DNS:欠場  -:パス  
2021/09/ 06 09:55:29
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子砲丸投  5k 

大会記録 13.27 磯本　昴甫 （加古川・志方）  加古川 決勝 9/5 12:45 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
ブラウン　チャドカナメ フタミ                                      

1 32142 ブラウン　チャド叶 2 二見 1-2 9.07 | 8.64| 8.47| 9.07|
ヒガサ　ショウマ フタミ                                      

2 32140 樋笠　翔真 2 二見 1-1 8.96 | 8.20| 8.77| 8.96|
オノ　ハルキ ハマノミヤ                                      

3 33404 小野　陽生 2 浜の宮 1-3 8.65 | 8.23| 8.24| 8.65|
ハラ　コウキ ヒオカ                                      

4 32970 原　幸輝 2 氷丘 1-5 8.45 | 8.45| 8.17|    x|
コウノ　アレン ハマノミヤ                                      

5 33408 河野　亜蓮 2 浜の宮 1-4 8.29 | 7.87| 8.05| 8.29|
タケノ　ヤマト ヒラオカミナミ                                      

6 33331 竹野　倭虎 1 平岡南 1-17 8.06 | 7.84| 8.06| 7.96|
スエヒサ　ヤマト ミキヒガシ                                      

7 35655 末久　大和 2 三木東 1-6 7.85 | 7.71| 7.59| 7.85|
ワキタ　ナオト ノノイケ                                      

8 31440 脇田　直人 2 野々池 1-14 7.85 | 7.14| 7.46| 7.85|
キドグチ　タイセイ リョウナン                                      

9 33948 木戸口　大成 2 陵南 1-8 7.80 | 7.15| 7.80| 7.61|
ニシムラ　リョウタ ノノイケ                                      

10 31434 西村　涼太 2 野々池 1-11 7.74 | 7.74| 7.73| 7.50|
アサノ　コウタ ヒラオカ                                      

11 33231 浅野　晄汰 2 平岡 1-9 7.71 | 7.44| 7.49| 7.71|
フルタ　ヒロキ カコガワチュウブ                                      

12 33143 古田　弘樹 2 加古川中部 1-13 7.71 | 6.63| 6.76| 7.71|
スガノ　タイキ カサイ                                      

13 37702 菅野　泰暉 2 加西 1-20 7.49 | 7.49|    x| 6.79|
ナカタ　ココロ エイガジマ                                      

14 31823 中田　心紘 1 江井島 1-22 7.20 | 6.91| 6.66| 7.20|
サノ　ジュキヤ ウオズミヒガシ                                      

15 32039 佐野　樹輝弥 2 魚住東 1-12 7.11 | 7.11| 6.90| 6.82|
ヤマグチ　シュウジ ヒラオカ                                      

16 33242 山口　秀司 2 平岡 1-18 7.10 | 7.10| 6.56| 6.70|
ツネミネ　ユウマ ゼンボウ                                      

17 37656 常峰　優真 2 善防 1-10 6.70 | 6.35| 6.60| 6.70|
ヤマモト　ユウマ ヒラオカミナミ                                      

18 33332 山本　祐誠 1 平岡南 1-19 6.65 | 6.14| 6.23| 6.65|
ヤマダ　トモアキ オオクラ                                      

19 31293 山田　睦明 2 大蔵 1-15 6.13 | 5.94| 5.86| 6.13|
ネギ　ケンタロウ ウオズミ                                      

31915 根木　健太郎 2 魚住 1-7 DNS |     |     |     |
タカヤマ　ソウタ ベフ                                      

33516 髙山　颯太 2 別府 1-16 DNS |     |     |     |
スミダ　ヒナト ジユウガオカ                                      

35536 角田　陽翔 2 自由が丘 1-21 DNS |     |     |     |

DNS:欠場  x:無効試技  
2021/09/ 06 09:55:44
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子円盤投  1.5k 

大会記録 34.96 立岩　武矩 (加古川・氷丘）  加古川 決勝 9/4 10:15 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
ハラ　コウキ ヒオカ                                      

1 32970 原　幸輝 2 氷丘 1-1 26.16 |26.16|   ↓|   ↓|
ササタニ　コウシロウ ボウカイ                                      

2 31565 笹谷　昊士朗 2 望海 1-8 25.93 |    x|25.93|   ↓|
ネギ　ケンタロウ ウオズミ                                      

3 31915 根木　健太郎 2 魚住 1-7 25.13 |    o|   ↑|25.13|
ヒガサ　ショウマ フタミ                                      

4 32140 樋笠　翔真 2 二見 1-2 24.70 |    o|24.70|   ↓|
コウノ　アレン ハマノミヤ                                      

5 33408 河野　亜蓮 2 浜の宮 1-5 24.59 |    o|24.59|   ↓|
オノ　ハルキ ハマノミヤ                                      

6 33404 小野　陽生 2 浜の宮 1-4 24.08 |24.08|   ↓|   ↓|
ヤマダ　トモアキ オオクラ                                      

7 31293 山田　睦明 2 大蔵 1-11 23.75 |    o|   ↑|23.75|
ブラウン　チャドカナメ フタミ                                      

8 32142 ブラウン　チャド叶 2 二見 1-6 22.23 |    o|22.23|   ↓|
アサノ　コウタ ヒラオカ                                      

9 33231 浅野　晄汰 2 平岡 1-9 22.08 |    o|22.08|   ↓|
キタオカ　サイト ボウカイ                                      

10 31567 北岡　才人 2 望海 1-14 20.61 |    o|   ↓|20.61|
ウエダ　ハヤト オオクラ                                      

11 31285 上田　隼大 2 大蔵 1-10 19.89 |    x|    o|19.89|
スエヒサ　ヤマト ミキヒガシ                                      

12 35655 末久　大和 2 三木東 1-15 19.74 |    o|   ↑|19.74|
ヤマモト　ユウマ ヒラオカミナミ                                      

13 33332 山本　祐誠 1 平岡南 1-12 19.43 |    o|   ↑|19.43|
タケノ　ヤマト ヒラオカミナミ                                      

33331 竹野　倭虎 1 平岡南 1-13 NM |   ↓|    x|    x|
タカヤマ　ソウタ ベフ                                      

33516 髙山　颯太 2 別府 1-3 DNS |     |     |     |

NM:記録なし  DNS:欠場  x:無効試技  o:有効試技  
2021/09/ 06 09:53:35
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子四種競技 (110H-SP-HJ-400)

大会記録 2570 田中　新也 （小野・小野南）  加古川 決勝 9/4 14:15

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
シブヤ　コウセイ ボウカイ

1 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 1671
タカハシ　ユウキ ヒオカ

2 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 1397
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ

3 35652 木嶋　宏海(2) 三木東 1303
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ

4 33406 北村　優希(2) 浜の宮 1254
オカムラ　タクト オオクボキタ

5 32272 岡村　卓和(2) 大久保北 1114
オオタニ　アユキ ヒオカ

6 32981 大谷　桜輝(1) 氷丘 1071
ムカイ　リオウ オオクボキタ

7 32279 向井　利旺(2) 大久保北 824
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ

8 39133 恒原　陽彩(1) 黒田庄 789
オオスミ　ユウヤ クロダショウ

39121 大隅　優也(2) 黒田庄 DNF
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ

35403 片山　朝陽(2) 緑が丘 DNS
キグチ　リュウタ ミドリガオカ

35417 木口　琉太(2) 緑が丘 DNS

DNF:途中棄権  DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:54:16
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審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオタニ　アユキ ヒオカ 431

1 32981 大谷　桜輝(1) 氷丘 59.48
シブヤ　コウセイ ボウカイ 424

2 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 59.68
オカムラ　タクト オオクボキタ 354

3 32272 岡村　卓和(2) 大久保北 1:01.80
タカハシ　ユウキ ヒオカ 348

4 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 1:02.00
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ 317

5 35652 木嶋　宏海(2) 三木東 1:02.99
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ 243

6 39133 恒原　陽彩(1) 黒田庄 1:05.59
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ 167

7 33406 北村　優希(2) 浜の宮 1:08.67
ムカイ　リオウ オオクボキタ 128

8 32279 向井　利旺(2) 大久保北 1:10.46

Powerd by AthleteRanking.com
2021/09/06 10:01:41

〈〈 四種競技 〉〉

1組

9/4 14:15 

共　通男子400m

リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 信近　清志



審判長
記録主任

決勝

(+0.7 m/s) (+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
シブヤ　コウセイ ボウカイ 640 タカハシ　ユウキ ヒオカ 344

1 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 16.85 1 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 20.07
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ 452 オカムラ　タクト オオクボキタ 208

2 33406 北村　優希(2) 浜の宮 18.78 2 32272 岡村　卓和(2) 大久保北 22.00
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ 407 ムカイ　リオウ オオクボキタ 172

3 35652 木嶋　宏海(2) 三木東 19.29 3 32279 向井　利旺(2) 大久保北 22.61
オオスミ　ユウヤ クロダショウ 285 オオタニ　アユキ ヒオカ 133

4 39121 大隅　優也(2) 黒田庄 20.85 4 32981 大谷　桜輝(1) 氷丘 23.35
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ 234 キグチ　リュウタ ミドリガオカ -

5 39133 恒原　陽彩(1) 黒田庄 21.60 35417 木口　琉太(2) 緑が丘 DNS
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ -

35403 片山　朝陽(2) 緑が丘 DNS

Powerd by AthleteRanking.com

DNS:欠場  
2021/09/06 10:12:27

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

9/4  9:30 

共　通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 信近　清志



決勝

順位 Bibs 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録
352

1 31564 2 望海 1-9 1.45
352

2 33406 2 浜の宮 1-11 1.45
317

3 35652 2 三木東 1-10 1.40
317

4 32272 2 大久保北 1-7 1.40
283

5 32279 2 大久保北 1-5 1.35
283

6 32975 2 氷丘 1-4 1.35
283

6 32981 1 氷丘 1-6 1.35
0

39133 1 黒田庄 1-8 NM
-

35403 2 緑が丘 1-1 DNS
-

39121 2 黒田庄 1-2 DNS
-

35417 2 緑が丘 1-3 DNS

Powerd by AthleteRanking.com

木口　琉太                      

NM:記録なし  DNS:欠場  o:有効試技  x:無効試技  
2021/09/06 09:49:36

オオスミ　ユウヤ クロダショウ                      
大隅　優也                      
キグチ　リュウタ ミドリガオカ                      

