
 

 

 

２０２０年度 

第３７回 明石市中学校新人体育大会 

第６５回 明石市中学校ジュニア陸上競技対抗選手権大会 

（20283872） 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和２年１０月３日（土）  ９：００ 開始式 

９：３０ 競技開始 

令和２年１０月４日（日）   ９：３０ 競技開始 

                  １３：３０ 閉会式 

会 場  きしろスタジアム（兵庫県立明石公園陸上競技場：283160) 

主 催  明石市中学校体育連盟  明石市教育委員会 

主 管  明石市中学校体育連盟 陸上競技部 

記 録 集 



日付 種目

木下　恭太朗  23.38 (-1.1) 三宅　嶺翔  23.84 (-1.1) 葉　凛太郎  24.31 (-1.1) 田中　玲央  24.63 (-1.1) 久保　優雲  24.95 (-1.1) 前坂　孟毅  25.35 (-1.1) 森　悠晃  26.03 (-1.1) 川井　一馬  26.11 (-1.4)

大久保 江井島 大久保 二見 望海 大久保北 大蔵 大蔵

瀧岡　千悠  55.83 粂　拓海  56.33 高松　健斗  57.77 植田　拓隼  58.51 藪西　隼大  59.15 田口　詞也  59.28 上甲　真聖  1:00.38 山本　大河  1:00.54

大蔵 大久保 望海 大久保 江井島 野々池 二見 大久保

岩﨑　竜馬  2:08.12 瀧岡　千悠  2:11.08 植田　拓隼  2:11.76 粂　拓海  2:12.51 貞平　春陽  2:12.76 高松　健斗  2:13.13 松井　楓  2:13.17 河合　雄大  2:14.08

朝霧 大蔵 大久保 大久保 大久保 望海 二見 魚住

三澤　堅心  16.01 (0.0) 前田　凛佑  16.44 (0.0) 松岡　一真  17.33 (0.0) 大西　勢翔  18.51 (0.0) 加藤　大雅  18.54 (0.0) 門脇　僚哉  18.97 (0.0) 木村　優太  19.30 (0.0) 日浦　皓稀  20.80 (0.0)

二見 野々池 望海 二見 望海 望海 大蔵 野々池

大久保  46.57 二見  46.74 野々池  48.04 大蔵  48.82 朝霧  49.12 望海  49.26 魚住東  49.92 江井島  50.46

山本　大河 大西　勢翔 日浦　皓稀 瀧岡　千悠 貞丸　実紀 門脇　僚哉 越智　一誠 福田　悠仁

葉　凛太郎 三澤　堅心 前田　凛佑 稲岡　愛斗 岩﨑　竜馬 久保　優雲 西脇　昊希 三宅　嶺翔

柴山　凌弥 上田　悠斗 田中　快翔 川井　一馬 上坂　脩真 渋谷　洸晴 瀬戸　凰牙 中田　史斗

木下　恭太朗 田中　玲央 中尾　維吹 森　悠晃 野村　逞海 松岡　一真 畑　優矢 藪西　隼大

加藤　大雅  1.60 脇本　拓海  1.55 藤本　智也  1.45 尾松　永愛  1.40 川本　一輝  1.35 脇田　直人  1.25 向井　利旺  1.20

望海 二見 野々池 望海 二見 野々池 大久保北

中川　裕文  1.25

大蔵

砂田　一平  5.78 (+1.2) 井原　碧葉  5.51 (+0.8) 野村　逞海  5.03 (+1.4) 日浦　皓稀  4.93 (+0.3) 田中　快翔  4.90 (0.0) 渋谷　洸晴  4.87 (+1.5) 楞野　陽斗  4.80 (+1.3) 藤本　朋弥  4.72 (+1.0)

二見 二見 朝霧 野々池 野々池 望海 大久保北 大久保北

田中　快翔  11.01 (0.0) 砂田　一平  10.90 (+1.7) 上田　悠斗  10.57 (+1.1) 藤原　雅斗  10.49 (+0.8) 門脇　僚哉  10.38 (+0.9) 滝井　琉雅  10.15 (+0.9) 小畑　侑輝  9.63 (0.0)

野々池 二見 二見 野々池 望海 魚住 野々池

後藤　璃久  10.62 中尾　維吹  9.00 前田　璃空  8.83 安楽　大輝  8.03 中田　史斗  7.66 西村　太一  7.61 根木　健太郎  7.14 樋笠　翔真  7.07

大蔵 野々池 野々池 魚住東 江井島 野々池 魚住 二見

髙瀬　蒼太  31.95 後藤　璃久  26.27 前田　璃空  24.76 西村　太一  21.55 樋笠　翔真  21.08 松岡　一真  20.71 安楽　大輝  18.97 笹谷　昊士朗  18.05

大蔵 GR 大蔵 野々池 野々池 二見 望海 魚住東 望海

三澤　堅心  2109 大西　勢翔  1790 前田　凛佑  1765 藤原　雅斗  1653 久保　優雲  1641 藤本　智也  1286 梅谷　大惺  1003 尾松　永愛  924

二見 二見 野々池 野々池 望海 野々池 望海 望海

10月3日 110mH

10月3日 砲丸投

10月3日 走高跳

10月4日 400m

木下　恭太朗  11.49 (-0.1) 葉　凛太郎  11.69 (-0.1) 三宅　嶺翔  11.86 (-0.1) 田中　玲央  11.96 (-0.1) 川井　一馬  12.25 (-0.1) 森　悠晃  12.30 (-0.1) 中尾　維吹  12.35 (-0.1) 柴山　凌弥  12.55 (-0.6)

大久保 GR 大久保 江井島 二見 大蔵 大蔵 野々池 大久保

岩﨑　竜馬  4:21.93 真田　大輔  4:23.04 佐藤　祐介  4:27.75 佐伯　遥大  4:29.99 玉田　匠平  4:32.61 貞平　春陽  4:35.48 河合　雄大  4:36.42 吉田　大翔  4:41.89

朝霧 大久保 大久保 朝霧 朝霧 大久保 魚住 大蔵

真田　大輔  9:49.08 佐伯　遥大  9:53.06 佐藤　祐介  9:53.33 吉村　悠希  9:59.64 堂内　翼  10:00.75 吉田　大翔  10:03.18 宮本　義成  10:45.96 山口　匠  10:51.87

大久保 朝霧 大久保 大久保 野々池 大蔵 江井島 魚住東

上田　悠斗  12.44 (-2.2) 井原　碧葉  12.49 (-2.2) 前坂　孟毅  12.67 (-2.2) 稲岡　愛斗  12.97 (-2.2) 貞丸　実紀  13.22 (-2.2) 丸尾　斗騎哉  13.27 (-0.8) 藤井　惺大  13.30 (-0.4) 渋谷　洸晴  13.31 (-2.2)

二見 二見 大久保北 大蔵 朝霧 大久保 二見 望海

藤本　宗一郎  4:35.64 中垣　颯斗  4:37.21 桃木　愛希  4:47.38 有田　一稀  4:48.27 小西　幹太  4:57.83 西村　悠人  5:01.04 辻本　祐大  5:01.44 伊東　祐真  5:01.59

朝霧 大蔵 朝霧 望海 朝霧 魚住東 大蔵 魚住
10月4日 1500m

10月3日 3000m

１年生男子 10月4日 100m

２年生男子 10月4日 100m

10月4日 1500m

 1.35

 56.94  56.08  59.79  1:02.39  58.13  1:02.79  1:03.94  1:07.10

 6.43  4.82  5.84

 1.59  1.56  1.50  1.45  1.40  1.50  1.25

 18.17 (-2.3)  18.80 (-2.3)  20.65 (-2.3)  20.44 (-2.3)  22.18 (-2.3)

 9.45  8.95  7.16  9.54  8.49

10/3～10/4 四種競技

 16.51 (-2.3)  19.66 (-2.3)  16.86 (-2.3)

10月4日 砲丸投

10月3日 円盤投

10月3日 走幅跳

10月4日 三段跳

10月4日 4x100mR

10月3日 走高跳

10月3日 800m

10月4日 110mH

7位 8位

共通男子 10月3日 200m

10月4日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 明石市中学校体育連盟／明石市教育委員会 陸協名 明石市陸上競技協会

競技会名 第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2020/10/4 審判長

競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム 記録主任

GR



日付 種目

田中　咲帆  28.44 (-1.1) 杉山　麗羽  28.86 (-1.1) 稲田　茉侑  28.96 (-0.6) 山本　冴  29.26 (-1.1) 渡邊　花音  29.31 (-1.1) 中西　結泉  29.32 (-1.1) 杉本　恭子  29.48 (-1.1) 藤本　愛  30.01 (-1.1)

朝霧 江井島 野々池 二見 大久保北 大久保 大久保北 大久保北

直江　詩  4:58.57 佐々木　紫乃  5:02.02 王野　遥  5:03.35 鳴尾　真優  5:08.23 髙井　梨帆  5:08.88 永田　実睦  5:15.81 松本　瑠南  5:18.34 井本　まひろ  5:18.69

大久保 大久保 朝霧 大久保 魚住東 望海 大久保北 望海

山崎　花帆  15.85 (0.0) 高垣　歩実  17.43 (0.0) 平田　みなみ  17.44 (0.0) 田原　茉奈実  18.20 (0.0) 舩山　凜風  18.75 (-0.9) 光本　若奈  19.04 (0.0) 夜久　美月  19.08 (0.0) 小谷　莉生  19.35 (-0.9)

望海 大久保北 大久保 魚住 大久保北 大久保 望海 望海

大久保北  53.44 野々池  53.92 大蔵  54.09 大久保  54.20 二見  54.81 朝霧  55.03 望海  55.35 江井島  57.45

杉本　恭子 井村　綾実 矢野　結菜 平田　みなみ 秋山　奈々 宮永　愛花 夜久　美月 龍田　優夢

ロバート　プリスカ 稲田　茉侑 南保　心音 中西　結泉 山本　冴 渡辺　彩加 山崎　花帆 杉山　麗羽

渡邊　花音 藤澤　優羽 田中　苺奈 齋藤　莉緒 酒井　菜帆 王野　遥 井本　まひろ 宮﨑　彩寧

藤本　愛 大塚　乙果 谷岡　美侑 森脇　樺乃 植川　亜海 田中　咲帆 井上　心優 福井　琴未

藤澤　優羽  1.52 西田　胡桃  1.35 井本　小夏  1.30 斎藤　心優  1.30 石田　香具羅  1.25 西下　紗永  1.15

野々池 魚住東 大久保北 魚住東 江井島 二見

松本　采紗  1.35 増井　心陽  1.25 大塚　望愛  1.15

大久保北 大久保北 野々池

谷岡　美侑  w4.64 (+2.2) 井上　心優  4.37 (+1.5) 増井　恵理子  4.36 (+1.2) 井村　綾実  4.30 (+1.0) 齋藤　莉緒  4.27 (+1.6) 松本　琴春  4.26 (+0.5) 田中　苺奈  4.25 (+1.3) 西村　星那  4.11 (+1.3)

大蔵 望海 大蔵 野々池 大久保 大久保 大蔵 大久保北

ロバート　プリスカ  8.35 三浦　真里奈  7.83 馬田　凛奈  7.78 岡本　夢未  7.57 林　香帆  7.48 村上　萌香  7.32 細谷　萌愛  6.99 山口　愛菜  6.83

大久保北 二見 望海 大久保北 野々池 望海 大久保北 野々池

馬田　凛奈  24.94 林　香帆  19.63 村上　萌香  19.44 山口　愛菜  18.58 矢野　結菜  17.06 内橋　ゆら  16.82 岡本　夢未  16.72 冨永　苺梨  16.71

望海 野々池 望海 野々池 大蔵 大久保北 大久保北 大久保北

山崎　花帆  1981 藤澤　優羽  1809 大塚　乙果  1579 高垣　歩実  1497 松本　采紗  1432 岩根　小春  1351 植川　亜海  1247 酒井　菜帆  1132

望海 野々池 野々池 大久保北 大久保北 望海 二見 二見

10月3日 100mH

10月3日 走高跳

10月4日 砲丸投

10月4日 200m

ロバート　プリスカ  13.42 (-1.5) 田中　咲帆  13.72 (-1.5) 田原　茉奈実  13.87 (-1.5) 谷岡　美侑  13.98 (-1.5) 稲田　茉侑  14.00 (-0.6) 杉山　麗羽  14.01 (-1.5) 南保　心音  14.16 (-1.5) 井上　心優  14.29 (-0.6)

大久保北 朝霧 魚住 大蔵 野々池 江井島 大蔵 望海

直江　詩  2:23.67 竹原　佐那子  2:26.24 井本　まひろ  2:26.91 髙井　梨帆  2:27.11 佐々木　紫乃  2:28.00 鳴尾　真優  2:28.47 中西　ちひろ  2:31.21 松本　瑠南  2:31.44

大久保 錦城 望海 魚住東 大久保 大久保 明石高丘 大久保北

中西　結泉  13.90 (+0.2) 井村　綾実  14.03 (+0.2) 山本　冴  14.05 (+0.2) 藤本　愛  14.27 (+0.2) 髙巣　楓子  14.32 (+0.2) 池田　咲結菜  14.36 (-0.9) 榎本　怜羅  14.41 (+0.2) 松井　美咲希  14.53 (-0.9)

大久保 野々池 二見 大久保北 野々池 大久保北 望海 野々池

王野　遥  2:31.74 井上　莉那  2:34.94 澤田　裕佳  2:37.88 北迫　英美里  2:39.79 玉田　和佳菜  2:39.93 松井　美咲希  2:41.19 車谷　珠美  2:41.52 白石　結菜  2:41.72

朝霧 野々池 江井島 大久保 野々池 野々池 大久保 二見

二見 １１０点 大久保 １０４点 野々池 ９６．５点 大蔵 ７５．５点 望海 ６６点 朝霧 ６４点 江井島 ２４点 大久保北 １３点

大久保北 ９０点 野々池 ８６．５点 大久保 ７４点 望海 ６７点 大蔵 ３３点 朝霧 ３２点 二見 ２６．５点 江井島 １９．５点

野々池 １８３点 大久保 １７８点 二見 １３６．５点 望海 １３３点 大蔵 １０８．５点 大久保北 １０３点 朝霧 ９６点 江井島 ４３．５点

男子総合

女子総合

男女総合

7位 8位

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 明石市中学校体育連盟／明石市教育委員会 陸協名 明石市陸上競技協会

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2020/10/4 審判長

競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム 記録主任

１年生女子 10月4日 100m

10月3日 800m

２年生女子 10月4日 100m

10月3日 800m

 6.09  7.18

 29.50 (-1.8)  30.23 (-1.8)  29.77 (-1.8)  31.62 (-1.8)  31.62 (-1.8)  30.78 (-1.8)  31.06 (-2.8)  32.05 (-2.8)

 7.11  6.62  6.61  4.92  5.57  5.43

 20.11 (-1.2)  22.56 (-1.2)

