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男子 １００ｍ　電気（公認）

順 記録 選手名 所 属 学年 日付 　　　　　大  会  名 競 技 場 名 備　考電

１０傑平均

１位記録

22 年 23 年 24 年

電1 11"26 井上　翼作 二見 3年 13/07/06 通信陸上兵庫県大会 加古川 +0.7

電2 11"59 石井　賢也 衣川 3年 13/05/18 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +1.6

電3 11"63 上田　裕介 望海 3年 13/07/06 通信陸上兵庫県大会 加古川 +1.3

電4 11"75 烏野　翔輝 大久保北 2年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +1.2

電5 11"76 二星　広大 野々池 3年 13/07/06 通信陸上兵庫県大会 加古川 +0.8

電6 11"89 水田　道成 附中等明石 2年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +1.0

電6 11"89 杉浦　元哉 望海 2年 13/10/06 明石市中学新人 明石 +0.4

電8 11"90 松下　楓斗 江井島 2年 13/10/06 明石市中学新人 明石 +0.4

電9 12"00 南森　智弥 二見 3年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +0.5

電10 12"09 溝田　航希 大蔵 2年 13/06/23 第２回明石市中学記録会 加古川 -0.4

電11 12"12 山本　泰成 衣川 3年 13/05/18 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +0.8

電12 12"21 森岡　慧 魚住 3年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +1.0

電12 12"21 森　大樹 附中等明石 3年 13/06/02 県第３回記録会 加古川 +0.6

電14 12"30 世木　雄大 附中等明石 3年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +1.3

電15 12"31 阪本　晃貴 野々池 3年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +1.3

電16 12"35 金河　祐太 魚住 2年 13/10/06 明石市中学新人 明石 +0.4

電17 12"36 宇治　謙悟 野々池 3年 13/06/02 県第３回記録会 加古川 +0.7

電17 12"36 森木　大智 江井島 3年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +2.0

電19 12"37 野村　尚史 魚住 3年 13/06/02 県第３回記録会 加古川 +0.6

電20 12"50 森川　泰行 魚住東 3年 13/06/02 県第３回記録会 加古川 +1.0

電20 12"50 名田　悠輝 野々池 2年 13/09/07 東播中学新人 加古川 +1.3

電22 12"51 白井　建也 附中等明石 3年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +2.0

電22 12"51 橘　裕二郎 江井島 2年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +1.9

電24 12"52 由井　涼太郎 魚住東 3年 13/05/18 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +1.3

電25 12"54 安部　友李 大蔵 2年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +1.9

電26 12"55 池内　一輝 魚住東 3年 13/03/27 県第１回記録会 ユニバー +2.0

電27 12"58 福島　颯太 二見 1年 13/10/05 明石市中学新人 明石 -1.7

電28 12"59 川原　尭大 野々池 2年 13/07/20 東播中学総体 加古川 +1.9

電29 12"61 高妻　智之 野々池 3年 13/05/18 県第２回記録会（東播・丹有） 加古川 +1.9

電30 12"64 吉川　輝 衣川 2年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +2.0

電31 12"67 清水　大輔 衣川 2年 13/09/14 明石市民大会 明石 +1.2

電31 12"67 山本　達也 望海 2年 13/10/06 明石市中学新人 明石 -0.9

電33 12"69 山中　一馬 魚住東 2年 13/10/06 明石市中学新人 明石 +0.3

電34 12"70 千種　大樹 朝霧 3年 13/06/23 第２回明石市中学記録会 加古川 +0.7

電35 12"72 吉田　一貴 大久保 2年 13/06/23 第２回明石市中学記録会 加古川 0.0

電36 12"75 幸田　翔馬 魚住 3年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +2.0

電36 12"75 豊田　整計 魚住 3年 13/08/03 加古川ナイター 加古川 +1.7

電38 12"79 池田　太晟 野々池 3年 13/07/13 明石市中学総体 明石 -2.1

電39 12"80 金田　葵 衣川 2年 13/06/23 第２回明石市中学記録会 加古川 +0.7

電39 12"80 浅田　裕太 大久保 2年 13/09/07 東播中学新人 加古川 +0.9

電41 12"82 乗松　航輔 朝霧 1年 13/10/19 第３回明石市中学記録会 明石 +0.1

電42 12"85 土屋　健太 衣川 2年 13/03/27 県第１回記録会 ユニバー -0.8

電43 12"89 上田　祥平 二見 2年 13/10/19 第３回明石市中学記録会 明石 +0.6

電44 12"91 谷口　雅輝 衣川 2年 13/06/23 第２回明石市中学記録会 加古川 +0.5

電44 12"91 渡辺　大貴 魚住東 3年 13/06/23 第２回明石市中学記録会 加古川 +0.3

電46 12"93 竹内　靖智 魚住 3年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +1.9

電47 12"95 小林　涼真 江井島 3年 13/05/05 第１回明石市中学記録会 加古川 +1.9

電47 12"95 安藤　黎哉 附中等明石 3年 13/07/13 明石市中学総体 明石 -1.6

電49 12"97 北村　知裕 魚住東 1年 13/10/19 第３回明石市中学記録会 明石 +0.4

電50 13"00 糸井　雅晴 魚住東 1年 13/10/05 明石市中学新人 明石 +1.3

電50 13"00 杉本　凌 野々池 2年 13/10/19 第３回明石市中学記録会 明石 -0.6