片山　朝陽                      

オオタニ　アユキ ヒオカ |xxo |xxx |          
大谷　桜輝                      
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ |xxx |               
恒原　陽彩                      
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ                      

髙橋　悠生                      

オカムラ　タクト オオクボキタ |xo  |xo  |xxx |     
岡村　卓和                      
ムカイ　リオウ オオクボキタ |o   |xxx |          
向井　利旺                      
タカハシ　ユウキ ヒオカ |xxo |xxx |          

木嶋　宏海                      

渋谷　洸晴                      

北村　優希                      
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ |o   |o   |xxx |     

キタムラ　ユウキ ハマノミヤ |o   |xo  |xo  |xxx |

シブヤ　コウセイ ボウカイ |o   |o   |xo  |xxx |

〈〈 四種競技 〉〉
|1.35|1.40|1.45|1.50|

競技者名 |1.55|1.58|1.61|1.64|

種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子走高跳
9/4 13:00 



決勝

順位 Bibs 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録
422

1 32975 2 氷丘 1-11 8.93
312

2 39133 1 黒田庄 1-4 7.08
283

3 33406 2 浜の宮 1-7 6.58
276

4 39121 2 黒田庄 1-9 6.46
262

5 35652 2 三木東 1-6 6.22
255

6 31564 2 望海 1-5 6.11
241

7 32279 2 大久保北 1-1 5.86
235

8 32272 2 大久保北 1-3 5.76
224

9 32981 1 氷丘 1-2 5.57
-

35403 2 緑が丘 1-8 DNS
-

35417 2 緑が丘 1-10 DNS

Powerd by AthleteRanking.com

木口　琉太 |     |     |     |

DNS:欠場  
2021/09/06 09:49:02

カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ                                      

片山　朝陽 |     |     |     |
キグチ　リュウタ ミドリガオカ                                      

大谷　桜輝 | 4.75| 5.48| 5.57|

ムカイ　リオウ オオクボキタ                                      

向井　利旺 | 5.01|   ↓| 5.86|
オカムラ　タクト オオクボキタ                                      

岡村　卓和 | 5.76|   ↓|   ↓|
オオタニ　アユキ ヒオカ                                      

渋谷　洸晴 | 5.08| 6.11|   ↓|

オオスミ　ユウヤ クロダショウ                                      

大隅　優也 | 6.46|   ↓|   ↓|
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ                                      

木嶋　宏海 | 5.77| 6.22|   ↓|
シブヤ　コウセイ ボウカイ                                      

北村　優希 | 6.06| 6.58|   ↓|

髙橋　悠生 | 8.93|   ↓|   ↓|

恒原　陽彩 | 6.77|   ↓| 7.08|
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ                                      

ツネハラ　ヒイロ クロダショウ                                      

タカハシ　ユウキ ヒオカ                                      

〈〈 四種競技 〉〉

競技者名 |  1  |  2  |  3  |

種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通男子砲丸投  4k 

9/4 10:45 



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生女子100m
大会記録 12.37 井村　奈津希 （高砂・高砂）  加古川 決勝 9/4 12:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.3 m/s) 2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
ヒラノ　ミキ リョウナン イケダ　サユナ オオクボキタ

1 33945 平野　美紀(2) 陵南 12.78 1 32221 池田　咲結菜(2) 大久保北 13.62
ヤマダ　スズハ タツヤマ ミズノ　ケイ イナミ

2 36385 山田　涼華(2) 竜山 13.18 2 39421 水野　恵依(2) 稲美 13.65
オグラ　リア オノミナミ タイ　リナ ヒオカ

3 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 13.19 2 32934 田井　里奈(2) 氷丘 13.65
イムラ　アヤミ ノノイケ フジワラ　ナルミ オノ

4 31403 井村　綾実(2) 野々池 13.40 4 37142 藤原　成美(2) 小野 13.81
イシダ　アガサ ハマノミヤ ナカムラ　サナ カミ

5 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 13.53 5 38904 中村　紗菜(2) 加美 13.81
ハタ　ハヅキ リョウソウ ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ

6 33636 畑　葉月(2) 両荘 13.65 6 33092 長谷川　茜音(2) 加古川山手 13.83
オオヤマ　アキ オノ タキモト　リンカ イナミ

7 37141 大山　璃姫(2) 小野 13.68 7 39427 滝本　鈴夏(2) 稲美 13.89
テラキタ　ココメ リョウナン アライ　ミヤビ ハリマミナミ

8 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 13.70 8 39760 新居　みやび(2) 播磨南 14.50
シマダ　マリア カコガワ カコ　アンナ ショウヨウ

32875 島田　万莉愛(2) 加古川 DNS 36409 加古　杏菜(2) 松陽 DNS

3組 (+1.9 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
オオニシ　カレン ハリマ カネツク　サナ オノミナミ

1 39660 大西　花連(2) 播磨 13.65 1 37002 鐘撞　紗楠(2) 小野南 13.78
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ ヤマモト　サエ フタミ

2 32933 権藤　百合子(2) 氷丘 13.68 2 32140 山本　冴(2) 二見 13.78
コンドウ　モモ ヤシロ マツイ　ミサキ ノノイケ

3 38113 近藤　もも(2) 社 13.85 3 31412 松井　美咲希(2) 野々池 13.84
フジカワ　ノノ ホウデン ウエハラ　アイカ カコガワチュウブ

4 34311 藤川　乃々(2) 宝殿 13.88 4 33153 上原　和華(2) 加古川中部 13.84
マジマ　モエカ ハマノミヤ サコダ　ユウリ ホウデン

5 33427 間嶋　萌花(2) 浜の宮 13.99 5 34304 迫田　優里(2) 宝殿 13.84
オオシマ　カレン ニシワキ キソ　ネネ ウオズミヒガシ

6 34582 大嶋　可恋(2) 西脇 14.14 6 32027 木曽　希音(2) 魚住東 13.89
ウラタ　ジュナ アサヒガオカ ササクラ　ユア ニシワキ

7 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘 14.14 7 34588 笹倉　結愛(2) 西脇 14.02
フジモト　アイ オオクボキタ ワタナベ　アヤカ アサギリ

8 32237 藤本　愛(2) 大久保北 14.23 8 31125 渡辺　彩加(2) 朝霧 14.29
ホンゴウ　モモカ ショウヨウ

36414 本郷　李果(2) 松陽 DNS

5組 (+1.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クドウ　サクラ ヨカワ

1 55012 工藤　さくら(2) 吉川 13.88
ツオ　ナツキ ジユウガオカ

2 35540 津尾　菜月(2) 自由が丘 14.15
ナイトウ　サララ イズミ

3 37891 内藤　さらら(2) 泉 14.18
フジイ　ミカナ オオクボ

4 31603 藤井　心叶(2) 大久保 14.22
ササキ　ユウナ ベフ

5 33512 佐々木　結奈(2) 別府 14.32
タナカ　アミ カコガワ

6 32870 田中　亜実(2) 加古川 14.49
ウメツ　サクラ ミドリガオカ

35440 梅津　さくら(2) 緑が丘 DNS
ウエニシ　アイリ ヒラオカ

33201 上西　愛梨(2) 平岡 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:00:39

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生女子100m
大会記録 12.72 松永　朋子 （小野・小野）  加古川 決勝 9/4 12:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.2 m/s) 2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
ヤマノ　マオ リョウソウ コンドウ　リホ アライ

1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 12.83 1 36152 近藤　莉帆(1) 荒井 13.88
イワモト　モモカ カコガワ ヤマグチ　ユズキ ウオズミヒガシ

2 32890 岩本　萌々果(1) 加古川 13.63 2 32045 山口　柚希(1) 魚住東 14.01
セントク　マミコ ハマノミヤ アオ　ユカ アサギリ

3 33443 千徳　真心子(1) 浜の宮 13.68 3 31130 阿尾　優栞(1) 朝霧 14.06
オカ　アオイ ホウジョウ サオカ　アヅサ ヒラオカ

4 37520 岡　蒼依(1) 北条 13.86 4 33219 佐岡　亜都沙(1) 平岡 14.10
ツツミ　セイカ ヒオカ ヨシダ　セイラ カコガワ

5 32942 堤　清香(1) 氷丘 13.99 5 32893 吉田　聖來(1) 加古川 14.12
タニヤマ　ナナミ オオクボキタ ミヤザキ　アイナ カコガワチュウブ

6 32261 谷山　七海(1) 大久保北 14.03 6 33188 宮崎　愛奈(1) 加古川中部 14.13
マエヤマ　ハルカ オノ アカギ　ココロ イナミ

7 37108 前山　晴華(1) 小野 14.08 7 39401 赤木　こころ(1) 稲美 14.33
イトウ　サエ オオクボ マルイチ　シホ カンキ

31631 伊藤　紗英(1) 大久保 DNS 8 33744 丸一　志帆(1) 神吉 14.53
ヤマグチ　エレナ ヤシロ ウエハラ　カエデ シカタ

38145 山口　恵玲奈(1) 社 DNS 33803 植原　楓(1) 志方 DNS

3組 (+0.8 m/s) 4組 (+0.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハマナカ　ココネ ホウデン ウエハラ　ミオ カコガワチュウブ

1 34333 浜中　心寧(1) 宝殿 14.23 1 33180 上原　明桜(1) 加古川中部 14.19
フクヤマ　ミユ ホウデン ススメ　ユウカ フタミ

2 34334 福山　美優(1) 宝殿 14.25 2 32153 前　優花(1) 二見 14.22
コバヤシ　サラ アライ オオノ　イオリ オノ

3 36151 小林　さら(1) 荒井 14.27 3 37103 大野　生織(1) 小野 14.29
オガワ　レナ ハマノミヤ イノシマ　モモコ アサヒガオカ

4 33442 小川　玲奈(1) 浜の宮 14.29 4 37222 猪島　桃子(1) 旭丘 14.45
ワタナベ　ココロ ハリマ オダ　モモカ ショウヨウ

5 39664 渡邊　心(1) 播磨 14.31 5 36417 小田　桃佳(1) 松陽 14.64
ヒライ　リナ オオクボ イシカワ　ユウナ カンキ

6 31625 平位　りな(1) 大久保 14.42 6 33743 石川　優菜(1) 神吉 14.66
オオニシ　リオ ハリマミナミ カワムラ　ルリ ヤシロ

7 39776 大西　莉央(1) 播磨南 14.48 7 38146 河村　瑠莉(1) 社 14.71
フジタ　ナツキ ミキヒガシ ツボサカ　アオバ ホウジョウ

8 35617 藤田　夏希(1) 三木東 14.63 8 37528 壷阪　葵音葉(1) 北条 14.96

5組 (+1.4 m/s) 6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
キヨセ　ナミ ミキヒガシ フジイ　キラ クロダショウ