 1.30  1.35  1.20  1.30  1.35  1.20  1.15  1.20

 16.02 (-1.3)  17.22 (-1.3)  18.29 (-1.3)  17.79 (-1.3)  19.41 (-1.2)  19.17 (-1.2)

10月3日 円盤投

10/3～10/4 四種競技

10月3日 走幅跳

10月4日 砲丸投

10月4日 4x100mR

10月4日 走高跳

10月4日 1500m

10月4日 100mH

共通女子 10月3日 200m



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会 コード 20283872
2 主催者 : 明石市中学校体育連盟／明石市教育委員会
3 競技場 : 明石公園陸上競技場きしろスタジアム コード 283160
4 開催日 : 2020年10月3日(土) - 10月4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
10 3 9 30 晴れ 27.4 63 南 1.8

10 3 10 0 晴れ 28.2 63 南 0.6

10 3 11 0 くもり 27.4 63 南 1.2

10 3 12 0 くもり 27.3 63 南 0.7

10 3 12 50 くもり 27.7 63 南 1.7

10 4 9 30 くもり 23.7 75 南 0.4

10 4 10 0 くもり 24.1 68 南 1.3

10 4 11 0 くもり 25.0 76 南東 0.9

10 4 12 0 くもり 25.0 76 南東 1.1

10 4 13 0 くもり 25.3 69 南東 1.6

10 4 13 15 晴れ 25.3 69 南東 1.2



リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

２年生男子100m
大会記録 11.51 明榮　凌太朗 大久保  明石 決勝 10/4 10:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.1 m/s) 2組 (-0.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キノシタ　キョウタロウ オオクボ  GR シバヤマ　リョウヤ オオクボ

1 31643 木下　恭太朗(2) 大久保 11.49 1 31644 柴山　凌弥(2) 大久保 12.55
ヨウ　リンタロウ オオクボ ハタ　ユウヤ ウオズミヒガシ

2 31639 葉　凛太郎(2) 大久保 11.69 2 32017 畑　優矢(2) 魚住東 12.67
ミヤケ　レイト エイガジマチュウ オチ　イッセイ ウオズミヒガシ

3 31883 三宅　嶺翔(2) 江井島 11.86 3 32026 越智　一誠(2) 魚住東 13.03
タナカ　レオ フタミ ハスイケ　タケル ウオズミ

4 32116 田中　玲央(2) 二見 11.96 4 31901 蓮池　尊琉(2) 魚住 13.05
カワイ　カズマ オオクラ コウサカ　シュウマ アサギリ

5 31272 川井　一馬(2) 大蔵 12.25 5 31141 上坂　脩真(2) 朝霧 13.15
モリ　ヒサアキ オオクラ フクマ　ユウイチロウ フタミ

6 31273 森　悠晃(2) 大蔵 12.30 6 32117 福間　悠一郞(2) 二見 13.18
ナカオ　イブキ ノノイケ ニシワキ　コウキ ウオズミヒガシ

7 31459 中尾　維吹(2) 野々池 12.35 7 32028 西脇　昊希(2) 魚住東 13.18
スズキ　ユタカ フタミ ジョウコウ　マサト フタミ

8 32114 鈴木　穣(2) 二見 12.68 32113 上甲　真聖(2) 二見 DNS

3組 (-1.1 m/s) 4組 (0.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
セト　オウガ ウオズミヒガシ サトウ　ソウスケ ウオズミヒガシ

1 32024 瀬戸　凰牙(2) 魚住東 13.44 1 32016 佐藤　颯佑(2) 魚住東 13.71
ヤブニシ　ハヤト エイガジマチュウ イシバシ　リョウ オオクボキタ

2 31890 藪西　隼大(2) 江井島 13.53 2 32261 石橋　凌(2) 大久保北 13.87
ウエムラ　カンタ ウオズミ サカネ　ヨウタ オオクボ

3 31908 上村　貫太(2) 魚住 13.63 3 31641 坂根　陽太(2) 大久保 14.00
カメムラ　サスケ オオクラ ワダ　シュンキ オオクボ

4 31261 亀村　咲佑(2) 大蔵 13.69 4 31649 和田　隼樹(2) 大久保 14.08
シバタ　シュラ ウオズミ ミネヤマ　ユウダイ アサギリ

5 31906 芝田　朱来(2) 魚住 13.73 5 31150 峯山　侑大(2) 朝霧 14.12
キタガワ　カズマ ウオズミヒガシ シモダ　イッケイ オオクラ

6 32022 北川　一真(2) 魚住東 13.79 6 31271 下田　一慶(2) 大蔵 14.40
タカサキ　コウキ オオクボ アヤキ　ケンイチロウ ウオズミヒガシ

7 31645 高崎　航希(2) 大久保 13.92 7 32020 綾木　健一郎(2) 魚住東 14.52
サカイ　ユウセイ オオクラ キタノ　カケル ウオズミヒガシ

8 31274 酒井　優成(2) 大蔵 14.17 8 32023 北野　翔(2) 魚住東 14.95

5組 (-0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオニシ　リロス キヌガワ

1 31311 大西　莉侶司(2) 衣川 13.88
オオイシ　ユウタロウ ノノイケ

2 31452 大石　悠太郎(2) 野々池 13.92
ムラタ　ショウタ エイガジマチュウ

3 31886 村田　翔太(2) 江井島 14.86
フクヤス　ソウシ キヌガワ

4 31305 福安　創士(2) 衣川 14.93
フナオカ　シュンスケ エイガジマチュウ

5 31882 舩岡　駿介(2) 江井島 15.15
イケダ　タクト エイガジマチュウ

6 31880 池田　匠人(2) 江井島 15.53
ホッタ　ソウタロウ エイガジマチュウ

7 31888 堀田　聡太郎(2) 江井島 16.37
マエハラ　ハルト ウオズミヒガシ

32027 前原　悠斗(2) 魚住東 DNS

GR:大会記録  DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:32
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

１年生男子100m
大会記録 11.96 溝口　塁生 野々池  明石 決勝 10/4 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-2.2 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
ウエダ　ユウト フタミ マルオ　トキヤ オオクボ

1 32135 上田　悠斗(1) 二見 12.44 1 31607 丸尾　斗騎哉(1) 大久保 13.27
イハラ　アズハ フタミ ブラウン　チャドカナメ フタミ

2 32134 井原　碧葉(1) 二見 12.49 2 32142 ブラウン　チャド叶(1) 二見 13.34
マエサカ　モトミ オオクボキタ カワモト　カズキ フタミ

3 32277 前坂　孟毅(1) 大久保北 12.67 3 321236 川本　一輝(1) 二見 13.37
イナオカ　マナト オオクラ イノマタ　ユウヒ フタミ

4 31289 稲岡　愛斗(1) 大蔵 12.97 4 32133 猪股　勇陽(1) 二見 13.43
サダマル　ミノリ アサギリ サカモト　ヒデユキ アサギリ

5 31163 貞丸　実紀(1) 朝霧 13.22 5 31166 坂本　秀幸(1) 朝霧 13.46
シブヤ　コウセイ ボウカイ オオニシ　ゲンキ ウオズミ

6 31564 渋谷　洸晴(1) 望海 13.31 6 31917 大西　元貴(1) 魚住 13.53
コンドウ　ユウタ オオクボ キムラ　ジン オオクラ

7 31605 近藤　裕太(1) 大久保 13.38 7 31286 木村　仁(1) 大蔵 13.68
ヨシナリ　ジン オオクラ オオウラ　ブンタ オオクボ

31299 吉成　迅(1) 大蔵 DNS 31604 大浦　文太(1) 大久保 DQ FS

3組 (-0.4 m/s) 4組 (-1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　セイタ フタミ ヤマダ　トモアキ オオクラ

1 32141 藤井　惺大(1) 二見 13.30 1 31293 山田　睦明(1) 大蔵 13.57
キムラ　ユウタ オオクラ サナ　カズヤ キヌガワ

2 31290 木村　優太(1) 大蔵 13.53 2 31324 佐名　一泰(1) 衣川 14.13
カドノ　ハルト オオクボキタ サトウ　フェイト オオクラ

3 32273 楞野　陽斗(1) 大久保北 13.83 3 31282 佐藤　ふぇいと(1) 大蔵 14.44
トヨムラ　コウタ オオクボ ハヤシ　ソウマ キヌガワ

4 31606 豊村　宏太(1) 大久保 13.85 4 31330 林　颯馬(1) 衣川 14.57
ウメダ　ホクト オオクボキタ タニグチ　トア ウオズミヒガシ

5 32271 梅田　北斗(1) 大久保北 13.85 5 32036 谷口　斗亜(1) 魚住東 14.62
ヒロナガ　リョウ オオクボキタ グェントゥン　ダット ウオズミヒガシ

6 32276 廣長　凌(1) 大久保北 13.86 6 32037 グェントゥン　ダット(1) 魚住東 14.63
キタオカ　サイト ボウカイ クラハシ　ソウスケ ノノイケ

7 31567 北岡　才人(1) 望海 13.89 7 31432 倉橋　奏佑(1) 野々池 14.79
ニシムラ　リョウタ ノノイケ ナカノ　ルイ オオクラ

8 31434 西村　涼太(1) 野々池 13.91 8 31291 中野　琉生(1) 大蔵 14.91

5組 (-0.3 m/s) 6組 (-1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モトゾノ　コタロウ ノノイケ ミナミゾノ　シュンキ フタミ

1 31436 本薗　虎太郎(1) 野々池 14.42 1 32144 南薗　隼稀(1) 二見 14.55
スギモト　ハンジ キヌガワ ワキタ　ナオト ノノイケ

2 31326 杉本　帆志(1) 衣川 14.52 2 31440 脇田　直人(1) 野々池 14.75
スズキ　ユウセイ オオクボキタ ウエダ　ハヤト オオクラ

3 32274 鈴木　悠聖(1) 大久保北 14.54 3 31285 上田　隼大(1) 大蔵 15.15
オカムラ　タクト オオクボキタ ナガタ　シュンスケ オオクボ

4 32272 岡村　卓和(1) 大久保北 14.57 4 31601 永田　俊輔(1) 大久保 15.38
タケダ　ユウヒ フタミ ムカイ　リオウ オオクボキタ

5 32137 竹田　悠陽(1) 二見 15.03 5 32279 向井　利旺(1) 大久保北 15.46
タニグチ　イブキ オオクラ モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ

6 31295 谷口　依武紀(1) 大蔵 15.38 6 31918 森岡　将一朗(1) 魚住 15.82
イデ　テツヒロ フタミ タカハシ　コウキ ウオズミ

32132 井出　鉄博(1) 二見 DNS 31914 髙橋　幸暉(1) 魚住 DNS
モリシタ　トワ ノノイケ ツチダ　ケイ オオクボキタ

31437 森下　永久(1) 野々池 DNS 32275 槌田　圭(1) 大久保北 DNS

2020/10/04 13:56:19
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

１年生男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (0.0 m/s) 8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
ヤノ　タクマ ボウカイ ナカオ　イブキ キヌガワ

1 31566 矢野　匠真(1) 望海 14.86 1 31329 中尾　伊吹(1) 衣川 13.87
アオキ　ルイガ フタミ タケナカ　シュウホ キヌガワ

2 32131 青木　流雅(1) 二見 15.14 2 31328 竹中　柊歩(1) 衣川 14.17
ニシオカ　シュウジ ボウカイ クボゴウチ　カズマ エイガジマチュウ

3 31557 西岡　嵩二(1) 望海 15.21 3 31892 久保河内　一馬(1) 江井島 16.41
ワタナベ　ライト ウオズミ ナカザト　ユウキ フタミ

4 31921 渡辺　羅依斗(1) 魚住 15.37 4 32138 中里　裕貴(1) 二見 16.65 TR5
ヨネザワ　リュウセイ ノノイケ タカダ　ユウガ ノノイケ

5 31439 米澤　隆惺(1) 野々池 15.44 5 31433 髙田　侑雅(1) 野々池 16.69
マスダ　エイト オオクラ カタヤマ　ショウタロウ ノノイケ

6 31298 増田　英翔(1) 大蔵 15.84 6 31431 片山　祥太朗(1) 野々池 16.86
ハタ　ヒロキ ウオズミヒガシ ミツカワ　タクト オオクボキタ

7 32040 畑　寛希(1) 魚住東 15.87 32281 光川　拓斗(1) 大久保北 DNS

DNS:欠場  DQ:失格  
2020/10/04 13:56:19

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子200m
大会記録 22.46 井藤　直起 衣川  明石 決勝 10/3 12:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.1 m/s) 2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
キノシタ　キョウタロウ オオクボ カワイ　カズマ オオクラ

1 31643 木下　恭太朗(2) 大久保 23.38 1 31272 川井　一馬(2) 大蔵 26.11
ミヤケ　レイト エイガジマチュウ スズキ　ユタカ フタミ

2 31883 三宅　嶺翔(2) 江井島 23.84 2 32114 鈴木　穣(2) 二見 26.39
ヨウ　リンタロウ オオクボ コウサカ　シュウマ アサギリ

3 31639 葉　凛太郎(2) 大久保 24.31 3 31141 上坂　脩真(2) 朝霧 26.65
タナカ　レオ フタミ コンドウ　ユウタ オオクボ

4 32116 田中　玲央(2) 二見 24.63 4 31605 近藤　裕太(1) 大久保 26.96
クボ　ユウク ボウカイ ノムラ　タクミ アサギリ

5 31552 久保　優雲(2) 望海 24.95 5 31146 野村　逞海(2) 朝霧 27.21
マエサカ　モトミ オオクボキタ マルオ　トキヤ オオクボ

6 32277 前坂　孟毅(1) 大久保北 25.35 6 31607 丸尾　斗騎哉(1) 大久保 27.48
モリ　ヒサアキ オオクラ サカモト　ヒデユキ アサギリ

7 31273 森　悠晃(2) 大蔵 26.03 7 31166 坂本　秀幸(1) 朝霧 27.60
ワキモト　タクミ フタミ

32121 脇本　拓海(2) 二見 DNS

3組 (-1.1 m/s) 4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
ハタ　ユウヤ ウオズミヒガシ セト　オウガ ウオズミヒガシ

1 32017 畑　優矢(2) 魚住東 26.32 1 32024 瀬戸　凰牙(2) 魚住東 27.49
イノマタ　ユウヒ フタミ トヨムラ　コウタ オオクボ

2 32133 猪股　勇陽(1) 二見 27.34 2 31606 豊村　宏太(1) 大久保 27.89
ヒゴ　ハルキ キヌガワ シバタ　シュラ ウオズミ

3 31304 肥後　遥己(2) 衣川 27.84 3 31906 芝田　朱来(2) 魚住 28.20
キタガワ　カズマ ウオズミヒガシ ウエムラ　カンタ ウオズミ

4 32022 北川　一真(2) 魚住東 28.52 4 31908 上村　貫太(2) 魚住 28.22
フクダ　ユウト エイガジマチュウ サトウ　ソウスケ ウオズミヒガシ