1 35618 清瀬　七瑞(1) 三木東 14.39 1 39188 藤井　稀羅(1) 黒田庄 14.54
フジイ　レナ ハリマ オカジマ　コハル イズミ

2 39663 藤井　玲名(1) 播磨 14.45 2 37871 岡嶋　こはる(1) 泉 14.67
ホリイ　ヒヨリ アサヒガオカ ヨシカワ　ミウ ハリマミナミ

3 37221 掘井　ひより(1) 旭丘 14.46 3 39772 吉川　美海(1) 播磨南 14.79
アオヤマ　キサ クロダショウ ハギハラ　カザホ カコガワヤマテ

4 39181 青山　希咲(1) 黒田庄 14.51 4 33009 萩原　風帆(1) 加古川山手 14.82
コムラ　コノミ イナミ カワグチ　ヒナ カコガワヤマテ

5 39428 小村　心乃美(1) 稲美 14.67 5 33003 川口　陽菜(1) 加古川山手 15.02
マツヤマ　アイ オノミナミ オオサワ　ハナ ヒオカ

6 37015 松山　愛生(1) 小野南 14.68 6 32944 大澤　花彩(1) 氷丘 15.06
カワバタ　トウコ ヒラオカ フジモト　アイナ ヒラオカミナミ

7 33214 川畑　柊子(1) 平岡 15.00 7 33312 藤本　愛菜(1) 平岡南 15.25
カミゴオリ　マオ カミ カワバタ　ミナミ イナミキタ

38905 上郡　真緒(1) 加美 DNS 39513 川端　みなみ(1) 稲美北 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:00:54

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子200m
大会記録 25.52 好井　愛結 （加古川・氷丘）  加古川 決勝 9/5 11:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.8 m/s) 2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
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ タキモト　リンカ イナミ

1 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 26.78 1 39427 滝本　鈴夏(2) 稲美 28.55
ヤマダ　スズハ タツヤマ サコダ　ユウリ ホウデン

2 36385 山田　涼華(2) 竜山 27.77 2 34304 迫田　優里(2) 宝殿 28.83
オオヤマ　アキ オノ ナカムラ　サナ カミ

3 37141 大山　璃姫(2) 小野 28.20 3 38904 中村　紗菜(2) 加美 29.01
ウエハラ　アイカ カコガワチュウブ キザワ　ナナコ ショウヨウ

4 33153 上原　和華(2) 加古川中部 28.92 4 36410 木澤　なな子(2) 松陽 29.33
フジワラ　ナルミ オノ ミヤザキ　ソヨカ ホウデン

5 37142 藤原　成美(2) 小野 29.19 5 34308 宮﨑　そよか(2) 宝殿 29.45
ウラタ　ジュナ アサヒガオカ オオシマ　カレン ニシワキ

6 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘 29.40 6 34582 大嶋　可恋(2) 西脇 29.69
シマダ　マリア カコガワ タカハシ　レイ ハマノミヤ

32875 島田　万莉愛(2) 加古川 DNS 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 DNS
イトウ　サエ オオクボ

31631 伊藤　紗英(1) 大久保 DNS

3組 (0.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミズノ　ケイ イナミ

1 39421 水野　恵依(2) 稲美 28.55
ヤマモト　サエ フタミ

2 32140 山本　冴(2) 二見 28.78
アズマ　ミズキ ハマノミヤ

3 33420 東　瑞稀(2) 浜の宮 28.88
マツイ　ミサキ ノノイケ

4 31412 松井　美咲希(2) 野々池 28.92
フジモト　アイ オオクボキタ

5 32237 藤本　愛(2) 大久保北 28.92
カワイ　ハル オオクボ

6 31633 川井　波瑠(1) 大久保 29.03
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ

7 32933 権藤　百合子(2) 氷丘 29.62

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:02:57

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生女子800m
大会記録 2:17.69 飯塚　菜月 （明石・大久保）  加古川 決勝 9/5 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
ヨシダ　エマ リョウナン シライシ　ユナ フタミ

1 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 2:19.22 1 32135 白石　結菜(2) 二見 2:32.77
ヨシカワ　ナオ イナミ ナス　ヒナミ オオクボキタ

2 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 2:19.73 2 32234 那須　日菜美(2) 大久保北 2:32.93
ヨシカワ　ヒナ イナミ ナカタニ　ユイナ イズミ

3 39422 吉川　陽菜(2) 稲美 2:23.20 3 37894 中谷　悠衣那(2) 泉 2:34.48
オオノ　ハルカ アサギリ オオシオ　レイ アサヒガオカ

4 31124 王野　遥(2) 朝霧 2:24.05 4 37293 大塩　澪(2) 旭丘 2:35.07
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ ホンダ　ミヒロ カンキ

5 35610 屋敷　萌子(2) 三木東 2:24.11 5 33733 本多　美尋(2) 神吉 2:35.24
ワタナベ　マヒロ ハリマ マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ

6 39659 渡邉　真優(2) 播磨 2:26.57 6 32031 真砂　彩花(2) 魚住東 2:35.37
ブンギョク　サチ ハリマ イノウエ　マイコ イズミ

7 39658 分玉　彩智(2) 播磨 2:27.15 7 37890 井上　舞衣子(2) 泉 2:36.14
イシダ　ユキナ カコガワチュウブ ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ

8 33151 石田　幸菜(2) 加古川中部 2:28.52 8 35532 上阪　夏実(2) 自由が丘 2:36.53
イノウエ　リナ ヒラオカ フジモト　アオイ クロダショウ

9 33203 井上　莉那(2) 平岡 2:29.45 9 39175 藤本　葵(2) 黒田庄 2:36.90
オガワ　カエノ イナミキタ キタサコ　エミリ オオクボ

10 39590 小川　楓乃(2) 稲美北 2:30.42 10 31600 北迫　英美里(2) 大久保 2:37.11
サワダ　ヒロカ エイガジマ クズシマ　ユイ ハマノミヤ

11 31808 澤田　裕佳(2) 江井島 2:31.51 11 33423 葛島　由衣(2) 浜の宮 2:37.61
タチバナ　ミム ハマノミヤ マエダ　ユウネ ミキヒガシ

12 33426 橘　実夢(2) 浜の宮 2:31.79 12 35609 前田　優音(2) 三木東 2:37.72
ヨシノ　マコト カシマ ナガタ　ホホコ ボウカイ

13 36222 吉野　真琴(2) 鹿島 2:32.47 13 31590 永田　帆帆子(2) 望海 2:39.49
ミツナガ　サエラ ベフ モリシタ　サラ アサヒガオカ

14 33517 満永　彩愛(2) 別府 2:32.56 37291 森下　幸來(2) 旭丘 DNS
ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ キタムラ　ハナ カコガワ

15 33158 中間　楠(2) 加古川中部 2:39.91 32873 北村　葉奈(2) 加古川 DNS
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生女子800m

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
エノモト　レイラ ボウカイ

1 31588 榎本　怜羅(2) 望海 2:35.49
タマダ　ワカナ ノノイケ

2 31408 玉田　和佳菜(2) 野々池 2:37.61
ヤマモト　ココナ オノミナミ

3 37004 山本　心愛(2) 小野南 2:40.44
ツジモト　ソラ ホウデン

4 34305 辻元　星愛(2) 宝殿 2:40.59
カトウ　ユイ ホウデン

5 34302 加藤　優結(2) 宝殿 2:40.71
キシモト　サナ リョウソウ

6 33634 岸本　紗奈(2) 両荘 2:41.04
ニシムラ　アンナ クロダショウ

7 39174 西村　杏菜(2) 黒田庄 2:42.23
コバヤシ　アヤ ヨカワ

8 55004 小林　彩(2) 吉川 2:42.50
ドウモト　ミク ヒョウキョウダイフゾク

9 38523 堂本　実来(2) 兵教大附属 2:42.84
クロダ　トモカ ヨカワ

10 55002 黒田　智花(2) 吉川 2:43.45
オカダ　ルイ フタミ

11 32133 岡田　瑠依(2) 二見 2:45.32
アカイ　ミズキ アサギリ

12 31120 赤井　瑞季(2) 朝霧 2:50.48
ササクラ　マミ ニシワキ

34587 笹倉　愛実(2) 西脇 DNS
マスモト　アヤネ ノノイケ

31411 桝本　絢音(2) 野々池 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:02:31
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生女子800m
大会記録 2:23.15 田中　由眞 （小野・小野）  加古川 決勝 9/5 12:20 

〈〈 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
イナオカ　サキハ アライ ワカツキ　オキナ カンキ

1 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 2:26.36 1 33749 若月　緒奏(1) 神吉 2:35.41
オイマツ　ワカナ アライ サカタ　アユミ ホウデン

2 36156 老松　和奏(1) 荒井 2:26.89 2 34331 酒田　歩実(1) 宝殿 2:36.18
オオガミ　イロハ オオクボ オオムラ　ミユ イナミ

3 31637 大神　彩羽(1) 大久保 2:29.63 3 39412 大村　美柚(1) 稲美 2:37.62
フジタ　コノア ホウジョウ フジイ　キラ クロダショウ

4 37530 藤田　このあ(1) 北条 2:30.64 4 39188 藤井　稀羅(1) 黒田庄 2:39.83
イケマツ　イズミ オノ タカセ　イロ ニシワキミナミ

5 37101 池松　いずみ(1) 小野 2:32.27 5 34790 髙瀬　七色(1) 西脇南 2:41.09
アラキ　リオ ハリマミナミ ミサワ　シズク フタミ