5 31885 福田　悠仁(2) 江井島 28.67 5 32016 佐藤　颯佑(2) 魚住東 28.40
ヒロナガ　リョウ オオクボキタ イシバシ　リョウ オオクボキタ

6 32276 廣長　凌(1) 大久保北 29.12 6 32261 石橋　凌(2) 大久保北 28.94
オオニシ　ゲンキ ウオズミ ハヤシ　ソウマ キヌガワ

31917 大西　元貴(1) 魚住 DNS 7 31330 林　颯馬(1) 衣川 29.32

5組 (-2.3 m/s) 6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
ナカノ　ルイ オオクラ ヨシナリ　ジン オオクラ

1 31291 中野　琉生(1) 大蔵 30.61 1 31299 吉成　迅(1) 大蔵 28.52
キタノ　カケル ウオズミヒガシ ナカオ　イブキ キヌガワ

2 32023 北野　翔(2) 魚住東 30.68 2 31329 中尾　伊吹(1) 衣川 28.65
タケダ　ユウヒ フタミ サナ　カズヤ キヌガワ

3 32137 竹田　悠陽(1) 二見 30.88 3 31324 佐名　一泰(1) 衣川 29.61
スギモト　ハンジ キヌガワ サトウ　フェイト オオクラ

4 31326 杉本　帆志(1) 衣川 31.92 4 31282 佐藤　ふぇいと(1) 大蔵 30.55
ヤノ　タクマ ボウカイ マエハラ　ハルト ウオズミヒガシ

5 31566 矢野　匠真(1) 望海 32.52 5 32027 前原　悠斗(2) 魚住東 32.53
ホッタ　ソウタロウ エイガジマチュウ ハタ　ヒロキ ウオズミヒガシ

6 31888 堀田　聡太郎(2) 江井島 33.80 6 32040 畑　寛希(1) 魚住東 34.86
イデ　テツヒロ フタミ カタヤマ　ショウタロウ ノノイケ

32132 井出　鉄博(1) 二見 DNS 7 31431 片山　祥太朗(1) 野々池 35.07

2020/10/04 13:55:36
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-1.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キムラ　ジン オオクラ

1 31286 木村　仁(1) 大蔵 28.15
グェントゥン　ダット ウオズミヒガシ

2 32037 グェントゥン　ダット(1) 魚住東 30.19
アヤキ　ケンイチロウ ウオズミヒガシ

3 32020 綾木　健一郎(2) 魚住東 30.76
タニグチ　イブキ オオクラ

4 31295 谷口　依武紀(1) 大蔵 30.82
タニグチ　トア ウオズミヒガシ

5 32036 谷口　斗亜(1) 魚住東 30.86
マスダ　エイト オオクラ

6 31298 増田　英翔(1) 大蔵 34.90
イナオカ　マナト オオクラ

31289 稲岡　愛斗(1) 大蔵 DNS

DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:36
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子400m
大会記録 51.77 乗松　航輔 朝霧  明石 決勝 10/4 11:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タキオカ　カズヒサ オオクラ ヤブニシ　ハヤト エイガジマチュウ

1 31269 瀧岡　千悠(2) 大蔵 55.83 1 31890 藪西　隼大(2) 江井島 59.15
クメ　タクミ オオクボ タグチ　フミヤ ノノイケ

2 31653 粂　拓海(2) 大久保 56.33 2 31455 田口　詞也(2) 野々池 59.28
タカマツ　ケント ボウカイ ヤマモト　タイガ オオクボ

3 31555 高松　健斗(2) 望海 57.77 3 31642 山本　大河(2) 大久保 1:00.54
ウエダ　タクト オオクボ タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ

4 31647 植田　拓隼(2) 大久保 58.51 4 32038 髙橋　草太(1) 魚住東 1:05.94 TR5
ジョウコウ　マサト フタミ タカイ　リト オオクボキタ

5 32113 上甲　真聖(2) 二見 1:00.38 5 32262 髙井　理翔(2) 大久保北 1:13.32
ムラカミ　ユウ フタミ ミキ　コタロウ オオクボキタ

32122 村上　由侑(2) 二見 DNS 6 32278 三木　琥太朗(1) 大久保北 1:19.56

DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:50
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子800m
大会記録 2:04.4 大西　竜童 二見  明石 決勝 10/3 11:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　リク オオクラ ウエダ　アオイ ボウカイ

1 31260 足立　陸(2) 大蔵 2:25.53 1 31559 上田　蒼(1) 望海 2:34.44
ツジモト　ユウダイ オオクラ ヨシフサ　ケンタ ノノイケ

2 31287 辻本　祐大(1) 大蔵 2:29.33 2 31438 吉房　健太(1) 野々池 2:34.92
タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ サクライ　コウイチ ウオズミヒガシ

3 32038 髙橋　草太(1) 魚住東 2:35.54 ＴＲ５ 3 32031 櫻井　輝一(1) 魚住東 2:36.31
ササキ　ユイ ウオズミヒガシ ナカムラ　ショウタ ボウカイ

4 32032 佐々木　維(1) 魚住東 2:42.47 4 31568 中村　祥太(1) 望海 2:38.00
イハラ　テルヒト ウオズミヒガシ オオノ　コウシロウ キヌガワ

5 32030 井原　輝人(1) 魚住東 2:43.34 5 31320 大野　巧志郎(1) 衣川 2:40.85 ＴＲ５
ミシマ　ユウヒ ウオズミヒガシ ヤマサキ　リオ アサギリ

6 32035 三嶋　優陽(1) 魚住東 2:46.99 6 31160 山崎　凜士(1) 朝霧 2:41.31
フルサワ　ナオマ オオクラ ニシウミ　ユウゴ フタミ

7 31292 古澤　尚真(1) 大蔵 2:48.38 7 32139 西海　悠悟(1) 二見 2:44.21
コウダ　トワ オオクラ ヤブタ　リク オオクボ

8 31265 幸田　遥羽(2) 大蔵 2:48.74 8 31600 薮田　陸(1) 大久保 2:48.67
ハヤシ　ヒバリ ノノイケ オオサキ　カズヤ オオクボ

9 31435 林　翔春(1) 野々池 2:50.04 9 31602 大崎　和也(1) 大久保 2:52.73
サイトウ　ムツキ ウオズミヒガシ ミキ　コタロウ オオクボキタ

10 32033 齋藤　睦季(1) 魚住東 3:15.43 ＴＲ５ 10 32278 三木　琥太朗(1) 大久保北 2:55.41
オハラ　カンタ オオクラ ミヤザキ　アユム オオクボ

11 31281 小原　歓大(1) 大蔵 3:33.99 11 31603 宮崎　歩夢(1) 大久保 3:01.21

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タマダ　ショウヘイ アサギリ イワサキ　リョウマ アサギリ

1 31145 玉田　匠平(2) 朝霧 2:16.78 1 31149 岩﨑　竜馬(2) 朝霧 2:08.12
イノウエ　ソウタ ウオズミ タキオカ　カズヒサ オオクラ

2 31904 井上　颯大(2) 魚住 2:21.09 2 31269 瀧岡　千悠(2) 大蔵 2:11.08
アリタ　イツキ ボウカイ ウエダ　タクト オオクボ

3 31563 有田　一稀(1) 望海 2:21.32 3 31647 植田　拓隼(2) 大久保 2:11.76
ニシムラ　ユウト ウオズミヒガシ クメ　タクミ オオクボ

4 32034 西村　悠人(1) 魚住東 2:23.18 4 31653 粂　拓海(2) 大久保 2:12.51
モモキ　アイキ アサギリ サダヒラ　ハルヒ オオクボ

5 31165 桃木　愛希(1) 朝霧 2:24.86 5 31654 貞平　春陽(2) 大久保 2:12.76
イトウ　ユウマ ウオズミ タカマツ　ケント ボウカイ

6 31916 伊東　祐真(1) 魚住 2:26.59 ＴＲ５ 6 31555 高松　健斗(2) 望海 2:13.13
イワサ　タクヤ アサギリ マツイ　カエデ フタミ

7 31148 岩佐　拓哉(2) 朝霧 2:27.64 ＴＲ５ 7 32119 松井　楓(2) 二見 2:13.17
ツカザキ　ヒロキ ノノイケ カワイ　ユウダイ ウオズミ

8 31457 塚崎　裕基(2) 野々池 2:29.06 8 31909 河合　雄大(2) 魚住 2:14.08
ホンダ　ユウマ フタミ タグチ　フミヤ ノノイケ

9 32143 本田　悠真(1) 二見 2:38.55 9 31455 田口　詞也(2) 野々池 2:17.92
イマイケ　アツシ ボウカイ ナカガキ　ハヤト オオクラ

10 31558 今池　篤志(1) 望海 2:44.49 10 31283 中垣　颯斗(1) 大蔵 2:17.97
タカイ　リト オオクボキタ タナカ　シンノスケ アサギリ

11 32262 髙井　理翔(2) 大久保北 2:48.20 11 31144 田中　慎乃亮(2) 朝霧 2:21.59
ムラカミ　ユウ フタミ ニイダ　リュウノスケ オオクボ

32122 村上　由侑(2) 二見 DNS 12 31652 仁井田　竜之介(2) 大久保 2:24.43

DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:17
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

２年生男子1500m
大会記録 4:12.34 本多　晴飛 大久保  明石 決勝 10/4 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
サダヒラ　ハルヒ オオクボ イワサキ　リョウマ アサギリ

1 31654 貞平　春陽(2) 大久保 4:35.48 1 31149 岩﨑　竜馬(2) 朝霧 4:21.93
スズキ　ヒロト オオクボ サナダ　ダイスケ オオクボ

2 31648 鈴木　大翔(2) 大久保 4:58.24 2 31655 真田　大輔(2) 大久保 4:23.04
マスダ　ケン キヌガワ サトウ　ユウスケ オオクボ

3 31306 増田　絢(2) 衣川 5:01.34 TR5 3 31651 佐藤　祐介(2) 大久保 4:27.75
ミヤモト　ヨシナリ エイガジマチュウ サエキ　ハルト アサギリ

4 31891 宮本　義成(2) 江井島 5:01.39 4 31142 佐伯　遥大(2) 朝霧 4:29.99
ヤマグチ　タクミ ウオズミヒガシ タマダ　ショウヘイ アサギリ

5 32019 山口　匠(2) 魚住東 5:04.11 5 31145 玉田　匠平(2) 朝霧 4:32.61
ツカザキ　ヒロキ ノノイケ カワイ　ユウダイ ウオズミ

6 31457 塚崎　裕基(2) 野々池 5:05.78 6 31909 河合　雄大(2) 魚住 4:36.42
アダチ　リク オオクラ ヨシダ　ヒロト オオクラ

7 31260 足立　陸(2) 大蔵 5:07.39 7 31268 吉田　大翔(2) 大蔵 4:41.89
カキハラ　コウタ フタミ マツイ　カエデ フタミ

8 32111 柿原　洸太(2) 二見 5:07.69 8 32119 松井　楓(2) 二見 4:42.41
イワサ　タクヤ アサギリ ヨシムラ　ユウキ オオクボ

9 31148 岩佐　拓哉(2) 朝霧 5:09.23 TR5 9 31656 吉村　悠希(2) 大久保 4:46.45
コバヤシ　リョウヤ フタミ タナカ　シンノスケ アサギリ

10 32112 小林　涼也(2) 二見 5:21.44 10 31144 田中　慎乃亮(2) 朝霧 4:47.32
シモノ　ユウア オオクボ ニイダ　リュウノスケ オオクボ

11 31640 下野　有陽(2) 大久保 5:26.62 11 31652 仁井田　竜之介(2) 大久保 4:49.51
ハバ　ヨシアキ オオクラ イノウエ　ソウタ ウオズミ

12 31267 羽馬　義瑛(2) 大蔵 5:29.47 12 31904 井上　颯大(2) 魚住 4:52.28
ヒゴ　ハルキ キヌガワ ヨシカワ　リク オオクラ

13 31304 肥後　遥己(2) 衣川 5:40.41 TR5 13 31263 吉川　凛空(2) 大蔵 4:56.79
アサノ　ヒサト オオクラ ドウウチ　ツバサ ノノイケ

14 31270 浅野　寿人(2) 大蔵 6:39.46 14 31458 堂内　翼(2) 野々池 4:57.59

2020/10/04 13:57:11

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

１年生男子1500m
大会記録 4:24.87 本多　晴飛 大久保  明石 決勝 10/4 12:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハヤシ　ヒバリ ノノイケ フジモト　ソウイチロウ アサギリ

1 31435 林　翔春(1) 野々池 5:27.54 1 31164 藤本　宗一郎(1) 朝霧 4:35.64
イマイケ　アツシ ボウカイ ナカガキ　ハヤト オオクラ

2 31558 今池　篤志(1) 望海 5:27.82 2 31283 中垣　颯斗(1) 大蔵 4:37.21
ヤブタ　リク オオクボ モモキ　アイキ アサギリ

3 31600 薮田　陸(1) 大久保 5:28.74 3 31165 桃木　愛希(1) 朝霧 4:47.38
ヤマサキ　リオ アサギリ アリタ　イツキ ボウカイ

4 31160 山崎　凜士(1) 朝霧 5:34.34 4 31563 有田　一稀(1) 望海 4:48.27
ミシマ　ユウヒ ウオズミヒガシ コニシ　カンタ アサギリ

5 32035 三嶋　優陽(1) 魚住東 5:38.64 5 31161 小西　幹太(1) 朝霧 4:57.83
ニシウミ　ユウゴ フタミ ニシムラ　ユウト ウオズミヒガシ

6 32139 西海　悠悟(1) 二見 5:43.28 6 32034 西村　悠人(1) 魚住東 5:01.04
フルサワ　ナオマ オオクラ ツジモト　ユウダイ オオクラ

7 31292 古澤　尚真(1) 大蔵 5:46.38 7 31287 辻本　祐大(1) 大蔵 5:01.44
ナカザト　ユウキ フタミ イトウ　ユウマ ウオズミ

8 32138 中里　裕貴(1) 二見 5:54.81 ＴＲ５ 8 31916 伊東　祐真(1) 魚住 5:01.59 ＴＲ５
オオサキ　カズヤ オオクボ ヨシフサ　ケンタ ノノイケ

9 31602 大崎　和也(1) 大久保 5:56.91 9 31438 吉房　健太(1) 野々池 5:05.49
スギハラ　コウダイ エイガジマチュウ ウエダ　アオイ ボウカイ

10 31893 杉原　煌大(1) 江井島 6:08.82 10 31559 上田　蒼(1) 望海 5:18.13
フクダ　ユウマ アサギリ ホンダ　ユウマ フタミ

11 31162 福田　悠真(1) 朝霧 6:10.87 ＴＲ５ 11 32143 本田　悠真(1) 二見 5:19.61
ミヤザキ　アユム オオクボ サクライ　コウイチ ウオズミヒガシ

12 31603 宮崎　歩夢(1) 大久保 6:22.91 12 32031 櫻井　輝一(1) 魚住東 5:21.41
サイトウ　ムツキ ウオズミヒガシ ナカムラ　ショウタ ボウカイ

13 32033 齋藤　睦季(1) 魚住東 6:34.76 ＴＲ５ 13 31568 中村　祥太(1) 望海 5:23.95
サクライ　フミヒサ キヌガワ イハラ　テルヒト ウオズミヒガシ

14 31323 櫻井　史悠(1) 衣川 6:43.68 14 32030 井原　輝人(1) 魚住東 5:33.14
クマモト　コウタ キヌガワ タカサカ　コウゾウ キヌガワ

15 31322 熊本　虹太(1) 衣川 7:54.03 ＴＲ５ 15 31327 髙阪　鴻蔵(1) 衣川 5:33.67
サワイ　サトシ キヌガワ オオノ　コウシロウ キヌガワ

31325 澤井　惺(1) 衣川 DNS 16 31320 大野　巧志郎(1) 衣川 5:34.94 ＴＲ５
ササキ　ユイ ウオズミヒガシ

17 32032 佐々木　維(1) 魚住東 5:34.96

DNS:欠場  
2020/10/04 13:57:05
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

２年生男子3000m
大会記録 9:06.65 加藤　淳 大久保  明石 決勝 10/3 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サナダ　ダイスケ オオクボ

1 31655 真田　大輔(2) 大久保 9:49.08
サエキ　ハルト アサギリ

2 31142 佐伯　遥大(2) 朝霧 9:53.06
サトウ　ユウスケ オオクボ

3 31651 佐藤　祐介(2) 大久保 9:53.33
ヨシムラ　ユウキ オオクボ

4 31656 吉村　悠希(2) 大久保 9:59.64
ドウウチ　ツバサ ノノイケ

5 31458 堂内　翼(2) 野々池 10:00.75 TR5
ヨシダ　ヒロト オオクラ

6 31268 吉田　大翔(2) 大蔵 10:03.18
ミヤモト　ヨシナリ エイガジマチュウ

7 31891 宮本　義成(2) 江井島 10:45.96
ヤマグチ　タクミ ウオズミヒガシ

8 32019 山口　匠(2) 魚住東 10:51.87
スズキ　ヒロト オオクボ

9 31648 鈴木　大翔(2) 大久保 10:52.63
カキハラ　コウタ フタミ

10 32111 柿原　洸太(2) 二見 11:14.59
シモノ　ユウア オオクボ

11 31640 下野　有陽(2) 大久保 11:49.15
コバヤシ　リョウヤ フタミ

12 32112 小林　涼也(2) 二見 11:49.32

2020/10/04 13:54:58
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子110mH [91.4cm]
大会記録 15.64 下司　剛久 望海  明石 決勝 10/4  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (0.0 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
ミサワ　ケンシン フタミ ウメタニ　タイセイ ボウカイ

1 32120 三澤　堅心(2) 二見 16.01 1 31560 梅谷　大惺(1) 望海 20.66
マエダ　リンスケ ノノイケ ヒウラ　コウキ ノノイケ

2 31464 前田　凛佑(2) 野々池 16.44 2 31460 日浦　皓稀(2) 野々池 20.80
マツオカ　カズマ ボウカイ オオイシ　ユウタロウ ノノイケ

3 31553 松岡　一真(2) 望海 17.33 3 31452 大石　悠太郎(2) 野々池 20.85
オオニシ　セイト フタミ フクダ　ユウト エイガジマチュウ

4 32110 大西　勢翔(2) 二見 18.51 4 31885 福田　悠仁(2) 江井島 21.02
カトウ　タイガ ボウカイ ウエダ　ハヤト オオクラ

5 31551 加藤　大雅(2) 望海 18.54 5 31285 上田　隼大(1) 大蔵 23.88
カドワキ　トモヤ ボウカイ ニシオカ　シュウジ ボウカイ

6 31554 門脇　僚哉(2) 望海 18.97 6 31557 西岡　嵩二(1) 望海 25.39
キムラ　ユウタ オオクラ ナカガワ　ヒロフミ オオクラ

7 31290 木村　優太(1) 大蔵 19.30 31284 中川　裕文(1) 大蔵 DNS

DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:43
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子4x100mR
大会記録 46.59 福田・藤井・木下・明榮 大久保  明石 決勝 10/4 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オオクボ  GR オオクラ

1 大久保 46.57 4 大蔵 48.82
[1] ヤマモト　タイガ [2] ヨウ　リンタロウ [1] タキオカ　カズヒサ [2] イナオカ　マナト

31642 山本 大河(2) 31639 葉 凛太郎(2) 31269 瀧岡 千悠(2) 31289 稲岡 愛斗(1)
[3] シバヤマ　リョウヤ [4] キノシタ　キョウタロウ [3] カワイ　カズマ [4] モリ　ヒサアキ

31644 柴山 凌弥(2) 31643 木下 恭太朗(2) 31272 川井 一馬(2) 31273 森 悠晃(2)
フタミ ウオズミ

2 二見 46.74 5 魚住 52.28
[1] オオニシ　セイト [2] ミサワ　ケンシン [1] オオニシ　ゲンキ [2] ハスイケ　タケル

32110 大西 勢翔(2) 32120 三澤 堅心(2) 31917 大西 元貴(1) 31901 蓮池 尊琉(2)
[3] ウエダ　ユウト [4] タナカ　レオ [3] タキイ　リュウガ [4] ネギ　ケンタロウ

32135 上田 悠斗(1) 32116 田中 玲央(2) 31902 滝井 琉雅(2) 31915 根木 健太郎(1)
ノノイケ

3 野々池 48.04
[1] ヒウラ　コウキ [2] マエダ　リンスケ

31460 日浦 皓稀(2) 31464 前田 凛佑(2)
[3] タナカ　カイト [4] ナカオ　イブキ

31456 田中 快翔(2) 31459 中尾 維吹(2)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
アサギリ エイガジマチュウ

1 朝霧 49.12 4 江井島 50.46
[1] サダマル　ミノリ [2] イワサキ　リョウマ [1] フクダ　ユウト [2] ミヤケ　レイト

31163 貞丸 実紀(1) 31149 岩﨑 竜馬(2) 31885 福田 悠仁(2) 31883 三宅 嶺翔(2)
[3] コウサカ　シュウマ [4] ノムラ　タクミ [3] ナカタ　フミト [4] ヤブニシ　ハヤト

31141 上坂 脩真(2) 31146 野村 逞海(2) 31884 中田 史斗(2) 31890 藪西 隼大(2)
ボウカイ オオクボキタ

2 望海 49.26 5 大久保北 53.02
[1] カドワキ　トモヤ [2] クボ　ユウク [1] ヒロナガ　リョウ [2] カドノ　ハルト

31554 門脇 僚哉(2) 31552 久保 優雲(2) 32276 廣長 凌(1) 32273 楞野 陽斗(1)
[3] シブヤ　コウセイ [4] マツオカ　カズマ [3] フジモト　トモヤ [4] イシバシ　リョウ

31564 渋谷 洸晴(1) 31553 松岡 一真(2) 32263 藤本 朋弥(2) 32261 石橋 凌(2)
ウオズミヒガシ

3 魚住東 49.92
[1] オチ　イッセイ [2] ニシワキ　コウキ

32026 越智 一誠(2) 32028 西脇 昊希(2)
[3] セト　オウガ [4] ハタ　ユウヤ

32024 瀬戸 凰牙(2) 32017 畑 優矢(2)

GR:大会記録  
2020/10/04 13:57:20
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子走高跳
大会記録 1.81 川田　健一郎 附属明石  明石 決勝 10/3 10:00 

1.81 桑野　修次 野々池  明石

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カトウ　タイガ ボウカイ

1 31551 加藤　大雅(2) 望海 1.60
ワキモト　タクミ フタミ

2 32121 脇本　拓海(2) 二見 1.55
フジモト　トモヤ ノノイケ

3 31461 藤本　智也(2) 野々池 1.45
オマツ　トア ボウカイ

4 31561 尾松　永愛(1) 望海 1.40
カワモト　カズキ フタミ

5 321236 川本　一輝(1) 二見 1.35
ナカガワ　ヒロフミ オオクラ

6 31284 中川　裕文(1) 大蔵 1.25
ワキタ　ナオト ノノイケ

6 31440 脇田　直人(1) 野々池 1.25
ムカイ　リオウ オオクボキタ

8 32279 向井　利旺(1) 大久保北 1.20
オカムラ　タクト オオクボキタ

32272 岡村　卓和(1) 大久保北 NM
モトゾノ　コタロウ ノノイケ

31436 本薗　虎太郎(1) 野々池 NM
クラハシ　ソウスケ ノノイケ

31432 倉橋　奏佑(1) 野々池 NM

NM:計測無し  
2020/10/04 13:54:55
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子走幅跳
大会記録 6.26 中谷　年伸 魚住東  明石 決勝 10/3  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
スナダ　イッペイ フタミ ニシワキ　コウキ ウオズミヒガシ

1 32115 砂田　一平(2) 二見 5.78 (+1.2) 18 32028 西脇　昊希(2) 魚住東 4.14 (0.0)
イハラ　アズハ フタミ ナカモト　リュウシ ボウカイ

2 32134 井原　碧葉(1) 二見 5.51 (+0.8) 19 31562 中本　龍志(1) 望海 4.09 (+1.4)
ノムラ　タクミ アサギリ スズキ　ユウセイ オオクボキタ

3 31146 野村　逞海(2) 朝霧 5.03 (+1.4) 32274 鈴木　悠聖(1) 大久保北 NM
ヒウラ　コウキ ノノイケ ワタナベ　ライト ウオズミ

4 31460 日浦　皓稀(2) 野々池 4.93 (+0.3) 31921 渡辺　羅依斗(1) 魚住 NM
タナカ　カイト ノノイケ アオキ　ルイガ フタミ

5 31456 田中　快翔(2) 野々池 4.90 ( 0.0) 32131 青木　流雅(1) 二見 NM
シブヤ　コウセイ ボウカイ モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ

6 31564 渋谷　洸晴(1) 望海 4.87 (+1.5) 31918 森岡　将一朗(1) 魚住 NM
カドノ　ハルト オオクボキタ フナオカ　シュンスケ エイガジマチュウ

7 32273 楞野　陽斗(1) 大久保北 4.80 (+1.3) 31882 舩岡　駿介(2) 江井島 NM
フジモト　トモヤ オオクボキタ ヨネザワ　リュウセイ ノノイケ

8 32263 藤本　朋弥(2) 大久保北 4.72 (+1.0) 31439 米澤　隆惺(1) 野々池 NM
オチ　イッセイ ウオズミヒガシ スギハラ　コウダイ エイガジマチュウ

9 32026 越智　一誠(2) 魚住東 4.67 (+0.6) 31893 杉原　煌大(1) 江井島 NM
オオウラ　ブンタ オオクボ シモダ　イッケイ オオクラ

10 31604 大浦　文太(1) 大久保 4.66 (+1.4) 31271 下田　一慶(2) 大蔵 NM
タキイ　リュウガ ウオズミ クボゴウチ　カズマ エイガジマチュウ

11 31902 滝井　琉雅(2) 魚住 4.65 (+1.3) 31892 久保河内　一馬(1) 江井島 NM
オバタ　ユウキ ノノイケ タカダ　ユウガ ノノイケ

12 31453 小畑　侑輝(2) 野々池 4.54 ( 0.0) 31433 髙田　侑雅(1) 野々池 NM
ウメダ　ホクト オオクボキタ イケダ　タクト エイガジマチュウ

13 32271 梅田　北斗(1) 大久保北 4.50 ( 0.0) 31880 池田　匠人(2) 江井島 NM
フクマ　ユウイチロウ フタミ フジイ　セイタ フタミ

14 32117 福間　悠一郞(2) 二見 4.49 ( 0.0) 32141 藤井　惺大(1) 二見 DNF
ミネヤマ　ユウダイ アサギリ カタシバ　シュン ウオズミ

15 31150 峯山　侑大(2) 朝霧 4.44 (+0.5) 31913 片芝　舜(1) 魚住 DNF
イデ　ハルト ノノイケ タカハシ　コウキ ウオズミ

16 31451 井出　遥斗(2) 野々池 4.44 (+1.0) 31914 髙橋　幸暉(1) 魚住 DNF
サカイ　ユウセイ オオクラ

17 31274 酒井　優成(2) 大蔵 4.18 (+1.4)

NM:計測無し  DNF:途中棄権  
2020/10/04 13:54:30
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子三段跳
大会記録 12.33 井村　慧士 野々池  明石 決勝 10/4 11:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　カイト ノノイケ

1 31456 田中　快翔(2) 野々池 11.01 ( 0.0)
スナダ　イッペイ フタミ

2 32115 砂田　一平(2) 二見 10.90 (+1.7)
ウエダ　ユウト フタミ

3 32135 上田　悠斗(1) 二見 10.57 (+1.1)
フジワラ　マサト ノノイケ

4 31462 藤原　雅斗(2) 野々池 10.49 (+0.8)
カドワキ　トモヤ ボウカイ

5 31554 門脇　僚哉(2) 望海 10.38 (+0.9)
タキイ　リュウガ ウオズミ

6 31902 滝井　琉雅(2) 魚住 10.15 (+0.9)
オバタ　ユウキ ノノイケ

7 31453 小畑　侑輝(2) 野々池 9.63 ( 0.0)
イデ　ハルト ノノイケ

8 31451 井出　遥斗(2) 野々池 9.29 ( 0.0)
ナカモト　リュウシ ボウカイ

31562 中本　龍志(1) 望海 NM

NM:計測無し  
2020/10/04 13:56:38
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子砲丸投 [5kg]
大会記録 11.93 立花　郁人 大蔵  明石 決勝 10/4 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ゴトウ　リク オオクラ