6 39778 荒木　理緒(1) 播磨南 2:32.47 6 32158 三澤　静空(1) 二見 2:41.94
ツジオカ　ミソラ タツヤマ オオニシ　リオン ヒオカ

7 36303 辻岡　美空(1) 竜山 2:32.79 7 32941 大西　凛音(1) 氷丘 2:42.68
ワタナベ　ココロ ハリマ サカモト　ユメカ カシマ

8 39664 渡邊　心(1) 播磨 2:33.27 8 36206 坂本　夢華(1) 鹿島 2:44.00
ホリ　カリナ ハリマミナミ ハヤシ　ホノカ ヒラオカ

9 39777 堀　香里奈(1) 播磨南 2:34.38 9 33223 林　穂乃花(1) 平岡 2:45.73
タカタ　アユ シカタ ウチヤ　イオリ オオクボキタ

10 33805 高田　彩佑(1) 志方 2:34.64 10 32251 内屋　依央梨(1) 大久保北 2:46.70
キヨタ　ナツキ カンキ キタ　ホノカ エイガジマ

11 33746 清田　菜月(1) 神吉 2:34.85 11 31816 北　萌伽(1) 江井島 2:47.26
ナガノ　サヤ イナミ マツイ　ハナエ カミ

12 39409 長野　紗弥(1) 稲美 2:38.44 12 38906 松井　花衣(1) 加美 2:47.27
シモムラ　イチカ キヌガワ クボ　センリ カコガワヤマテ

13 31346 霜村　一華(1) 衣川 2:39.59 33005 久保　千莉(1) 加古川山手 DNS
タカイ　アユム ホウジョウ セラダ　セナ オノ

14 37527 高井　歩夢(1) 北条 2:40.68 37105 世良田　星奈(1) 小野 DNS
サキタニ　ユメ イナミキタ

15 39511 﨑谷　結芽(1) 稲美北 2:42.16

2021/09/ 06 09:03:42
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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年生女子800m

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コンドウ　マホ ノノイケ

1 31435 近藤　真穂(1) 野々池 2:41.85
ニイダ　ユイナ オオクボ

2 31629 仁井田　結菜(1) 大久保 2:45.09
オオミ　ニナ オオクボキタ

3 32252 大味　初菜(1) 大久保北 2:45.10
オガワ　カナ ハマノミヤ

4 33441 小川　加渚(1) 浜の宮 2:45.84
ウエバヤシ　ナナ タカサゴ

5 36029 上林　虹(1) 高砂 2:48.33
ヤノ　ミユカ オオクラ

6 31222 矢野　幸奏(1) 大蔵 2:49.44
タチキ　ノア ウオズミヒガシ

7 32038 立木　乃愛(1) 魚住東 2:49.78
コウシロ　アイリ ウオズミ

8 31983 神代　愛里(1) 魚住 2:50.13
ヒサカ　ココミ ハマノミヤ

9 33444 日坂　心海(1) 浜の宮 2:50.77
タナカ　ミウ ヒョウキョウダイフゾク

10 38536 田中　海羽(1) 兵教大附属 2:52.61
フジタ　トモカ ヤシロ

11 38151 藤田　朋花(1) 社 2:54.50
ムライ　チナツ ホウデン

34335 村井　千夏(1) 宝殿 DNS
ヨシダ　リノ タカサゴ

36030 吉田　梨乃(1) 高砂 DNS
クラサコ　ラン ミドリガオカ

35422 藏迫　蘭(1) 緑が丘 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:03:42

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子1500m
大会記録 4:30.85 後藤　夢 （加古川・平岡南）  加古川 決勝 9/4  9:40 

〈〈 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 オオガミ　イロハ オオクボ

1 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 4:42.92 1 31637 大神　彩羽(1) 大久保 5:03.96
ヨシダ　エマ リョウナン イケマツ　イズミ オノ

2 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 4:50.03 2 37101 池松　いずみ(1) 小野 5:08.95
ヨシカワ　ヒナ イナミ ブンギョク　サチ ハリマ

3 39422 吉川　陽菜(2) 稲美 4:52.09 3 39658 分玉　彩智(2) 播磨 5:09.77
イナオカ　サキハ アライ イノウエ　リナ ヒラオカ

4 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 4:55.91 4 33203 井上　莉那(2) 平岡 5:12.91
オオノ　ハルカ アサギリ ナス　ヒナミ オオクボキタ

5 31124 王野　遥(2) 朝霧 5:01.14 5 32234 那須　日菜美(2) 大久保北 5:12.94
ツジオカ　ミソラ タツヤマ ナカタニ　ユイナ イズミ

6 36303 辻岡　美空(1) 竜山 5:01.29 6 37894 中谷　悠衣那(2) 泉 5:15.96
キシハラ　ミル カコガワチュウブ サカタ　アユミ ホウデン

7 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 5:01.91 7 34331 酒田　歩実(1) 宝殿 5:16.08
フジタ　コノア ホウジョウ サワダ　ヒロカ エイガジマ

8 37530 藤田　このあ(1) 北条 5:02.94 8 31808 澤田　裕佳(2) 江井島 5:19.28
ワタナベ　マヒロ ハリマ アラキ　リオ ハリマミナミ

9 39659 渡邉　真優(2) 播磨 5:08.74 9 39778 荒木　理緒(1) 播磨南 5:20.88
オガワ　カエノ イナミキタ タチバナ　ミム ハマノミヤ

10 39590 小川　楓乃(2) 稲美北 5:10.31 10 33426 橘　実夢(2) 浜の宮 5:22.83
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ タカタ　アユ シカタ

11 35610 屋敷　萌子(2) 三木東 5:13.45 11 33805 高田　彩佑(1) 志方 5:23.49
オオシオ　レイ アサヒガオカ ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ

12 37293 大塩　澪(2) 旭丘 5:14.46 12 35532 上阪　夏実(2) 自由が丘 5:28.38
ヤマウチ　リコ ホウジョウ キタサコ　エミリ オオクボ

13 37523 山内　莉瑚(1) 北条 5:15.72 13 31600 北迫　英美里(2) 大久保 5:31.35
アンドウ　モモカ ミキヒガシ モリシタ　サラ アサヒガオカ

14 35608 安藤　桃花(2) 三木東 5:21.45 14 37291 森下　幸來(2) 旭丘 5:34.14
ヨシノ　マコト カシマ サキタニ　ユメ イナミキタ

15 36222 吉野　真琴(2) 鹿島 5:26.70 15 39511 﨑谷　結芽(1) 稲美北 5:35.16
キノシタ　アイラ ミキ ナガタ　ホホコ ボウカイ

16 35074 木下　愛羅(2) 三木 5:33.79 16 31590 永田　帆帆子(2) 望海 5:40.74
イトウ　ユイラ カコガワチュウブ サカイ　ユキネ ミドリガオカ

33152 伊東　結良(2) 加古川中部 DNS 35442 酒井　幸音(2) 緑が丘 DNS

2021/09/ 06 08:59:33
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クズシマ　ユイ ハマノミヤ

1 33423 葛島　由衣(2) 浜の宮 5:23.59
イノウエ　マイコ イズミ

2 37890 井上　舞衣子(2) 泉 5:23.69
ホリ　カリナ ハリマミナミ

3 39777 堀　香里奈(1) 播磨南 5:24.61
ホンダ　ミヒロ カンキ

4 33733 本多　美尋(2) 神吉 5:25.57
マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ

5 32031 真砂　彩花(2) 魚住東 5:25.88
タダ　コハネ カシマ

6 36224 多田　心羽(2) 鹿島 5:30.19
ハヤシ　ホノカ ヒラオカ

7 33223 林　穂乃花(1) 平岡 5:33.13
オオニシ　リオン ヒオカ

8 32941 大西　凛音(1) 氷丘 5:33.66
ヤマモト　ココナ オノミナミ

9 37004 山本　心愛(2) 小野南 5:35.11
タマダ　ワカナ ノノイケ

10 31408 玉田　和佳菜(2) 野々池 5:35.88
タナカ　アイ カンキ

11 33732 田中　愛(2) 神吉 5:37.13
ササクラ　マミ ニシワキ

12 34587 笹倉　愛実(2) 西脇 5:55.72
オオヤマ　シノン ホウデン

34301 大山　心暖(2) 宝殿 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
セラダ　セナ オノ

37105 世良田　星奈(1) 小野 DNS
キタムラ　ハナ カコガワ

32873 北村　葉奈(2) 加古川 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 06 08:59:33
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子100mH (76.2:13-8-15)

大会記録 14.78 松永　朋子 （小野・小野）  加古川 決勝 9/5 11:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.5 m/s) 2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
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ フジカワ　ノノ ホウデン

1 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 15.84 1 34311 藤川　乃々(2) 宝殿 17.68
タカス　フウコ ノノイケ コタニ　リオ ボウカイ

2 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 16.38 2 31592 小谷　莉生(2) 望海 18.02
マエカワ　ヒマリ ヤシロ イノウエ　モモ ヤシロ

3 38108 前川　羽葵(2) 社 16.52 3 38149 井上　もも(1) 社 18.13
カタオカ　ナナ ニシワキ オオタニ　サヤコ オオクボ

4 34584 片岡　奈菜(2) 西脇 16.61 4 31605 大谷　彩子(2) 大久保 18.27
アライ　ミヤビ ハリマミナミ ハヤシ　サナ オオクボ

5 39760 新居　みやび(2) 播磨南 17.36 5 31615 林　沙奈(2) 大久保 18.35
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ ニシダ　サキ ヒオカ

6 33150 石口　楓(2) 加古川中部 17.37 6 32935 西田　早希(2) 氷丘 18.55
ヤマグチ　ミユ ニシワキ タカタ　ユイカ ニシワキミナミ

7 34590 山口　心優(2) 西脇 17.42 7 34781 高田　優衣花(2) 西脇南 19.35
タカハシ　レイ ハマノミヤ イノウエ　ミヒロ カコガワ

8 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 17.45 32872 井上　心尋(2) 加古川 DNS
イワネ　コハル ボウカイ

9 31591 岩根　小春(2) 望海 17.50

3組 (+1.5 m/s) 4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
カトウ　ミオ ウオズミ ミツヨシ　マイ ハリマミナミ