1 31262 後藤　璃久(2) 大蔵 10.62
ナカオ　イブキ ノノイケ

2 31459 中尾　維吹(2) 野々池 9.00
マエダ　リク ノノイケ

3 31463 前田　璃空(2) 野々池 8.83
アンラク　ダイキ ウオズミヒガシ

4 32025 安楽　大輝(2) 魚住東 8.03
ナカタ　フミト エイガジマチュウ

5 31884 中田　史斗(2) 江井島 7.66
ニシムラ　タイチ ノノイケ

6 31465 西村　太一(2) 野々池 7.61
ネギ　ケンタロウ ウオズミ

7 31915 根木　健太郎(1) 魚住 7.14
ヒガサ　ショウマ フタミ

8 32140 樋笠　翔真(1) 二見 7.07
ハスイケ　タケル ウオズミ

9 31901 蓮池　尊琉(2) 魚住 6.57
ヒガシモト　アユム エイガジマチュウ

9 31887 東本　歩(2) 江井島 6.57
ニシムラ　リョウタ ノノイケ

11 31434 西村　涼太(1) 野々池 6.51
ブラウン　チャドカナメ フタミ

12 32142 ブラウン　チャド叶(1) 二見 6.35
ササタニ　コウシロウ ボウカイ

13 31565 笹谷　昊士朗(1) 望海 6.31
サノ　ジュキヤ ウオズミヒガシ

14 32039 佐野　樹輝弥(1) 魚住東 5.78
ムラタ　ショウタ エイガジマチュウ

15 31886 村田　翔太(2) 江井島 5.21
マエガタ　リョウ エイガジマチュウ

16 31889 前潟　諒(2) 江井島 5.09
タカセ　ソウタ オオクラ

31266 髙瀬　蒼太(2) 大蔵 DNS
カネダ　コウキ アサギリ

31143 金田　浩輝(2) 朝霧 DNS

DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:14
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子円盤投 [1.5kg]
大会記録 31.62 逸見　彰真 二見  明石 決勝 10/3  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タカセ　ソウタ オオクラ  GR

1 31266 髙瀬　蒼太(2) 大蔵 31.95
ゴトウ　リク オオクラ

2 31262 後藤　璃久(2) 大蔵 26.27
マエダ　リク ノノイケ

3 31463 前田　璃空(2) 野々池 24.76
ニシムラ　タイチ ノノイケ

4 31465 西村　太一(2) 野々池 21.55
ヒガサ　ショウマ フタミ

5 32140 樋笠　翔真(1) 二見 21.08
マツオカ　カズマ ボウカイ

6 31553 松岡　一真(2) 望海 20.71
アンラク　ダイキ ウオズミヒガシ

7 32025 安楽　大輝(2) 魚住東 18.97
ササタニ　コウシロウ ボウカイ

8 31565 笹谷　昊士朗(1) 望海 18.05
ナカタ　フミト エイガジマチュウ

9 31884 中田　史斗(2) 江井島 18.04
カネダ　コウキ アサギリ

10 31143 金田　浩輝(2) 朝霧 17.81
キタオカ　サイト ボウカイ

11 31567 北岡　才人(1) 望海 16.02
ヒガシモト　アユム エイガジマチュウ

12 31887 東本　歩(2) 江井島 14.38
ヤマダ　トモアキ オオクラ

13 31293 山田　睦明(1) 大蔵 13.17
ミナミゾノ　シュンキ フタミ

32144 南薗　隼稀(1) 二見 NM
サノ　ジュキヤ ウオズミヒガシ

32039 佐野　樹輝弥(1) 魚住東 NM
マエガタ　リョウ エイガジマチュウ

31889 前潟　諒(2) 江井島 NM
ネギ　ケンタロウ ウオズミ

31915 根木　健太郎(1) 魚住 DNS
ツチダ　ケイ オオクボキタ

32275 槌田　圭(1) 大久保北 DNS
イマクラ　ジュンヤ ウオズミ

31919 今倉　潤哉(1) 魚住 DNS

GR:大会記録  NM:計測無し  DNS:欠場  
2020/10/04 13:54:38
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  P  1  

種目 共通 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 2020/10/4 審判長

競技会名 第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

主催団体名 明石市中学校体育連盟／明石市教育委員会 陸協名 明石市陸上競技協会 [28] 記録担当審判員

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

5 32120
ミサワ　ケンシン フタミ 16.51 (-2.3) 9.45 1.59 56.94

2109 1
三澤　堅心(2) 二見 676[676] 453[1129] 457[1586] 523[2109]

4 32110
オオニシ　セイト フタミ 19.66 (-2.3) 8.95 1.56 56.08

1790 2
大西　勢翔(2) 二見 377[377] 423[800] 434[1234] 556[1790]

6 31464
マエダ　リンスケ ノノイケ 16.86 (-2.3) 7.16 1.50 59.79

1765 3
前田　凛佑(2) 野々池 639[639] 317[956] 389[1345] 420[1765]

3 31462
フジワラ　マサト ノノイケ 18.17 (-2.3) 9.54 1.45 1:02.39

1653 4
藤原　雅斗(2) 野々池 508[508] 458[966] 352[1318] 335[1653]

7 31552
クボ　ユウク ボウカイ 18.80 (-2.3) 8.49 1.40 58.13

1641 5
久保　優雲(2) 望海 450[450] 395[845] 317[1162] 479[1641]

2 31461
フジモト　トモヤ ノノイケ 20.65 (-2.3) 6.43 1.50 1:02.79

1286 6
藤本　智也(2) 野々池 300[300] 274[574] 389[963] 323[1286]

1 31560
ウメタニ　タイセイ ボウカイ 20.44 (-2.3) 4.82 1.25 1:03.94

1003 7
梅谷　大惺(1) 望海 315[315] 181[496] 218[714] 289[1003]

8 31561
オマツ　トア ボウカイ 22.18 (-2.3) 5.84 1.35 1:07.10

924 8
尾松　永愛(1) 望海 197[197] 240[437] 283[720] 204[924]



リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子400m
大会記録 51.77 乗松　航輔 朝霧  明石 決勝 10/4 11:20 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオニシ　セイト フタミ 556

1 32110 大西　勢翔(2) 二見 56.08
ミサワ　ケンシン フタミ 523

2 32120 三澤　堅心(2) 二見 56.94
クボ　ユウク ボウカイ 479

3 31552 久保　優雲(2) 望海 58.13
マエダ　リンスケ ノノイケ 420

4 31464 前田　凛佑(2) 野々池 59.79
フジワラ　マサト ノノイケ 335

5 31462 藤原　雅斗(2) 野々池 1:02.39
フジモト　トモヤ ノノイケ 323

6 31461 藤本　智也(2) 野々池 1:02.79
ウメタニ　タイセイ ボウカイ 289

7 31560 梅谷　大惺(1) 望海 1:03.94
オマツ　トア ボウカイ 204

8 31561 尾松　永愛(1) 望海 1:07.10

2020/10/04 13:56:46
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子110mH [91.4cm]
大会記録 15.64 下司　剛久 望海  明石 決勝 10/3  9:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 676

1 32120 三澤　堅心(2) 二見 16.51
マエダ　リンスケ ノノイケ 639

2 31464 前田　凛佑(2) 野々池 16.86
フジワラ　マサト ノノイケ 508

3 31462 藤原　雅斗(2) 野々池 18.17
クボ　ユウク ボウカイ 450

4 31552 久保　優雲(2) 望海 18.80
オオニシ　セイト フタミ 377

5 32110 大西　勢翔(2) 二見 19.66
ウメタニ　タイセイ ボウカイ 315

6 31560 梅谷　大惺(1) 望海 20.44
フジモト　トモヤ ノノイケ 300

7 31461 藤本　智也(2) 野々池 20.65
オマツ　トア ボウカイ 197

8 31561 尾松　永愛(1) 望海 22.18

2020/10/04 13:54:43
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子走高跳
大会記録 1.60 北谷　洋子 魚住  明石 決勝 10/3 11:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジサワ　ユウ ノノイケ 460

1 31467 藤澤　優羽(2) 野々池 1.35
マツモト　アヤサ オオクボキタ 460

2 32206 松本　采紗(2) 大久保北 1.35
ヤマサキ　カホ ボウカイ 409

3 31581 山崎　花帆(2) 望海 1.30
タカガキ　アユミ オオクボキタ 409

4 32201 高垣　歩実(2) 大久保北 1.30
マスイ　コハル オオクボキタ 359

5 32205 増井　心陽(2) 大久保北 1.25
サカイ　ナホ フタミ 312

6 32116 酒井　菜帆(2) 二見 1.20
オオツカ　オトカ ノノイケ 312

7 31468 大塚　乙果(2) 野々池 1.20
イワネ　コハル ボウカイ 312

7 31591 岩根　小春(1) 望海 1.20
ウエカワ　ツグミ フタミ 266

9 32112 植川　亜海(2) 二見 1.15
コタニ　リオ ボウカイ 266

10 31592 小谷　莉生(1) 望海 1.15
ヤマグチ　ユウコ ボウカイ 222

11 31584 山口　有子(2) 望海 1.10

2020/10/04 13:55:23
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子砲丸投 [4kg]
決勝 10/3 11:45 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　マサト ノノイケ 458

1 31462 藤原　雅斗(2) 野々池 9.54
ミサワ　ケンシン フタミ 453

2 32120 三澤　堅心(2) 二見 9.45
オオニシ　セイト フタミ 423

3 32110 大西　勢翔(2) 二見 8.95
クボ　ユウク ボウカイ 395

4 31552 久保　優雲(2) 望海 8.49
マエダ　リンスケ ノノイケ 317

5 31464 前田　凛佑(2) 野々池 7.16
フジモト　トモヤ ノノイケ 274

6 31461 藤本　智也(2) 野々池 6.43
オマツ　トア ボウカイ 240

7 31561 尾松　永愛(1) 望海 5.84
ウメタニ　タイセイ ボウカイ 181

8 31560 梅谷　大惺(1) 望海 4.82

2020/10/04 13:55:27
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

２年生女子100m
大会記録 12.74 中尾　柚希 衣川  明石 決勝 10/4 10:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.5 m/s) 2組 (-0.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ロバアト　プリスカ オオクボキタ イナダ　マユ ノノイケ

1 32210 ロバート　プリスカ(2) 大久保北 13.42 1 31461 稲田　茉侑(2) 野々池 14.00
タナカ　サホ アサギリ イノウエ　ミユ ボウカイ

2 31111 田中　咲帆(2) 朝霧 13.72 2 31574 井上　心優(2) 望海 14.29
タワラ　マナミ ウオズミ スギモト　キョウコ オオクボキタ

3 31971 田原　茉奈実(2) 魚住 13.87 3 32200 杉本　恭子(2) 大久保北 14.32
タニオカ　ミウ オオクラ ワタナベ　カノン オオクボキタ

4 31255 谷岡　美侑(2) 大蔵 13.98 4 32211 渡邊　花音(2) 大久保北 14.45
スギヤマ　ウルハ エイガジマチュウ サイトウ　リオ オオクボ

5 31802 杉山　麗羽(2) 江井島 14.01 5 31643 齋藤　莉緒(2) 大久保 14.52
ナンポ　ココネ オオクラ モリワキ　カノ オオクボ

6 31256 南保　心音(2) 大蔵 14.16 6 31645 森脇　樺乃(2) 大久保 14.59
ハヤシ　ミク ウオズミヒガシ タナカ　イチナ オオクラ

7 32019 林　未来(2) 魚住東 14.46 7 31250 田中　苺奈(2) 大蔵 14.78
ニシシタ　サエ フタミ ウエカワ　ツグミ フタミ

8 32123 西下　紗永(2) 二見 14.66 8 32112 植川　亜海(2) 二見 14.79

3組 (-0.8 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
マツモト　コトハ オオクボ ミツモト　ワカナ オオクボ

1 31652 松本　琴春(2) 大久保 14.47 1 31648 光本　若奈(2) 大久保 14.94
ヒラタ　ミナミ オオクボ ハシモト　カリン ウオズミ

2 31647 平田　みなみ(2) 大久保 14.58 2 31972 橋本　花稟(2) 魚住 15.21
サカイ　ナホ フタミ サイトウ　ミユウ ウオズミヒガシ

3 32116 酒井　菜帆(2) 二見 14.66 3 32020 斎藤　心優(2) 魚住東 15.49
ナガノ　ユメ オオクボ タツタ　ユウム エイガジマチュウ

4 31649 長野　由愛(2) 大久保 14.80 4 31806 龍田　優夢(2) 江井島 15.63
マスイ　エリコ オオクラ オカモト　リン フタミ

5 31254 増井　恵理子(2) 大蔵 14.99 5 32114 岡本　凛(2) 二見 15.79
フクイ　コトミ エイガジマチュウ ハセガワ　カノン ボウカイ

6 31804 福井　琴未(2) 江井島 15.13 6 31573 長谷川　華夢(2) 望海 15.81
ミヤナガ　アイカ アサギリ ニシダ　クルミ ウオズミヒガシ

7 31114 宮永　愛花(2) 朝霧 15.20 32016 西田　胡桃(2) 魚住東 DNS

5組 (0.0 m/s) 6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
ドウモト　ノゾミ フタミ ゴトウ　ナナミ オオクボキタ

1 32121 堂本　希(2) 二見 15.49 1 32296 後藤　ななみ(2) 大久保北 15.63
マエダ　ハルカ フタミ ツルタ　ミホ ボウカイ

2 32124 前田　はるか(2) 二見 15.58 2 31576 鶴田　美帆(2) 望海 15.69
ツツミ　ユズハ フタミ サイトウ　マナカ オオクボキタ

3 32120 堤　柚羽(2) 二見 15.64 3 32297 齊藤　愛花(2) 大久保北 16.18
コナエ　ミサキ オオクボ サカグチ　カズハ ウオズミヒガシ

4 31642 小苗　美咲(2) 大久保 15.68 4 32017 阪口　一葉(2) 魚住東 16.29
オキ　ナゴミ ウオズミヒガシ フジイ　メイ ノノイケ

5 32024 沖　和心美(2) 魚住東 15.74 5 31466 藤井　萌衣(2) 野々池 23.43
ヤマモト　ミユ フタミ ヨシダ　マオ オオクボキタ

6 32127 山本　心結(2) 二見 16.06 32209 吉田　真央(2) 大久保北 DNS
ナカザト　ユア フタミ シバタ　リク オオクボキタ

7 32122 中里　優亜(2) 二見 16.20 32299 柴田　莉玖(2) 大久保北 DNS

DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:08
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

１年生女子100m
大会記録 13.13 宮田　乙葉 朝霧  明石 決勝 10/4 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.2 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
ナカニシ　ユイ オオクボ イケダ　サユナ オオクボキタ

1 31618 中西　結泉(1) 大久保 13.90 1 32221 池田　咲結菜(1) 大久保北 14.36
イムラ　アヤミ ノノイケ マツイ　ミサキ ノノイケ

2 31403 井村　綾実(1) 野々池 14.03 2 31412 松井　美咲希(1) 野々池 14.53
ヤマモト　サエ フタミ ニシムラ　セナ オオクボキタ

3 32140 山本　冴(1) 二見 14.05 3 32236 西村　星那(1) 大久保北 14.80
フジモト　アイ オオクボキタ ワタナベ　アヤカ アサギリ

4 32237 藤本　愛(1) 大久保北 14.27 4 31125 渡辺　彩加(1) 朝霧 14.81
タカス　フウコ ノノイケ キソ　ネネ ウオズミヒガシ

5 31406 髙巣　楓子(1) 野々池 14.32 5 32027 木曽　希音(1) 魚住東 14.86
エノモト　レイラ ボウカイ キヌガサ　カナコ オオクボ

6 31588 榎本　怜羅(1) 望海 14.41 6 31601 衣笠　華奈子(1) 大久保 15.04
アキヤマ　ナナ フタミ フジイ　ミカナ オオクボ

7 32131 秋山　奈々(1) 二見 14.56 7 31603 藤井　心叶(1) 大久保 15.08
ハヤシ　ワカナ フタミ コサカ　ミユウ オオクボキタ

8 32138 林　わかな(1) 二見 15.63 8 32227 小坂　心優(1) 大久保北 16.44

3組 (-0.6 m/s) 4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
イノウエ　リナ ノノイケ ナカニシ　ミナ ノノイケ

1 31402 井上　莉那(1) 野々池 14.99 1 31409 中西　美菜(1) 野々池 14.81
ツネカワ　ナナセ オオクボ カマダ　レイナ オオクボ

2 31613 常川　七瀬(1) 大久保 15.06 2 31611 鎌田　玲菜(1) 大久保 14.99
ヤマシタ　リナ オオクボキタ ミヤザキ　アヤネ エイガジマチュウ

3 32240 山下　莉奈(1) 大久保北 15.09 3 31810 宮﨑　彩寧(1) 江井島 15.21
オオタニ　サヤコ オオクボ マツオカ　ユア ウオズミ

4 31605 大谷　彩子(1) 大久保 15.14 4 31979 松岡　結杏(1) 魚住 15.47
ミヤザキ　リノン ウオズミヒガシ ナルミ　カナエ オオクボキタ

5 32029 宮崎　凛音(1) 魚住東 15.25 5 32235 鳴海　奏恵(1) 大久保北 15.53
カトウ　ミオ ウオズミ ハタ　ニナ オオクボ

6 31978 加藤　実桜(1) 魚住 15.45 6 31609 畑　仁梛(1) 大久保 15.59
オオハシ　リノカ ウオズミ フジイ　ココネ アサギリ

7 31976 大橋　璃乃珂(1) 魚住 15.67 7 31122 藤井　心音(1) 朝霧 15.82
カドヤ　ミサト ボウカイ マツオ　シオン ウオズミヒガシ

8 31593 角谷　美怜(1) 望海 16.01 8 32032 松尾　心穏(1) 魚住東 15.85

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
コザキ　ツキノ オオクボ ヨシオカ　マキ ノノイケ

1 31612 小﨑　月乃(1) 大久保 15.22 1 31415 吉岡　真希(1) 野々池 15.29
ヤマサキ　マホ オオクボキタ ウエダ　コハネ オオクボ

2 32239 山﨑　真穂(1) 大久保北 15.42 2 31614 上田　心羽(1) 大久保 15.74
キタムラ　ユイ オオクボ ヨコヤマ　マノン エイガジマチュウ

3 31607 北村　優衣(1) 大久保 15.54 3 31811 横山　真暖(1) 江井島 15.88
サカモト　ココミ オオクボキタ アライ　ミサキ ノノイケ

4 32229 坂本　心美(1) 大久保北 15.62 4 31401 新井　美咲(1) 野々池 16.01
ナカタ　エリ オオクボ タケナガ　シュカ エイガジマチュウ

5 31602 中田　英里(1) 大久保 15.62 5 31809 竹永　珠可(1) 江井島 16.46
ハヤシ　サナ オオクボ クメ　ナナミ オオクボ

6 31615 林　沙奈(1) 大久保 15.74 6 31608 久米　七海(1) 大久保 16.48
キサヌキ　リノ アサギリ イナダ　ミリア ウオズミヒガシ

7 31121 木佐貫　梨乃(1) 朝霧 15.92 7 32026 稲田　美琉愛(1) 魚住東 16.51
フタハシ　リナ ウオズミヒガシ マツムラ　アカネ オオクボ

8 32028 二橋　莉菜(1) 魚住東 16.06 31604 松村　茜(1) 大久保 DNS

2020/10/04 13:56:00
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

１年生女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-0.6 m/s) 8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
ハスイ　ヒオリ ノノイケ ナギ　サクラ オオクボキタ

1 31410 蓮井　日緒莉(1) 野々池 16.16 1 32233 凪　咲良(1) 大久保北 15.75
カドソノ　ユメ エイガジマチュウ エモト　サクラ オオクボキタ

2 31807 門園　柚芽(1) 江井島 16.62 2 32223 江本　桜来(1) 大久保北 15.88
ナミカワ　ミウ ボウカイ シャモト　トモカ オオクボキタ

3 31587 並川　美羽(1) 望海 16.76 3 32230 社本　朋花(1) 大久保北 15.95
ワタセ　レイラ オオクボキタ オギノ　アイユ フタミ

4 32241 渡瀬　玲良(1) 大久保北 16.84 4 32134 荻野　葵夕(1) 二見 16.10
スガノ　リナ キヌガワ カマダ　アリス オオクボキタ

5 31332 菅野　莉那(1) 衣川 16.89 5 32226 鎌田　ありす(1) 大久保北 16.14
フジヨシ　ミリア ボウカイ ヤマグチ　ヒナ ノノイケ

6 31586 藤吉　美里亜(1) 望海 16.94 6 31414 山口　姫奈(1) 野々池 17.44
タカハシ　ヒカル ボウカイ アヤマ　ヒナノ キヌガワ

7 31589 髙橋　ひかる(1) 望海 17.93 31331 阿山　ひなの(1) 衣川 DNS

9組 (-1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤケ　シエル フタミ

1 32139 三宅　しえる(1) 二見 15.62
ノナカ　アイ ウオズミヒガシ

2 32030 野中　愛(1) 魚住東 15.89
コマツ　ミスズ オオクボキタ

3 32228 小松　美鈴(1) 大久保北 16.00
ウチハシ　ユラ オオクボキタ

4 32222 内橋　ゆら(1) 大久保北 16.41
オオクボ　クルミ オオクボキタ

5 32224 大久保　来美(1) 大久保北 16.80
タチバナ　ミク オオクボキタ

6 32231 立花　美紅(1) 大久保北 16.84
タカタ　ノア キヌガワ

7 31334 髙田　埜愛(1) 衣川 17.75

DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:00
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子200m
大会記録 25.78 宮田　乙葉 朝霧  明石 決勝 10/3 12:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.1 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
タナカ　サホ アサギリ アキヤマ　ナナ フタミ

1 31111 田中　咲帆(2) 朝霧 28.44 1 32131 秋山　奈々(1) 二見 30.24
スギヤマ　ウルハ エイガジマチュウ ワタナベ　アヤカ アサギリ

2 31802 杉山　麗羽(2) 江井島 28.86 2 31125 渡辺　彩加(1) 朝霧 30.70
ヤマモト　サエ フタミ ナガノ　ユメ オオクボ

3 32140 山本　冴(1) 二見 29.26 3 31649 長野　由愛(2) 大久保 31.40
ワタナベ　カノン オオクボキタ フジイ　ミカナ オオクボ

4 32211 渡邊　花音(2) 大久保北 29.31 4 31603 藤井　心叶(1) 大久保 31.46
ナカニシ　ユイ オオクボ キヌガサ　カナコ オオクボ

5 31618 中西　結泉(1) 大久保 29.32 5 31601 衣笠　華奈子(1) 大久保 31.84
スギモト　キョウコ オオクボキタ ツネカワ　ナナセ オオクボ

6 32200 杉本　恭子(2) 大久保北 29.48 6 31613 常川　七瀬(1) 大久保 32.27
フジモト　アイ オオクボキタ ゴトウ　ナナミ オオクボキタ

7 32237 藤本　愛(1) 大久保北 30.01 7 32296 後藤　ななみ(2) 大久保北 33.08
モリワキ　カノ オオクボ

8 31645 森脇　樺乃(2) 大久保 30.05

3組 (-0.8 m/s) 4組 (-0.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシオカ　マキ ノノイケ イナダ　マユ ノノイケ

1 31415 吉岡　真希(1) 野々池 31.30 1 31461 稲田　茉侑(2) 野々池 28.96
ツツミ　ユズハ フタミ イケダ　サユナ オオクボキタ

2 32120 堤　柚羽(2) 二見 32.23 2 32221 池田　咲結菜(1) 大久保北 31.03
ハセガワ　カノン ボウカイ ヨコヤマ　ルナ フタミ

3 31573 長谷川　華夢(2) 望海 32.45 3 32110 横山　瑠奈(2) 二見 32.30
カドソノ　ユメ エイガジマチュウ タカシマ　ヒナ フタミ

4 31807 門園　柚芽(1) 江井島 34.57 4 32118 高島　妃菜(2) 二見 33.25
ワタセ　レイラ オオクボキタ サカモト　ココミ オオクボキタ

5 32241 渡瀬　玲良(1) 大久保北 35.11 5 32229 坂本　心美(1) 大久保北 33.61
ミヤケ　シエル フタミ ヤマサキ　マホ オオクボキタ

32139 三宅　しえる(1) 二見 DNS 6 32239 山﨑　真穂(1) 大久保北 33.98
オギノ　アイユ フタミ ヤマグチ　ヒナ ノノイケ

32134 荻野　葵夕(1) 二見 DNS 7 31414 山口　姫奈(1) 野々池 37.49

DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:31

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

２年生女子800m
大会記録 2:16.50 前田　華枝 大久保  明石 決勝 10/3 11:00 

〈〈 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
カンバ　ユイ オオクボキタ アオ　マユ アサギリ

1 32294 上場　結衣(2) 大久保北 2:45.58 1 31112 阿尾　茉優(2) 朝霧 2:35.63 TR5
イイノ　フウカ エイガジマチュウ ナガタ　ミチカ ボウカイ

2 31801 飯野　楓華(2) 江井島 2:48.74 2 31578 永田　実睦(2) 望海 2:35.87
ヤマダ　チハル オオクボキタ カメイ　ヒナノ エイガジマチュウ

3 32208 山田　千遥(2) 大久保北 2:50.33 TR5 3 31805 亀井　ひなの(2) 江井島 2:36.99
フジモト　ヒナ ボウカイ イシダ　カグラ エイガジマチュウ

4 31579 藤本　陽南(2) 望海 2:51.03 4 31803 石田　香具羅(2) 江井島 2:37.69
タカハシ　ナツメ フタミ アベ　クルミ フタミ

5 32119 髙橋　なつめ(2) 二見 2:55.33 5 32111 阿部　胡桃(2) 二見 2:37.98
タナカ　ハルナ ウオズミヒガシ キタ　ハルナ ウオズミヒガシ

6 32015 田中　陽菜(2) 魚住東 2:57.40 6 32014 喜多　はるな(2) 魚住東 2:38.27
モリ　ハルカ ウオズミヒガシ サコダ　マオ ノノイケ

7 32023 森　遥花(2) 魚住東 3:04.63 7 31462 迫田　真桜(2) 野々池 2:38.57
タダ　ユウナ オオクボキタ ヨシダ　リン ウオズミ

8 32202 多田　祐奈(2) 大久保北 3:07.50 8 31973 吉田　凜(2) 魚住 2:43.38
キムラ　アユナ ウオズミ キノシタ　ナナミ オオクボキタ

9 31969 木村　歩那(2) 魚住 3:12.97 TR5 9 32295 木下　七海(2) 大久保北 2:44.79
フルサト　エリナ ウオズミ アオイシ　コマキ オオクラ

10 31970 古里　枝利奈(2) 魚住 3:14.98 10 31253 青石　小巻(2) 大蔵 2:45.68
タカシマ　ヒナ フタミ ナカニシ　カンナ オオクボ

32118 高島　妃菜(2) 二見 DNS 11 31617 中西　栞渚(2) 大久保 2:55.22

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナオエ　ウタ オオクボ

1 31651 直江　詩(2) 大久保 2:23.67 TR5
タケハラ　サナコ キンジョウ

2 31000 竹原　佐那子(2) 錦城 2:26.24
イモト　マヒロ ボウカイ

3 31577 井本　まひろ(2) 望海 2:26.91
タカイ　リホ ウオズミヒガシ

4 32021 髙井　梨帆(2) 魚住東 2:27.11
ササキ　シノ オオクボ

5 31641 佐々木　紫乃(2) 大久保 2:28.00
ナルオ　マユ オオクボ

6 31646 鳴尾　真優(2) 大久保 2:28.47
ナカニシ　チヒロ アカシタカオカ

7 31711 中西　ちひろ(2) 明石高丘 2:31.21
マツモト　ルナ オオクボキタ

8 32207 松本　瑠南(2) 大久保北 2:31.44
キシガミ　マナ オオクボ

9 31650 岸上　真奈(2) 大久保 2:36.06
ウチヤ　ユリナ オオクボキタ

10 32292 内屋　祐里奈(2) 大久保北 2:36.40
マエダ　サクラ オオクボ

31644 前田　さくら(2) 大久保 DNS

DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:12
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

１年生女子800m
大会記録 2:20.37 岸本　蘭 二見  明石 決勝 10/3 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
シライシ　ユナ フタミ オオノ　ハルカ アサギリ

1 32135 白石　結菜(1) 二見 2:41.72 1 31124 王野　遥(1) 朝霧 2:31.74 ＴＲ５
マスモト　アヤネ ノノイケ イノウエ　リナ ノノイケ

2 31411 桝本　絢音(1) 野々池 2:45.51 2 31402 井上　莉那(1) 野々池 2:34.94
ナガタ　ホホコ ボウカイ サワダ　ヒロカ エイガジマチュウ

3 31590 永田　帆帆子(1) 望海 2:45.87 3 31808 澤田　裕佳(1) 江井島 2:37.88
カドヤ　ミサト ボウカイ キタサコ　エミリ オオクボ

4 31593 角谷　美怜(1) 望海 2:48.73 4 31600 北迫　英美里(1) 大久保 2:39.79
アカイ　ミズキ アサギリ タマダ　ワカナ ノノイケ

5 31120 赤井　瑞季(1) 朝霧 2:53.44 5 31408 玉田　和佳菜(1) 野々池 2:39.93
オカダ　ルイ フタミ マツイ　ミサキ ノノイケ

6 32133 岡田　瑠依(1) 二見 2:54.04 6 31412 松井　美咲希(1) 野々池 2:41.19
ハナダ　カリン フタミ クルマタニ　タマミ オオクボ

7 32137 花田　夏凛(1) 二見 2:57.29 7 31606 車谷　珠美(1) 大久保 2:41.52
ノナカ　アイ ウオズミヒガシ ナス　ヒナミ オオクボキタ

8 32030 野中　愛(1) 魚住東 3:05.31 8 32234 那須　日菜美(1) 大久保北 2:41.92 ＴＲ５
ホシノ　ユイカ オオクボ マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ

9 31610 星野　結花(1) 大久保 3:09.28 9 32031 真砂　彩花(1) 魚住東 2:42.71
ホッタ　ココナ ボウカイ フクザワ　アオイ アサギリ

10 31585 堀田　心菜(1) 望海 3:09.76 10 31123 福澤　葵(1) 朝霧 2:48.78
ハヤシ　ワカナ フタミ サトウ　リオナ ウオズミ