1 31978 加藤　実桜(2) 魚住 18.45 1 39771 光吉　真依(1) 播磨南 17.84
フジイ　ナツ ヒオカ ヤマハタ　アヤノ オノ

2 32936 藤井　杏都(2) 氷丘 18.57 2 37109 山畠　綾乃(1) 小野 18.23
キソ　ネネ ウオズミヒガシ タチバナ　ミク オオクボキタ

3 32027 木曽　希音(2) 魚住東 19.45 3 32231 立花　美紅(2) 大久保北 19.18
マルイチ　シホ カンキ カワカミ　サラ オノ

4 33744 丸一　志帆(1) 神吉 19.48 4 37104 河上　紗羅(1) 小野 19.50
ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ ハラ　タマキ ミキヒガシ

5 35607 馬越　ひかり(2) 三木東 19.50 5 35613 原　瑶葵(1) 三木東 19.72
イワモト　トア クロダショウ オオガキ　ワカナ クロダショウ

39171 岩本　叶亜(2) 黒田庄 DNS 6 39173 大垣　若菜(2) 黒田庄 19.95
ウメツ　モモカ ミドリガオカ フジイ　レナ ハリマ

35441 梅津　ももか(2) 緑が丘 DNS 7 39663 藤井　玲名(1) 播磨 21.43
イワナミ　コナツ ヨカワ マスモト　アヤネ ノノイケ

55005 岩波　小夏(2) 吉川 DNS 31411 桝本　絢音(2) 野々池 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子4x100mR
大会記録 49.90 東郷･櫻井・高橋・黒田 （高砂・宝殿）  加古川 決勝 9/5 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
リョウナン オオクボ

1 陵南 52.38 6 大久保 54.93
[1] ナガヤマ　ミキ [2] ヒラノ　ミキ [1] ツネカワ　ナナセ [2] カワイ　ハル

33944 永山 未希(2) 33945 平野 美紀(2) 31613 常川 七瀬(2) 31633 川井 波瑠(1)
[3] コニシ　アユミ [4] ヨシダ　エマ [3] ヒライ　リナ [4] フジイ　ミカナ

33943 小西 亜由弓(2) 33942 吉田 笑麻(2) 31625 平位 りな(1) 31603 藤井 心叶(2)
ハマノミヤ ニシワキ

2 浜の宮 52.91 7 西脇 55.25
[1] マスモト　アヤナ [2] イシダ　アガサ [1] オオシマ　カレン [2] ヤマグチ　ミユ

33438 升元 絢菜(2) 33421 石田 有華咲(2) 34582 大嶋 可恋(2) 34590 山口 心優(2)
[3] マジマ　モエカ [4] タカハシ　レイ [3] ササクラ　ユア [4] カタオカ　ナナ

33427 間嶋 萌花(2) 33425 髙橋 澪(2) 34588 笹倉 結愛(2) 34584 片岡 奈菜(2)
ハリマ ヤシロ

3 播磨 53.33 8 社 55.59
[1] オオニシ　カレン [2] ブンギョク　サチ [1] フジモト　ヒナノ [2] コンドウ　モモ

39660 大西 花連(2) 39658 分玉 彩智(2) 38150 藤本 陽菜乃(1) 38113 近藤 もも(2)
[3] ワタナベ　ココロ [4] ワタナベ　マヒロ [3] イノウエ　モモ [4] マエカワ　ヒマリ

39664 渡邊 心(1) 39659 渡邉 真優(2) 38149 井上 もも(1) 38108 前川 羽葵(2)
ヒオカ ショウヨウ

4 氷丘 53.56 松陽 DNS
[1] ゴンドウ　ユリコ [2] タイ　リナ

32933 権藤 百合子(2) 32934 田井 里奈(2)
[3] ツツミ　セイカ [4] コウジタニ　ユウ

32942 堤 清香(1) 32931 糀谷 優(2)
オノ

5 小野 53.74
[1] マエヤマ　ハルカ [2] フジワラ　ナルミ

37108 前山 晴華(1) 37142 藤原 成美(2)
[3] オオノ　イオリ [4] オオヤマ　アキ

37103 大野 生織(1) 37141 大山 璃姫(2)
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カコガワチュウブ フタミ

1 加古川中部 53.17 6 二見 55.68
[1] ミヤザキ　アイナ [2] ウエハラ　アイカ [1] ススメ　ユウカ [2] ヤマモト　サエ

33188 宮崎 愛奈(1) 33153 上原 和華(2) 32153 前 優花(1) 32140 山本 冴(2)
[3] イシグチ　カエデ [4] マツオカ　マナナ [3] アキヤマ　ナナ [4] シライシ　ユナ

33150 石口 楓(2) 33160 松岡 愛菜(2) 32131 秋山 奈々(2) 32135 白石 結菜(2)
ノノイケ ベフ

2 野々池 54.01 7 別府 56.25
[1] ナカニシ　ミナ [2] イムラ　アヤミ [1] イワシタ　リコ [2] ササキ　ユウナ

31409 中西 美菜(2) 31403 井村 綾実(2) 33513 岩下 莉子(2) 33512 佐々木 結奈(2)
[3] マツイ　ミサキ [4] タカス　フウコ [3] ミツナガ　サエラ [4] オオニシ　サクラコ

31412 松井 美咲希(2) 31406 髙巣 楓子(2) 33517 満永 彩愛(2) 33514 大西 桜子(2)
ホウデン ボウカイ

3 宝殿 54.55 8 望海 56.28
[1] フクヤマ　ミユ [2] ミヤザキ　ソヨカ [1] ナガタ　ホホコ [2] イワネ　コハル

34334 福山 美優(1) 34308 宮﨑 そよか(2) 31590 永田 帆帆子(2) 31591 岩根 小春(2)
[3] サコダ　ユウリ [4] フジカワ　ノノ [3] コタニ　リオ [4] エノモト　レイラ

34304 迫田 優里(2) 34311 藤川 乃々(2) 31592 小谷 莉生(2) 31588 榎本 怜羅(2)
オオクボキタ カミ

4 大久保北 54.62 9 加美 58.18
[1] ミヤムラ　ソラ [2] タニヤマ　ナナミ [1] カミゴオリ　マオ [2] タナカ　アヤネ

32269 宮村 宙楽(1) 32261 谷山 七海(1) 38905 上郡 真緒(1) 38903 田中 綾音(2)
[3] イケダ　サユナ [4] フジモト　アイ [3] マツイ　ハナエ [4] ナカムラ　サナ

32221 池田 咲結菜(2) 32237 藤本 愛(2) 38906 松井 花衣(1) 38904 中村 紗菜(2)
オノミナミ

5 小野南 55.35
[1] ワダ　ナナミ [2] オグラ　リア

37003 和田 菜々心(2) 37001 小倉 梨愛(2)
[3] マツヤマ　アイ [4] カネツク　サナ

37015 松山 愛生(1) 37002 鐘撞 紗楠(2)

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヨカワ ヒラオカ

1 吉川 55.85 6 平岡 57.00
[1] タナカ　アオイ [2] クドウ　サクラ [1] カワバタ　トウコ [2] サオカ　アヅサ

55011 田中 葵(2) 55012 工藤 さくら(2) 33214 川畑 柊子(1) 33219 佐岡 亜都沙(1)
[3] ニシタニ　マホ [4] コバヤシ　アヤ [3] アサノ　ニジカ [4] エンドウ　カレン

35949 西谷 真穂(1) 55004 小林 彩(2) 33211 朝野 虹香(1) 33202 遠藤 可怜(2)
アライ ヒョウキョウダイフゾク

2 荒井 55.94 7 兵教大附属 57.27
[1] ナカムラ　ユヅキ [2] コンドウ　リホ [1] フジイ　リコ [2] ニシムラ　アヤカ

36143 中村 優月(2) 36152 近藤 莉帆(1) 38525 藤井 莉子(2) 38524 西村 彩花(2)
[3] コバヤシ　サラ [4] イシザキ　ユウナ [3] タナカ　ミウ [4] ドウモト　ミク

36151 小林 さら(1) 36141 石崎 悠奈(2) 38536 田中 海羽(1) 38523 堂本 実来(2)
アサヒガオカ クロダショウ

3 旭丘 56.28 8 黒田庄 57.33
[1] オオシオ　レイ [2] イノシマ　モモコ [1] ヤマモト　ジュリ [2] フジイ　キラ

37293 大塩 澪(2) 37222 猪島 桃子(1) 39187 山本 樹里(1) 39188 藤井 稀羅(1)
[3] ホリイ　ヒヨリ [4] ウラタ　ジュナ [3] ニシムラ　アンナ [4] アオヤマ　キサ

37221 掘井 ひより(1) 37292 浦田 樹愛(2) 39174 西村 杏菜(2) 39181 青山 希咲(1)
ミキヒガシ アサギリ

4 三木東 56.45 朝霧 DNS
[1] ウマコシ　ヒカリ [2] キヨセ　ナミ

35607 馬越 ひかり(2) 35618 清瀬 七瑞(1)
[3] イノウエ　アジュ [4] アカマツ　ホノカ

35606 井上 亜珠(2) 35611 赤松 穂香(1)
カンキ

5 神吉 56.96
[1] セントク　ミア [2] サノ　カレン

33754 千徳 心愛(1) 33742 佐野 華恋(1)
[3] マルイチ　シホ [4] イシカワ　ユウナ

33744 丸一 志帆(1) 33743 石川 優菜(1)