11 32138 林　わかな(1) 二見 3:15.75 11 31977 佐藤　凜音奈(1) 魚住 2:51.89

2020/10/04 13:55:02
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子1500m
大会記録 4:36.37 渡辺　真央 大久保  明石 決勝 10/4 11:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マスモト　アヤネ ノノイケ ナカニシ　チヒロ アカシタカオカ

1 31411 桝本　絢音(1) 野々池 5:41.72 1 31711 中西　ちひろ(2) 明石高丘 5:18.91
マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ サワダ　ヒロカ エイガジマチュウ

2 32031 真砂　彩花(1) 魚住東 5:48.49 2 31808 澤田　裕佳(1) 江井島 5:25.44
フジモト　ヒナ ボウカイ タマダ　ワカナ ノノイケ

3 31579 藤本　陽南(2) 望海 5:55.18 3 31408 玉田　和佳菜(1) 野々池 5:29.40
アカイ　ミズキ アサギリ カメイ　ヒナノ エイガジマチュウ

4 31120 赤井　瑞季(1) 朝霧 5:59.17 4 31805 亀井　ひなの(2) 江井島 5:32.00
タナカ　ハルナ ウオズミヒガシ クルマタニ　タマミ オオクボ

5 32015 田中　陽菜(2) 魚住東 6:01.37 5 31606 車谷　珠美(1) 大久保 5:34.97
ナガタ　ホホコ ボウカイ ヨコヤマ　ルナ フタミ

6 31590 永田　帆帆子(1) 望海 6:03.60 6 32110 横山　瑠奈(2) 二見 5:35.55
ヤマダ　チハル オオクボキタ ウチヤ　ユリナ オオクボキタ

7 32208 山田　千遥(2) 大久保北 6:03.76 ＴＲ５ 7 32292 内屋　祐里奈(2) 大久保北 5:35.97
オカダ　ルイ フタミ シライシ　ユナ フタミ

8 32133 岡田　瑠依(1) 二見 6:12.21 8 32135 白石　結菜(1) 二見 5:36.10
モリ　ハルカ ウオズミヒガシ アベ　クルミ フタミ

9 32023 森　遥花(2) 魚住東 6:16.73 9 32111 阿部　胡桃(2) 二見 5:36.20
ホッタ　ココナ ボウカイ タカハシ　ナツメ フタミ

10 31585 堀田　心菜(1) 望海 6:19.51 10 32119 髙橋　なつめ(2) 二見 5:45.12
ホシノ　ユイカ オオクボ フクザワ　アオイ アサギリ

11 31610 星野　結花(1) 大久保 6:21.12 ＴＲ５ 11 31123 福澤　葵(1) 朝霧 5:45.33
フルサト　エリナ ウオズミ イイノ　フウカ エイガジマチュウ

12 31970 古里　枝利奈(2) 魚住 6:26.50 12 31801 飯野　楓華(2) 江井島 5:45.80
タダ　ユウナ オオクボキタ キノシタ　ナナミ オオクボキタ

13 32202 多田　祐奈(2) 大久保北 6:27.27 13 32295 木下　七海(2) 大久保北 5:46.77
キムラ　アユナ ウオズミ アオイシ　コマキ オオクラ

14 31969 木村　歩那(2) 魚住 6:32.25 ＴＲ５ 14 31253 青石　小巻(2) 大蔵 5:47.22
タナカ　ヒメノ キヌガワ カンバ　ユイ オオクボキタ

15 31335 田中　姫乃(1) 衣川 7:14.88 15 32294 上場　結衣(2) 大久保北 5:47.35
サトウ　リオナ ウオズミ

16 31977 佐藤　凜音奈(1) 魚住 5:57.60

2020/10/04 13:56:59
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナオエ　ウタ オオクボ

1 31651 直江　詩(2) 大久保 4:58.57 ＴＲ５
ササキ　シノ オオクボ

2 31641 佐々木　紫乃(2) 大久保 5:02.02
オオノ　ハルカ アサギリ

3 31124 王野　遥(1) 朝霧 5:03.35 ＴＲ５
ナルオ　マユ オオクボ

4 31646 鳴尾　真優(2) 大久保 5:08.23
タカイ　リホ ウオズミヒガシ

5 32021 髙井　梨帆(2) 魚住東 5:08.88
ナガタ　ミチカ ボウカイ

6 31578 永田　実睦(2) 望海 5:15.81
マツモト　ルナ オオクボキタ

7 32207 松本　瑠南(2) 大久保北 5:18.34
イモト　マヒロ ボウカイ

8 31577 井本　まひろ(2) 望海 5:18.69 ＴＲ５
キタ　ハルナ ウオズミヒガシ

9 32014 喜多　はるな(2) 魚住東 5:22.62
サコダ　マオ ノノイケ

10 31462 迫田　真桜(2) 野々池 5:25.10
キタサコ　エミリ オオクボ

11 31600 北迫　英美里(1) 大久保 5:25.29
ナス　ヒナミ オオクボキタ

12 32234 那須　日菜美(1) 大久保北 5:28.03 ＴＲ５
キシガミ　マナ オオクボ

13 31650 岸上　真奈(2) 大久保 5:30.08
ヨシダ　リン ウオズミ

14 31973 吉田　凜(2) 魚住 5:38.31
マエダ　サクラ オオクボ

31644 前田　さくら(2) 大久保 DNS
アオ　マユ アサギリ

31112 阿尾　茉優(2) 朝霧 DNS

DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:59
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子100mH [76.2cm]
大会記録 15.40 大山　ゆうこ 魚住  明石 決勝 10/4  9:45 

15.40 岩槻　茜 大久保  明石

〈〈 決勝 〉〉

1組 (0.0 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
ヤマサキ　カホ ボウカイ フナヤマ　リンカ オオクボキタ

1 31581 山崎　花帆(2) 望海 15.85 1 32204 舩山　凜風(2) 大久保北 18.75
タカガキ　アユミ オオクボキタ コタニ　リオ ボウカイ

2 32201 高垣　歩実(2) 大久保北 17.43 2 31592 小谷　莉生(1) 望海 19.35
ヒラタ　ミナミ オオクボ オザワ　ユウナ オオクボキタ

3 31647 平田　みなみ(2) 大久保 17.44 3 32293 小澤　優奈(2) 大久保北 19.37
タワラ　マナミ ウオズミ イワネ　コハル ボウカイ

4 31971 田原　茉奈実(2) 魚住 18.20 4 31591 岩根　小春(1) 望海 19.47
ミツモト　ワカナ オオクボ コナエ　ミサキ オオクボ

5 31648 光本　若奈(2) 大久保 19.04 5 31642 小苗　美咲(2) 大久保 19.60
ヤク　ミヅキ ボウカイ オオタニ　サヤコ オオクボ

6 31580 夜久　美月(2) 望海 19.08 6 31605 大谷　彩子(1) 大久保 19.68
ヤマグチ　ユウコ ボウカイ ナカタ　エリ オオクボ

7 31584 山口　有子(2) 望海 19.65 7 31602 中田　英里(1) 大久保 21.46

3組 (-1.5 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
ツルタ　ミホ ボウカイ ミヤザキ　リノン ウオズミヒガシ

1 31576 鶴田　美帆(2) 望海 19.61 1 32029 宮崎　凛音(1) 魚住東 21.27
ヨシダ　マオ オオクボキタ ハスイ　ヒオリ ノノイケ

2 32209 吉田　真央(2) 大久保北 20.73 2 31410 蓮井　日緒莉(1) 野々池 22.17
マツオカ　ユア ウオズミ タカス　フウコ ノノイケ

3 31979 松岡　結杏(1) 魚住 20.74 3 31406 髙巣　楓子(1) 野々池 22.17
コヤマ　ナツキ オオクラ マツオ　シオン ウオズミヒガシ

4 31252 小山　夏葵(2) 大蔵 26.69 4 32032 松尾　心穏(1) 魚住東 22.29
ハヤシ　サナ オオクボ アライ　ミサキ ノノイケ

31615 林　沙奈(1) 大久保 DQ Ｔ１ 5 31401 新井　美咲(1) 野々池 22.60
オオツカ　オトカ ノノイケ マエヤマ　アリサ フタミ

31468 大塚　乙果(2) 野々池 DQ FS 32125 前山　侑咲(2) 二見 DNS

DQ:失格  DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:51
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子4x100mR
大会記録 51.97 寺谷・大見・竹本・中尾 衣川  明石 決勝 10/4 12:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オオクボキタ オオクボ

1 大久保北 53.44 4 大久保 54.20
[1] スギモト　キョウコ [2] ロバアト　プリスカ [1] ヒラタ　ミナミ [2] ナカニシ　ユイ

32200 杉本 恭子(2) 32210 ロバート プリスカ(2) 31647 平田 みなみ(2) 31618 中西 結泉(1)
[3] ワタナベ　カノン [4] フジモト　アイ [3] サイトウ　リオ [4] モリワキ　カノ

32211 渡邊 花音(2) 32237 藤本 愛(1) 31643 齋藤 莉緒(2) 31645 森脇 樺乃(2)
ノノイケ アサギリ

2 野々池 53.92 5 朝霧 55.03
[1] イムラ　アヤミ [2] イナダ　マユ [1] ミヤナガ　アイカ [2] ワタナベ　アヤカ

31403 井村 綾実(1) 31461 稲田 茉侑(2) 31114 宮永 愛花(2) 31125 渡辺 彩加(1)
[3] フジサワ　ユウ [4] オオツカ　オトカ [3] オオノ　ハルカ [4] タナカ　サホ

31467 藤澤 優羽(2) 31468 大塚 乙果(2) 31124 王野 遥(1) 31111 田中 咲帆(2)
オオクラ

3 大蔵 54.09
[1] ヤノ　ユイナ [2] ナンポ　ココネ

31251 矢野 結菜(2) 31256 南保 心音(2)
[3] タナカ　イチナ [4] タニオカ　ミウ

31250 田中 苺奈(2) 31255 谷岡 美侑(2)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
フタミ ウオズミ

1 二見 54.81 4 魚住 58.16
[1] アキヤマ　ナナ [2] ヤマモト　サエ [1] オオハシ　リノカ [2] カトウ　ミオ

32131 秋山 奈々(1) 32140 山本 冴(1) 31976 大橋 璃乃珂(1) 31978 加藤 実桜(1)
[3] サカイ　ナホ [4] ウエカワ　ツグミ [3] タワラ　マナミ [4] カド　ユウヒ

32116 酒井 菜帆(2) 32112 植川 亜海(2) 31971 田原 茉奈実(2) 31968 角 悠妃(2)
ボウカイ ウオズミヒガシ

2 望海 55.35 魚住東 DNS
[1] ヤク　ミヅキ [2] ヤマサキ　カホ

31580 夜久 美月(2) 31581 山崎 花帆(2)
[3] イモト　マヒロ [4] イノウエ　ミユ

31577 井本 まひろ(2) 31574 井上 心優(2)
エイガジマチュウ

3 江井島 57.45
[1] タツタ　ユウム [2] スギヤマ　ウルハ

31806 龍田 優夢(2) 31802 杉山 麗羽(2)
[3] ミヤザキ　アヤネ [4] フクイ　コトミ

31810 宮﨑 彩寧(1) 31804 福井 琴未(2)

DNS:欠場  
2020/10/04 13:57:15
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子走高跳
大会記録 1.60 北谷　洋子 魚住  明石 決勝 10/4 11:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジサワ　ユウ ノノイケ

1 31467 藤澤　優羽(2) 野々池 1.52
マツモト　アヤサ オオクボキタ

2 32206 松本　采紗(2) 大久保北 1.35
ニシダ　クルミ ウオズミヒガシ

2 32016 西田　胡桃(2) 魚住東 1.35
イモト　コナツ オオクボキタ

4 32291 井本　小夏(2) 大久保北 1.30
サイトウ　ミユウ ウオズミヒガシ

5 32020 斎藤　心優(2) 魚住東 1.30
マスイ　コハル オオクボキタ

6 32205 増井　心陽(2) 大久保北 1.25
イシダ　カグラ エイガジマチュウ

6 31803 石田　香具羅(2) 江井島 1.25
ナルミ　カナエ オオクボキタ

8 32235 鳴海　奏恵(1) 大久保北 1.25
エモト　サクラ オオクボキタ

9 32223 江本　桜来(1) 大久保北 1.20
ニシシタ　サエ フタミ

10 32123 西下　紗永(2) 二見 1.15
オオツカ　ノア ノノイケ

10 31405 大塚　望愛(1) 野々池 1.15
コヤマ　ナツキ オオクラ

31252 小山　夏葵(2) 大蔵 NM
キソ　ネネ ウオズミヒガシ

32027 木曽　希音(1) 魚住東 NM
シャモト　トモカ オオクボキタ

32230 社本　朋花(1) 大久保北 NM
ヨコヤマ　マノン エイガジマチュウ

31811 横山　真暖(1) 江井島 NM
コサカ　ミユウ オオクボキタ

32227 小坂　心優(1) 大久保北 NM
イナダ　ミリア ウオズミヒガシ

32026 稲田　美琉愛(1) 魚住東 NM
フタハシ　リナ ウオズミヒガシ

32028 二橋　莉菜(1) 魚住東 NM
タチバナ　ミク オオクボキタ

32231 立花　美紅(1) 大久保北 NM
サカモト　アスカ オオクボキタ

32298 坂本　明日香(2) 大久保北 DNS

NM:計測無し  DNS:欠場  
2020/10/04 13:56:54
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子走幅跳
大会記録 5.22 近藤　昭子 大久保北  明石 決勝 10/3 11:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タニオカ　ミウ オオクラ コザキ　ツキノ オオクボ

1 31255 谷岡　美侑(2) 大蔵 w4.64 (+2.2) 公認:4.53(1.1) 31612 小﨑　月乃(1) 大久保 NM
イノウエ　ミユ ボウカイ キタムラ　ユイ オオクボ

2 31574 井上　心優(2) 望海 4.37 (+1.5) 31607 北村　優衣(1) 大久保 NM
マスイ　エリコ オオクラ クメ　ナナミ オオクボ

3 31254 増井　恵理子(2) 大蔵 4.36 (+1.2) 31608 久米　七海(1) 大久保 NM
イムラ　アヤミ ノノイケ ミヤナガ　アイカ アサギリ

4 31403 井村　綾実(1) 野々池 4.30 (+1.0) 31114 宮永　愛花(2) 朝霧 NM
サイトウ　リオ オオクボ ナカザト　ユア フタミ

5 31643 齋藤　莉緒(2) 大久保 4.27 (+1.6) 32122 中里　優亜(2) 二見 NM
マツモト　コトハ オオクボ ヤマモト　ミユ フタミ

6 31652 松本　琴春(2) 大久保 4.26 (+0.5) 32127 山本　心結(2) 二見 NM
タナカ　イチナ オオクラ イモト　コナツ オオクボキタ

7 31250 田中　苺奈(2) 大蔵 4.25 (+1.3) 32291 井本　小夏(2) 大久保北 NM
ナンポ　ココネ オオクラ ヤマシタ　リナ オオクボキタ

8 31256 南保　心音(2) 大蔵 4.22 (+1.6) 32240 山下　莉奈(1) 大久保北 NM
ニシムラ　セナ オオクボキタ マエダ　ハルカ フタミ

9 32236 西村　星那(1) 大久保北 4.11 (+1.3) 32124 前田　はるか(2) 二見 NM
ナカニシ　ミナ ノノイケ サカグチ　カズハ ウオズミヒガシ

10 31409 中西　美菜(1) 野々池 4.00 (+1.6) 32017 阪口　一葉(2) 魚住東 NM
ハヤシ　ミク ウオズミヒガシ コマツ　ミスズ オオクボキタ

11 32019 林　未来(2) 魚住東 3.91 (+0.5) 32228 小松　美鈴(1) 大久保北 NM
クリワキ　リコ ボウカイ オオハシ　リノカ ウオズミ

12 31582 栗脇　理子(2) 望海 3.90 (+1.0) 31976 大橋　璃乃珂(1) 魚住 NM
ナギ　サクラ オオクボキタ フジヨシ　ミリア ボウカイ

32233 凪　咲良(1) 大久保北 NM 31586 藤吉　美里亜(1) 望海 NM
フナヤマ　リンカ オオクボキタ オオツカ　ノア ノノイケ

32204 舩山　凜風(2) 大久保北 NM 31405 大塚　望愛(1) 野々池 NM
オザワ　ユウナ オオクボキタ サイトウ　マナカ オオクボキタ

32293 小澤　優奈(2) 大久保北 NM 32297 齊藤　愛花(2) 大久保北 NM
カド　ユウヒ ウオズミ カトウ　ミオ ウオズミ

31968 角　悠妃(2) 魚住 NM 31978 加藤　実桜(1) 魚住 NM
ミヤザキ　アヤネ エイガジマチュウ オキ　ナゴミ ウオズミヒガシ

31810 宮﨑　彩寧(1) 江井島 NM 32024 沖　和心美(2) 魚住東 NM
ハタ　ニナ オオクボ マエヤマ　アリサ フタミ

31609 畑　仁梛(1) 大久保 NM 32125 前山　侑咲(2) 二見 DNS
ウエダ　コハネ オオクボ マツムラ　アカネ オオクボ

31614 上田　心羽(1) 大久保 NM 31604 松村　茜(1) 大久保 DNS
タツタ　ユウム エイガジマチュウ サカモト　アスカ オオクボキタ

31806 龍田　優夢(2) 江井島 NM 32298 坂本　明日香(2) 大久保北 DNS
エノモト　レイラ ボウカイ シバタ　リク オオクボキタ

31588 榎本　怜羅(1) 望海 NM 32299 柴田　莉玖(2) 大久保北 DNS

w:追風参考  NM:計測無し  DNS:欠場  
2020/10/04 13:55:06
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子砲丸投 [2.72kg]
大会記録 11.95 児島　久子 魚住東  明石 決勝 10/4 10:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ロバアト　プリスカ オオクボキタ

1 32210 ロバート　プリスカ(2) 大久保北 8.35
ミウラ　マリナ フタミ

2 32126 三浦　真里奈(2) 二見 7.83
ウマダ　リンナ ボウカイ

3 31575 馬田　凛奈(2) 望海 7.78
オカモト　ノゾミ オオクボキタ

4 32225 岡本　夢未(1) 大久保北 7.57
ハヤシ　カホ ノノイケ

5 31464 林　香帆(2) 野々池 7.48
ムラカミ　モエカ ボウカイ

6 31583 村上　萌香(2) 望海 7.32
ホソヤ　モア オオクボキタ

7 32238 細谷　萌愛(1) 大久保北 6.99
ヤマグチ　アイナ ノノイケ

8 31413 山口　愛菜(1) 野々池 6.83
ハナダ　カリン フタミ

9 32137 花田　夏凛(1) 二見 6.77
トミナガ　マイナ オオクボキタ

10 32232 冨永　苺梨(1) 大久保北 6.77
カド　ユウヒ ウオズミ

11 31968 角　悠妃(2) 魚住 6.64
ヤノ　ユイナ オオクラ

12 31251 矢野　結菜(2) 大蔵 6.62
ハシモト　カリン ウオズミ

13 31972 橋本　花稟(2) 魚住 6.59
ワタナベ　マオ オオクボキタ

14 32242 渡邊　真央(1) 大久保北 6.48
タニグチ　リノア ノノイケ

15 31407 谷口　里有(1) 野々池 6.42
クリワキ　リコ ボウカイ

16 31582 栗脇　理子(2) 望海 6.17
オカモト　リン フタミ

17 32114 岡本　凛(2) 二見 5.70
イワ　チナ ノノイケ

18 31404 岩　知奈(1) 野々池 5.37
フクシマ　アヤノ ノノイケ

19 31465 福嶋　彩乃(2) 野々池 5.29

2020/10/04 13:56:27
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子円盤投 [1.0kg]
大会記録 30.41 永見　優佳 魚住  明石 決勝 10/3  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウマダ　リンナ ボウカイ

1 31575 馬田　凛奈(2) 望海 24.94
ハヤシ　カホ ノノイケ

2 31464 林　香帆(2) 野々池 19.63
ムラカミ　モエカ ボウカイ

3 31583 村上　萌香(2) 望海 19.44
ヤマグチ　アイナ ノノイケ

4 31413 山口　愛菜(1) 野々池 18.58
ヤノ　ユイナ オオクラ

5 31251 矢野　結菜(2) 大蔵 17.06
ウチハシ　ユラ オオクボキタ

6 32222 内橋　ゆら(1) 大久保北 16.82
オカモト　ノゾミ オオクボキタ

7 32225 岡本　夢未(1) 大久保北 16.72
トミナガ　マイナ オオクボキタ

8 32232 冨永　苺梨(1) 大久保北 16.71
ナミカワ　ミウ ボウカイ

9 31587 並川　美羽(1) 望海 15.77
タカハシ　ヒカル ボウカイ

10 31589 髙橋　ひかる(1) 望海 14.45
タケナガ　シュカ エイガジマチュウ

11 31809 竹永　珠可(1) 江井島 13.39
ヤク　ミヅキ ボウカイ

31580 夜久　美月(2) 望海 NM
オオクボ　クルミ オオクボキタ

32224 大久保　来美(1) 大久保北 NM
カマダ　アリス オオクボキタ

32226 鎌田　ありす(1) 大久保北 NM
フクシマ　アヤノ ノノイケ

31465 福嶋　彩乃(2) 野々池 NM
ホソヤ　モア オオクボキタ

32238 細谷　萌愛(1) 大久保北 NM
イワ　チナ ノノイケ

31404 岩　知奈(1) 野々池 NM
タニグチ　リノア ノノイケ

31407 谷口　里有(1) 野々池 NM
ミウラ　マリナ フタミ

32126 三浦　真里奈(2) 二見 DNS
ドウモト　ノゾミ フタミ

32121 堂本　希(2) 二見 DNS
ワタナベ　マオ オオクボキタ

32242 渡邊　真央(1) 大久保北 DNS

NM:計測無し  DNS:欠場  
2020/10/04 13:54:46
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  P  1  

種目 共通 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 2020/10/4 審判長

競技会名 第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

主催団体名 明石市中学校体育連盟／明石市教育委員会 陸協名 明石市陸上競技協会 [28] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考

4 31581
ヤマサキ　カホ ボウカイ 16.02 (-1.3) 1.30 7.11 29.50 (-1.8)

1981 1
山崎　花帆(2) 望海 712[712] 409[1121] 342[1463] 518[1981]

3 31467
フジサワ　ユウ ノノイケ 17.22 (-1.3) 1.35 6.62 30.23 (-1.8)

1809 2
藤澤　優羽(2) 野々池 572[572] 460[1032] 311[1343] 466[1809]

5 31468
オオツカ　オトカ ノノイケ 18.29 (-1.3) 1.20 6.61 29.77 (-1.8)

1579 3
大塚　乙果(2) 野々池 459[459] 312[771] 310[1081] 498[1579]

2 32201
タカガキ　アユミ オオクボキタ 17.79 (-1.3) 1.30 4.92 31.62 (-1.8)

1497 4
高垣　歩実(2) 大久保北 510[510] 409[919] 203[1122] 375[1497]

7 32206
マツモト　アヤサ オオクボキタ 19.41 (-1.2) 1.35 5.57 31.62 (-1.8)

1432 5
松本　采紗(2) 大久保北 353[353] 460[813] 244[1057] 375[1432]

9 31591
イワネ　コハル ボウカイ 19.17 (-1.2) 1.20 5.43 30.78 (-1.8)

1351 6
岩根　小春(1) 望海 375[375] 312[687] 235[922] 429[1351]

8 32112
ウエカワ　ツグミ フタミ 20.11 (-1.2) 1.15 6.09 31.06 (-2.8)

1247 7
植川　亜海(2) 二見 293[293] 266[559] 277[836] 411[1247]

11 32116
サカイ　ナホ フタミ 22.56 (-1.2) 1.20 7.18 32.05 (-2.8)

1132 8
酒井　菜帆(2) 二見 125[125] 312[437] 347[784] 348[1132]

1 31592
コタニ　リオ ボウカイ 19.11 (-1.3) 1.15 3.92 32.63 (-2.8)

1101 9
小谷　莉生(1) 望海 380[380] 266[646] 141[787] 314[1101]

10 32205
マスイ　コハル オオクボキタ 20.42 (-1.2) 1.25 5.62 34.50 (-2.8)

1089 10
増井　心陽(2) 大久保北 268[268] 359[627] 247[874] 215[1089]

6 31584
ヤマグチ　ユウコ ボウカイ 19.81 (-1.3) 1.10 5.02 33.89 (-2.8)

995 11
山口　有子(2) 望海 318[318] 222[540] 210[750] 245[995]



リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子200m
大会記録 25.78 宮田　乙葉 朝霧  明石 決勝 10/4 11:10 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-2.8 m/s) 2組 (-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
ウエカワ　ツグミ フタミ 411 ヤマサキ　カホ ボウカイ 518

1 32112 植川　亜海(2) 二見 31.06 1 31581 山崎　花帆(2) 望海 29.50
サカイ　ナホ フタミ 348 オオツカ　オトカ ノノイケ 498

2 32116 酒井　菜帆(2) 二見 32.05 2 31468 大塚　乙果(2) 野々池 29.77
コタニ　リオ ボウカイ 314 フジサワ　ユウ ノノイケ 466

3 31592 小谷　莉生(1) 望海 32.63 3 31467 藤澤　優羽(2) 野々池 30.23
ヤマグチ　ユウコ ボウカイ 245 イワネ　コハル ボウカイ 429

4 31584 山口　有子(2) 望海 33.89 4 31591 岩根　小春(1) 望海 30.78
マスイ　コハル オオクボキタ 215 タカガキ　アユミ オオクボキタ 375

5 32205 増井　心陽(2) 大久保北 34.50 5 32201 高垣　歩実(2) 大久保北 31.62
マツモト　アヤサ オオクボキタ 375

6 32206 松本　采紗(2) 大久保北 31.62
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子100mH [76.2cm]
大会記録 15.40 大山　ゆうこ 魚住  明石 決勝 10/3  9:45 

15.40 岩槻　茜 大久保  明石

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-1.3 m/s) 2組 (-1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　カホ ボウカイ 712 イワネ　コハル ボウカイ 375

1 31581 山崎　花帆(2) 望海 16.02 1 31591 岩根　小春(1) 望海 19.17
フジサワ　ユウ ノノイケ 572 マツモト　アヤサ オオクボキタ 353

2 31467 藤澤　優羽(2) 野々池 17.22 2 32206 松本　采紗(2) 大久保北 19.41
タカガキ　アユミ オオクボキタ 510 ウエカワ　ツグミ フタミ 293

3 32201 高垣　歩実(2) 大久保北 17.79 3 32112 植川　亜海(2) 二見 20.11
オオツカ　オトカ ノノイケ 459 マスイ　コハル オオクボキタ 268

4 31468 大塚　乙果(2) 野々池 18.29 4 32205 増井　心陽(2) 大久保北 20.42
コタニ　リオ ボウカイ 380 サカイ　ナホ フタミ 125

5 31592 小谷　莉生(1) 望海 19.11 5 32116 酒井　菜帆(2) 二見 22.56
ヤマグチ　ユウコ ボウカイ 318

6 31584 山口　有子(2) 望海 19.81
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通男子走高跳
大会記録 1.81 川田　健一郎 附属明石  明石 決勝 10/4 10:00 

1.81 桑野　修次 野々池  明石

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 457

1 32120 三澤　堅心(2) 二見 1.59
オオニシ　セイト フタミ 434

2 32110 大西　勢翔(2) 二見 1.56
フジモト　トモヤ ノノイケ 389

3 31461 藤本　智也(2) 野々池 1.50
マエダ　リンスケ ノノイケ 389

4 31464 前田　凛佑(2) 野々池 1.50
フジワラ　マサト ノノイケ 352

5 31462 藤原　雅斗(2) 野々池 1.45
クボ　ユウク ボウカイ 317

6 31552 久保　優雲(2) 望海 1.40
オマツ　トア ボウカイ 283

7 31561 尾松　永愛(1) 望海 1.35
ウメタニ　タイセイ ボウカイ 218

8 31560 梅谷　大惺(1) 望海 1.25
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リザルトリスト
第３７回　明石市中学校新人体育大会陸上競技大会[20283872] 審判長
明石公園陸上競技場きしろスタジアム[283160] 記録主任

共通女子砲丸投 [2.72kg]
大会記録 11.95 児島　久子 魚住東  明石 決勝 10/4  9:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サカイ　ナホ フタミ 347

1 32116 酒井　菜帆(2) 二見 7.18
ヤマサキ　カホ ボウカイ 342

2 31581 山崎　花帆(2) 望海 7.11
フジサワ　ユウ ノノイケ 311

3 31467 藤澤　優羽(2) 野々池 6.62
オオツカ　オトカ ノノイケ 310

4 31468 大塚　乙果(2) 野々池 6.61
ウエカワ　ツグミ フタミ 277

5 32112 植川　亜海(2) 二見 6.09
マスイ　コハル オオクボキタ 247

6 32205 増井　心陽(2) 大久保北 5.62
マツモト　アヤサ オオクボキタ 244

7 32206 松本　采紗(2) 大久保北 5.57
イワネ　コハル ボウカイ 235

8 31591 岩根　小春(1) 望海 5.43
ヤマグチ　ユウコ ボウカイ 210

9 31584 山口　有子(2) 望海 5.02
タカガキ　アユミ オオクボキタ 203

10 32201 高垣　歩実(2) 大久保北 4.92
コタニ　リオ ボウカイ 141

11 31592 小谷　莉生(1) 望海 3.92
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