2021/09/ 06 09:04:02

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
タツヤマ カコガワ

1 竜山 56.46 加古川 DNS
[1] イナ　サラ [2] マツシタ　チヒロ

36380 伊奈 さら(2) 36309 松下 知弘(1)
[3] ツカモト　ユラ [4] ヤマダ　スズハ

36306 塚本 優来(1) 36385 山田 涼華(2)
イズミ ウオズミ

2 泉 58.49 魚住 DNS
[1] ナイトウ　サララ [2] オカジマ　コハル

37891 内藤 さらら(2) 37871 岡嶋 こはる(1)
[3] ヤマネ　ウララ [4] ゴトウ　チヨリ

37874 山根 麗(1) 37872 後藤 ちより(1)
ハクリョウ オオクラ

3 白陵 59.08 大蔵 DNS
[1] ハシオ　アカリ [2] ヤマダ　レイ

36623 橋尾 明花莉(1) 36625 山田 怜生(1)
[3] クラシナ　サヤカ [4] ナカニシ　ユリナ

36621 倉科 清嘉(1) 36612 中西 優里菜(2)
タカサゴ リョウソウ

4 高砂 59.94 両荘 DNS
[1] カメタニ　リア [2] コミナミ　カイホ

36026 亀谷 莉亜(2) 36028 小南 海帆(2)
[3] ミナミ　シオン [4] クギモト　リコ

36025 南 朱温(2) 36024 釘本 理子(2)
キヌガワ

5 衣川 1:00.93
[1] ヨコタ　ユウミ [2] オカザキ　ユウリ

31344 横田 優実(1) 31342 岡﨑 悠莉(1)
[3] ナカオ　ツバキ [4] タカハシ　フタバ

31338 中尾 椿(1) 31337 髙橋 双葉(1)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
イナミ ミキ

1 稲美 53.99 6 三木 59.49
[1] タキモト　リンカ [2] サカモト　アイ [1] カジハラ　リア [2] コテラ　アミ

39427 滝本 鈴夏(2) 39426 坂元 愛(2) 35012 梶原 梨愛(1) 35075 小寺 杏実(2)
[3] アカギ　ココロ [4] ミズノ　ケイ [3] ツネミ　アズサ [4] ニシハタ　サトミ

39401 赤木 こころ(1) 39421 水野 恵依(2) 35076 常深 梓沙(2) 35077 西畑 里美(2)
ジユウガオカ ゼンボウ

2 自由が丘 55.63 7 善防 59.53
[1] ウダ　ホノカ [2] ツオ　ナツキ [1] ツルサキ　ユイ [2] ゴトウ　ルカ

35539 宇田 暖乃香(2) 35540 津尾 菜月(2) 37653 鶴崎 結衣(2) 37661 後藤 瑠香(1)
[3] スミヨシ　セイナ [4] ムラオカ　サユキ [3] マエダ　ユリナ [4] オオジ　ナツキ

35533 住吉 聖菜(2) 35538 村岡 紗祐希(2) 37662 前田 百梨奈(1) 37650 王子 夏姫(2)
ウオズミヒガシ ミドリガオカ

3 魚住東 56.24 緑が丘 DNS
[1] ヤマグチ　ユズキ [2] キソ　ネネ

32045 山口 柚希(1) 32027 木曽 希音(2)
[3] ニシウミ　ココナ [4] マツオ　シオン

32040 西海 心菜(1) 32032 松尾 心穏(2)
ハリマミナミ カサイ

4 播磨南 56.57 加西 DNS
[1] サエキ　アヤカ [2] オオニシ　リオ

39773 佐伯 綾香(1) 39776 大西 莉央(1)
[3] ヨシカワ　ミウ [4] ミツヨシ　マイ

39772 吉川 美海(1) 39771 光吉 真依(1)
ホウジョウ

5 北条 57.50
[1] ツボサカ　アオバ [2] アグロ　カリン

37528 壷阪 葵音葉(1) 37524 安黒 華琳(1)
[3] タカイ　ノゾミ [4] オカ　アオイ

37516 高井 望見(2) 37520 岡 蒼依(1)

DNS:欠場  
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子走高跳
大会記録 1.60 尼木　智美 （加古郡・播磨）  明石 決勝 9/5  9:45 

〈〈 決勝 〉〉
|1.25|1.30|1.35|1.40|1.43|1.46|1.49|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |1.51|1.53|1.55|1.57|1.60|1.63|     

マスモト　アヤナ ハマノミヤ |o   |o   |o   |o   |xo  |o   |xo  |

1 33438 升元　絢菜 2 浜の宮 1-1 1.57 |xo  |xo  |o   |xxo |xxx |          

コウジタニ　ユウ ヒオカ |o   |xo  |o   |o   |xxo |xxo |xxx |

2 32931 糀谷　優 2 氷丘 1-2 1.46                                     

オカザキ　リオ ニシワキ |o   |o   |o   |xxx |               

3 34583 岡﨑　莉緒 2 西脇 1-7 1.35                                     

イシダ　アガサ ハマノミヤ |o   |o   |xo  |xxx |               

4 33421 石田　有華咲 2 浜の宮 1-8 1.35                                     

シャモト　トモカ オオクボキタ |o   |o   |xo  |xxx |               

4 32230 社本　朋花 2 大久保北 1-12 1.35                                     

ツルサキ　ユイ ゼンボウ |o   |o   |xxo |xxx |               

6 37653 鶴崎　結衣 2 善防 1-3 1.35                                     

アカマツ　ホノカ ミキヒガシ |xo  |o   |xxo |xxx |               

7 35611 赤松　穂香 1 三木東 1-10 1.35                                     

ナカガミ　サキ カコガワチュウブ |o   |o   |xxx |                    

8 33157 中上　桜希 2 加古川中部 1-5 1.30                                     

オオタカ　アミル ハリマミナミ |o   |xo  |xxx |                    

9 39761 大髙　あみる 2 播磨南 1-13 1.30                                     

エモト　サクラ オオクボキタ |o   |xxo |xxx |                    

10 32223 江本　桜来 2 大久保北 1-9 1.30                                     

オオサワ　ハナ ヒオカ |o   |xxx |                         

11 32944 大澤　花彩 1 氷丘 1-15 1.25                                     

ゴトウ　チヨリ イズミ |xo  |xxx |                         

12 37872 後藤　ちより 1 泉 1-14 1.25                                     

オオツカ　ノア ノノイケ |xxo |xxx |                         

13 31405 大塚　望愛 2 野々池 1-4 1.25                                     

タカミ　ミトモ ヤシロ |xxo |xxx |                         

13 38147 高見　美友 1 社 1-11 1.25                                     

ササキ　ユウナ ベフ |xxx |                              

33512 佐々木　結奈 2 別府 1-6 NM                                     

ノダ　アヤノ ヤシロ |xxx |                              

38105 野田　彩乃 2 社 1-16 NM                                     

NM:記録なし  o:有効試技  x:無効試技  
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子走幅跳
大会記録 5.51 佐藤　琴望 （加古川・中部）  加古川 決勝 9/4  9:20 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ   +1.2  +0.6  +1.2                   

1 33160 松岡　愛菜 2 加古川中部 1-1 5.18 (+1.2) | 5.04| 4.91| 5.18|
ヤマノ　マオ リョウソウ   +0.6  +2.3  +1.1                   

2 33638 山野　麻緒 1 両荘 1-15 w4.82 (+2.3)  公認:4.69(1.1) | 4.02| 4.82| 4.69|
カネツク　サナ オノミナミ   +1.8  +1.1  +1.0                   

3 37002 鐘撞　紗楠 2 小野南 1-5 4.77 (+1.0) | 4.62| 4.71| 4.77|
オカ　アオイ ホウジョウ   +0.9  +0.8  +1.1                   

4 37520 岡　蒼依 1 北条 1-7 4.74 (+0.8) | 4.69| 4.74| 4.68|
マジマ　モエカ ハマノミヤ   +1.1  +1.0  +0.6                   

4 33427 間嶋　萌花 2 浜の宮 1-12 4.74 (+0.6) | 4.68| 4.69| 4.74|
タイ　リナ ヒオカ               +0.9                   

6 32934 田井　里奈 2 氷丘 1-2 4.70 (+0.9) |    x|    x| 4.70|
コニシ　アユミ リョウナン   +1.0  +0.7                         

7 33943 小西　亜由弓 2 陵南 1-3 4.62 (+0.7) | 4.56| 4.62|    x|
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ   +1.1  +0.6  +1.1                   

8 33092 長谷川　茜音 2 加古川山手 1-4 4.52 (+1.1) | 4.42| 4.50| 4.52|
ニシムラ　セナ オオクボキタ   +0.9  +1.2  +0.9                   

9 32236 西村　星那 2 大久保北 1-9 4.18 (+0.9) | 4.18| 3.77| 3.69|
ヒライ　リナ オオクボ   +1.4  +1.0  +1.2                   

10 31625 平位　りな 1 大久保 1-10 4.17 (+1.2) | 4.09| 3.81| 4.17|
イムラ　アヤミ ノノイケ   +1.2  +0.9  +1.2                   

11 31403 井村　綾実 2 野々池 1-6 4.13 (+1.2) | 4.13| 4.03| 3.85|
ヒルタ　アイカ ニシワキ         +1.5                         

12 34589 比留田　愛香 2 西脇 1-16 4.12 (+1.5) |    x| 4.12|    x|
ミヤザキ　アヤネ エイガジマ   +1.0  +1.5  +0.6                   

13 31810 宮﨑　彩寧 2 江井島 1-13 4.10 (+1.5) | 3.88| 4.10| 4.04|
イノウエ　アジュ ミキヒガシ   +1.0  +1.0  +0.9                   

14 35606 井上　亜珠 2 三木東 1-19 4.10 (+0.9) | 3.99| 4.03| 4.10|
サカモト　アイ イナミ   +0.9  +1.4  +0.7                   

15 39426 坂元　愛 2 稲美 1-18 3.91 (+0.9) | 3.91| 3.80| 3.44|
ミツヨシ　マイ ハリマミナミ   +0.7  +1.5  +1.2                   

16 39771 光吉　真依 1 播磨南 1-14 3.89 (+1.2) | 3.75| 3.88| 3.89|
ウダ　ホノカ ジユウガオカ         +1.4  +0.3                   

17 35539 宇田　暖乃香 2 自由が丘 1-20 3.87 (+1.4) |    x| 3.87| 3.78|
ナカニシ　ミナ ノノイケ   +0.7  +1.5  +1.0                   

18 31409 中西　美菜 2 野々池 1-11 3.80 (+1.0) | 3.58| 3.68| 3.80|
オオニシ　カレン ハリマ               +1.0                   

19 39660 大西　花連 2 播磨 1-8 3.80 (+1.0) |    x|    x| 3.80|
ゲモリ　ホノカ ヒオカ   +0.7  +1.2  +1.1                   

20 32930 下森　帆夏 2 氷丘 1-21 3.64 (+1.2) | 3.59| 3.64| 3.59|
ヤマグチ　エレナ ヤシロ                                      

38145 山口　恵玲奈 1 社 1-17 DNS |     |     |     |

w:追風参考  DNS:欠場  x:無効試技  
2021/09/ 06 09:53:27
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子砲丸投  2.72k(6#) 

大会記録 13.85 船江　千秋 （加古川・志方）  加古川 決勝 9/5 10:15 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
ハセガワ　ユウ シカタ                                      

1 33801 長谷川　有 2 志方 1-1 11.68 |11.68|11.17|11.37|
ヤマダ　ユキナ シカタ                                      

2 33802 山田　幸奈 2 志方 1-2 9.56 | 9.05| 9.13| 9.56|
ヤスイ　リオ ハマノミヤ                                      

3 33432 安井　理央 2 浜の宮 1-3 9.46 | 9.46| 8.66| 9.13|
タチバナ　ミサ オオクラ                                      

4 31211 橘　未紗 2 大蔵 1-4 9.11 | 7.88| 8.36| 9.11|
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ                                      

5 33091 楠本　れんげ 2 加古川山手 1-5 8.74 | 8.68| 8.52| 8.74|
オオジ　ナツキ ゼンボウ                                      

6 37650 王子　夏姫 2 善防 1-6 8.30 | 8.30| 7.62| 8.07|
カドヤ　ミサト ボウカイ                                      

7 31593 角谷　美怜 2 望海 1-17 8.28 | 7.92| 8.28| 7.97|
ゴトウ　ウイ イナミ                                      

8 39423 後藤　羽衣 2 稲美 1-14 7.95 | 7.95| 7.21| 7.20|
イシソネ　ミヤビ ヒオカ                                      

9 32943 石曽根　雅 1 氷丘 1-16 7.93 |   ↓| 7.43| 7.93|
ナカムラ　ユヅキ アライ                                      

10 36143 中村　優月 2 荒井 1-9 7.92 | 7.89| 7.92| 7.56|
ミズノ　ユア ハリマ                                      

11 39665 水野　結愛 1 播磨 1-12 7.68 | 7.66| 7.34| 7.68|
トミナガ　マイナ オオクボキタ                                      

12 32232 冨永　苺梨 2 大久保北 1-10 7.68 | 7.68| 7.31|   ↓|
ホソヤ　モア オオクボキタ                                      

13 32238 細谷　萌愛 2 大久保北 1-7 7.65 | 7.54| 7.65| 7.55|
タニガワ　コズエ ヒオカ                                      

14 32940 谷河　梢 1 氷丘 1-8 7.64 | 7.57| 7.18| 7.64|
エド　アヤナ カシマ                                      

15 36226 江戸　彩七 2 鹿島 1-11 7.49 | 7.49|   ↓| 7.11|
タニグチ　リノア ノノイケ                                      

16 31407 谷口　里有 2 野々池 1-13 7.16 | 7.16|    x|   ↓|
モウリ　ユナ ハマノミヤ                                      

16 33431 毛利　優那 2 浜の宮 1-18 7.16 |   ↓|   ↓| 7.16|
マエダ　サクラ ニシワキミナミ                                      

18 34782 前田　さくら 2 西脇南 1-15 7.06 |   ↓| 7.06|   ↓|

x:無効試技  
2021/09/ 06 09:54:45
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種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子円盤投  1.0k 

大会記録 34.85 永井　彩花 （加古川・浜の宮）  加古川 決勝 9/4 12:45 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
ハセガワ　ユウ シカタ                                      

1 33801 長谷川　有 2 志方 1-3 27.85 |    o|    x|27.85|
ヤスイ　リオ ハマノミヤ                                      

2 33432 安井　理央 2 浜の宮 1-1 25.91 |    o|   ↓|25.91|
タチバナ　ミサ オオクラ                                      

3 31211 橘　未紗 2 大蔵 1-4 24.31 |    o|24.31|   ↓|
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ                                      

4 33091 楠本　れんげ 2 加古川山手 1-2 23.76 |23.76|   ↓|   ↓|
タニグチ　リノア ノノイケ                                      

5 31407 谷口　里有 2 野々池 1-5 22.70 |    o|22.70|   ↓|
カドヤ　ミサト ボウカイ                                      

6 31593 角谷　美怜 2 望海 1-6 21.98 |    x|    x|21.98|
ヤマダ　ユキナ シカタ                                      

7 33802 山田　幸奈 2 志方 1-9 20.59 |    o|    x|20.59|
ヒロカワ　レイミ ベフ                                      

8 33516 弘川　怜瑞 2 別府 1-8 20.14 |    o|20.14|   ↓|
エド　アヤナ カシマ                                      

9 36226 江戸　彩七 2 鹿島 1-16 19.86 |19.86|   ↓|   ↓|
タカハシ　ヒカル ボウカイ                                      

10 31589 髙橋　ひかる 2 望海 1-10 19.70 |19.70|    x|   ↓|
トミナガ　マイナ オオクボキタ                                      

11 32232 冨永　苺梨 2 大久保北 1-12 19.18 |    o|19.18|   ↓|
イワナガ　ユナ ニシワキ                                      

12 34581 岩永　優和 2 西脇 1-11 18.82 |    o|    x|18.82|
タツカ　クルミ ニシワキミナミ                                      

13 34791 達可　くるみ 1 西脇南 1-18 18.06 |    x|    o|18.06|
ササガワ　アヤカ ニシワキ                                      

14 34586 篠川　彩華 2 西脇 1-15 17.56 |    o|    x|17.56|
マエダ　サクラ ニシワキミナミ                                      

15 34782 前田　さくら 2 西脇南 1-14 17.27 |17.27|    x|   ↓|
ニシダ　サキ ヒオカ                                      

16 32935 西田　早希 2 氷丘 1-21 17.03 |    o|17.03|    x|
ウチハシ　ユラ オオクボキタ                                      

17 32222 内橋　ゆら 2 大久保北 1-17 17.02 |    x|   ↓|17.02|
モウリ　ユナ ハマノミヤ                                      

18 33431 毛利　優那 2 浜の宮 1-19 16.45 |16.45|    x|    x|
ヤマグチ　アイナ ノノイケ                                      

19 31413 山口　愛菜 2 野々池 1-7 16.11 |   ↓|16.11|   ↓|
コミナミ　ユリア タツヤマ                                      

36382 小南　友梨明 2 竜山 1-20 NM |   ↓|   ↓|    x|
ミズノ　ユア ハリマ                                      

39665 水野　結愛 1 播磨 1-22 NM |   ↓|   ↓|   ↓|
ササキ　アユム ショウヨウ                                      

36411 佐々木　歩夢 2 松陽 1-13 DNS |     |     |     |
コバヤシ　ミオ ホウデン                                      

34303 小林　澪桜 2 宝殿 1-23 DNS |     |     |     |

NM:記録なし  DNS:欠場  x:無効試技  o:有効試技  
2021/09/ 06 09:54:24
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リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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

共　通女子四種競技 (100H-HJ-SP-200)

大会記録 2613 坂本　愛咲華 （西脇・西脇）  加古川 決勝 9/4 14:25

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マスモト　アヤナ ハマノミヤ

1 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 2111
キシ　ヒナノ ニシワキ

2 34585 來住　ひなの(2) 西脇 1969
タカス　フウコ ノノイケ

3 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 1953
ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ

4 33189 額田　初枝(1) 加古川中部 1774
ウエハラ　カエデ シカタ

5 33803 植原　楓(1) 志方 1705
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ

6 33150 石口　楓(2) 加古川中部 1624
タニガワ　コズエ ヒオカ

7 32940 谷河　梢(1) 氷丘 1503
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

8 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 1495
アカマツ　ホノカ ミキヒガシ

9 35611 赤松　穂香(1) 三木東 1321
コウジタニ　ユウ ヒオカ

10 32931 糀谷　優(2) 氷丘 1295
オオノ　イオリ オノ

11 37103 大野　生織(1) 小野 1112
ナルミ　カナエ オオクボキタ

12 32235 鳴海　奏恵(2) 大久保北 1102
イトウ　ニコ ミドリガオカ

13 35421 伊藤　丹来(1) 緑が丘 1084
マエヤマ　ハルカ オノ

14 37108 前山　晴華(1) 小野 1031
ヤマモト　ジュリ クロダショウ

15 39187 山本　樹里(1) 黒田庄 1014
ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ

16 35607 馬越　ひかり(2) 三木東 916
オオツカ　ノア ノノイケ

17 31405 大塚　望愛(2) 野々池 864
モリワキ　チアキ クロダショウ

18 39186 森脇　千晶(1) 黒田庄 714
コサカ　ミユウ オオクボキタ

19 32227 小坂　心優(2) 大久保北 513
コタニ　リオ ボウカイ

31592 小谷　莉生(2) 望海 DNF
イワネ　コハル ボウカイ

31591 岩根　小春(2) 望海 DNF
ウメツ　モモカ ミドリガオカ

35441 梅津　ももか(2) 緑が丘 DNS

DNF:途中棄権  DNS:欠場  
2021/09/ 06 09:54:02
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審判長
記録主任

決勝

(-1.5 m/s) (-1.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マエヤマ　ハルカ オノ 468 カワモト　ツヅミ ハマノミヤ 526

1 37108 前山　晴華(1) 小野 30.21 1 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 29.39
イトウ　ニコ ミドリガオカ 436 コウジタニ　ユウ ヒオカ 511

2 35421 伊藤　丹来(1) 緑が丘 30.68 2 32931 糀谷　優(2) 氷丘 29.59
ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ 350 オオノ　イオリ オノ 436

3 35607 馬越　ひかり(2) 三木東 32.03 3 37103 大野　生織(1) 小野 30.67
モリワキ　チアキ クロダショウ 306 アカマツ　ホノカ ミキヒガシ 412

4 39186 森脇　千晶(1) 黒田庄 32.78 4 35611 赤松　穂香(1) 三木東 31.04
コサカ　ミユウ オオクボキタ 234 ナルミ　カナエ オオクボキタ 354

5 32227 小坂　心優(2) 大久保北 34.11 5 32235 鳴海　奏恵(2) 大久保北 31.96
オオツカ　ノア ノノイケ 224 ヤマモト　ジュリ クロダショウ 342

6 31405 大塚　望愛(2) 野々池 34.31 6 39187 山本　樹里(1) 黒田庄 32.16

(-0.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 564

1 33150 石口　楓(2) 加古川中部 28.87
タカス　フウコ ノノイケ 549

2 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 29.07
キシ　ヒナノ ニシワキ 528

3 34585 來住　ひなの(2) 西脇 29.36
タニガワ　コズエ ヒオカ 512

4 32940 谷河　梢(1) 氷丘 29.58
ウエハラ　カエデ シカタ 505

5 33803 植原　楓(1) 志方 29.68
ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ 500

6 33189 額田　初枝(1) 加古川中部 29.75
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 493

7 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 29.84

Powerd by AthleteRanking.com

3組

2021/09/06 10:02:04

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

9/4 14:25 

共　通女子200m

リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 信近　清志



審判長
記録主任

決勝

(+0.7 m/s) (+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
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ 689 ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ 526

1 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 16.21 1 33189 額田　初枝(1) 加古川中部 17.64
タカス　フウコ ノノイケ 665 イトウ　ニコ ミドリガオカ 405

2 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 16.41 2 35421 伊藤　丹来(1) 緑が丘 18.84
キシ　ヒナノ ニシワキ 658 ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ 305

3 34585 來住　ひなの(2) 西脇 16.47 3 35607 馬越　ひかり(2) 三木東 19.97
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 585 マエヤマ　ハルカ オノ 268

4 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 17.10 4 37108 前山　晴華(1) 小野 20.43
イワネ　コハル ボウカイ 491 アカマツ　ホノカ ミキヒガシ 260

5 31591 岩根　小春(2) 望海 17.98 5 35611 赤松　穂香(1) 三木東 20.53
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 463 オオノ　イオリ オノ 147

6 33150 石口　楓(2) 加古川中部 18.25 6 37103 大野　生織(1) 小野 22.17
コタニ　リオ ボウカイ 445 オオツカ　ノア ノノイケ 120

7 31592 小谷　莉生(2) 望海 18.43 7 31405 大塚　望愛(2) 野々池 22.65
ウメツ　モモカ ミドリガオカ -

35441 梅津　ももか(2) 緑が丘 DNS

(+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエハラ　カエデ シカタ 501

1 33803 植原　楓(1) 志方 17.88
ヤマモト　ジュリ クロダショウ 361

2 39187 山本　樹里(1) 黒田庄 19.32
タニガワ　コズエ ヒオカ 278

3 32940 谷河　梢(1) 氷丘 20.30
モリワキ　チアキ クロダショウ 152

4 39186 森脇　千晶(1) 黒田庄 22.09
ナルミ　カナエ オオクボキタ 129

5 32235 鳴海　奏恵(2) 大久保北 22.48
コウジタニ　ユウ ヒオカ 90

6 32931 糀谷　優(2) 氷丘 23.23
コサカ　ミユウ オオクボキタ 33

7 32227 小坂　心優(2) 大久保北 24.69

Powerd by AthleteRanking.com

3組

DNS:欠場  
2021/09/06 10:01:07

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

9/4  9:15 

共　通女子100mH (76.2:13-8-15)

リザルトリスト
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 信近　清志



決勝

順位 Bibs 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録
610

1 33438 2 浜の宮 1-22 1.49
460

2 34585 2 西脇 1-18 1.35
409

3 31406 2 野々池 1-19 1.30
409

4 35611 1 三木東 1-1 1.30
409

4 33189 1 加古川中部 1-4 1.30
409

4 32931 2 氷丘 1-9 1.30
359

7 32235 2 大久保北 1-11 1.25
312

8 37103 1 小野 1-6 1.20
312

8 33150 2 加古川中部 1-21 1.20
312

10 31405 2 野々池 1-2 1.20
312

10 32940 1 氷丘 1-10 1.20
312

12 33803 1 志方 1-14 1.20
0

37108 1 小野 1-3 NM
0

35607 2 三木東 1-5 NM
0

35421 1 緑が丘 1-7 NM
0

32227 2 大久保北 1-8 NM
0

39186 1 黒田庄 1-12 NM
0

39187 1 黒田庄 1-13 NM
0

33422 2 浜の宮 1-17 NM
-

35441 2 緑が丘 1-15 DNS
-

31592 2 望海 1-16 DNS
-

31591 2 望海 1-20 DNS

Powerd by AthleteRanking.com
2021/09/06 09:48:37

イワネ　コハル ボウカイ                           
岩根　小春                           

NM:記録なし  DNS:欠場  o:有効試技  x:無効試技  -:パス  

梅津　ももか                           
コタニ　リオ ボウカイ                           
小谷　莉生                           

カワモト　ツヅミ ハマノミヤ |xxx |                    
河本　鼓                           
ウメツ　モモカ ミドリガオカ                           

森脇　千晶                           
ヤマモト　ジュリ クロダショウ |xxx |                    
山本　樹里                           

コサカ　ミユウ オオクボキタ |xxx |                    
小坂　心優                           
モリワキ　チアキ クロダショウ |xxx |                    

馬越　ひかり                           
イトウ　ニコ ミドリガオカ |xxx |                    
伊藤　丹来                           

マエヤマ　ハルカ オノ |xxx |                    
前山　晴華                           
ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ |xxx |                    

谷河　梢                           
ウエハラ　カエデ シカタ |xxo |xxx |               
植原　楓                           

オオツカ　ノア ノノイケ |xo  |xxx |               
大塚　望愛                           
タニガワ　コズエ ヒオカ |xo  |xxx |               

大野　生織                           
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ |o   |xxx |               
石口　楓                           

ナルミ　カナエ オオクボキタ |o   |xo  |xxx |          
鳴海　奏恵                           
オオノ　イオリ オノ |o   |xxx |               

額田　初枝                           
コウジタニ　ユウ ヒオカ |-   |-   |xo  |xxx |     
糀谷　優                           

アカマツ　ホノカ ミキヒガシ |o   |o   |xo  |xxx |     
赤松　穂香                           
ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ |o   |o   |xo  |xxx |     

來住　ひなの                           
タカス　フウコ ノノイケ |o   |xo  |o   |xxx |     
髙巣　楓子                           

升元　絢菜 |xxo |o   |o   |xxx |     
キシ　ヒナノ ニシワキ |o   |o   |o   |xxo |xxx |

マスモト　アヤナ ハマノミヤ |xxo |o   |o   |xo  |xo  |

〈〈 四種競技 〉〉
|1.20|1.25|1.30|1.35|1.40|

競技者名 |1.43|1.46|1.49|1.52|     

共　通女子走高跳
9/4 10:25 

種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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



決勝

順位 Bibs 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録
423

1 33438 2 浜の宮 1-15 8.36
401

2 32940 1 氷丘 1-3 8.03
387

3 33803 1 志方 1-7 7.81
339

4 33189 1 加古川中部 1-19 7.06
330

5 31406 2 野々池 1-12 6.92
323

6 34585 2 西脇 1-11 6.81
311

7 39187 1 黒田庄 1-6 6.63
295

8 37108 1 小野 1-18 6.37
285

9 32931 2 氷丘 1-2 6.21
285

10 33150 2 加古川中部 1-14 6.21
280

11 33422 2 浜の宮 1-10 6.14
261

12 35607 2 三木東 1-20 5.84
260

13 32235 2 大久保北 1-4 5.82
256

14 39186 1 黒田庄 1-5 5.76
246

15 32227 2 大久保北 1-1 5.60
243

16 35421 1 緑が丘 1-22 5.56
240

17 35611 1 三木東 1-16 5.51
217

18 37103 1 小野 1-21 5.14
208

19 31405 2 野々池 1-17 4.99
-

35441 2 緑が丘 1-8 DNS
-

31592 2 望海 1-9 DNS
-

31591 2 望海 1-13 DNS

Powerd by AthleteRanking.com
2021/09/06 09:49:55

イワネ　コハル ボウカイ                                      

岩根　小春 |     |     |     |

DNS:欠場  -:パス  

梅津　ももか |     |     |     |
コタニ　リオ ボウカイ                                      

小谷　莉生 |     |     |     |

オオツカ　ノア ノノイケ                                      

大塚　望愛 | 4.83| 4.99|   ↓|
ウメツ　モモカ ミドリガオカ                                      

赤松　穂香 | 5.10| 5.19| 5.51|
オオノ　イオリ オノ                                      

大野　生織 |    -| 5.14|   ↓|

イトウ　ニコ ミドリガオカ                                      

伊藤　丹来 | 5.56|   ↓|   ↓|
アカマツ　ホノカ ミキヒガシ                                      

森脇　千晶 | 5.76|   ↓|   ↓|
コサカ　ミユウ オオクボキタ                                      

小坂　心優 | 3.35| 5.60|   ↓|

ナルミ　カナエ オオクボキタ                                      

鳴海　奏恵 | 5.45| 5.81| 5.82|
モリワキ　チアキ クロダショウ                                      

河本　鼓 | 5.63| 6.06| 6.14|
ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ                                      

馬越　ひかり | 5.49|   ↓| 5.84|

イシグチ　カエデ カコガワチュウブ                                      

石口　楓 | 5.80|   ↓| 6.21|
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ                                      

前山　晴華 | 6.07|   ↓| 6.37|
コウジタニ　ユウ ヒオカ                                      

糀谷　優 | 5.37| 6.01| 6.21|

ヤマモト　ジュリ クロダショウ                                      

山本　樹里 | 6.26| 6.45| 6.63|
マエヤマ　ハルカ オノ                                      

髙巣　楓子 | 6.92|   ↓|   ↓|
キシ　ヒナノ ニシワキ                                      

來住　ひなの | 6.30| 6.66| 6.81|

ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ                                      

額田　初枝 | 6.67| 7.06|   ↓|
タカス　フウコ ノノイケ                                      

谷河　梢 | 8.03|   ↓|   ↓|
ウエハラ　カエデ シカタ                                      

植原　楓 | 7.34| 7.62| 7.81|

升元　絢菜 | 8.32|   ↓| 8.36|
タニガワ　コズエ ヒオカ                                      

マスモト　アヤナ ハマノミヤ                                      

〈〈 四種競技 〉〉

競技者名 |  1  |  2  |  3  |

共　通女子砲丸投  2.72k(6#) 

9/4 13:00 

種目別全体結果表
東播地区中学校新人体育大会陸上競技大会[21283591] 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


