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9:00 一般高校 男子 ５０００ｍ 決勝 （１組）

9:20 　中学 男子 ３０００ｍ 決勝 （１組） 9:30 中学 女子 走高跳 決勝 （１０人）

9:35 一般高校 女子 ３０００ｍ 決勝 （１組） 一般高校 女子 走高跳 決勝 （５人）

10:00 中学 女子 １００ｍＨ 予選 （３組０+８） 13:00 中学 男子 走高跳 決勝 （８人）

10:15 一般高校 女子 １００ｍＨ 決勝 （１組） 一般高校 男子 走高跳 決勝 （４人）

10:30 中学 男子 １１０ｍＨ 予選 （２組0+8）

10:45 一般高校 男子 １１０ｍＨ 決勝 （１組） 9:30 小学生 男子 走幅跳 決勝 （２人）

11:00 小学生 男子 １００ｍ 決勝 （１組） 中学 男子 走幅跳 決勝 （２０人）

11:05 小学生 女子 １００ｍ 決勝 （１組） 一般高校 男子 走幅跳 決勝 （１０人）

11:10 中学 男子 １００ｍ 予選 （１５組0+8） 12:00 小学生 女子 走幅跳 決勝 （１人）

11:40 中学 女子 １００ｍ 予選 （１１組0+8） 中学 女子 走幅跳 決勝 （２７人）

12:05 一般高校 男子 １００ｍ 予選 （２組0+8） 一般高校 女子 走幅跳 決勝 （１０人）

12:10 一般高校 女子 １００ｍ 予選 （２組0+8）

12:15 中学 男子 ２００ｍ 決勝 （１組） 15:00 一般高校 男子 三段跳 決勝 （３人）

12:20 中学 女子 ２００ｍ 決勝 （１組）

12:25 一般高校 男子 ２００ｍ 予選 （２組）

12:30 一般高校 女子 ２００ｍ 決勝 （１組）

12:50 一般高校 男子 ４００ｍＨ 決勝 （１組） ≪投てき≫

12:55 一般高校 女子 ４００ｍＨ 決勝 （１組） 9:15 中学 女子 砲丸投 決勝 （７人）

13:10 中学 男子 ４００ｍ 決勝 （２組） 中学 男子 砲丸投 決勝 （１１人）

13:15 一般高校 女子 ４００ｍ 決勝 （１組） 一般高校 女子 砲丸投 決勝 （３人）

13:20 一般高校 男子 ４００ｍ 決勝 （２組） 一般高校 男子 砲丸投 決勝 （１人）

13:30 小学生 女子 ８００ｍ 決勝 （１組）

13:40 中学 男子 ８００ｍ 決勝 （４組） 10:30 中学 男子 円盤投 決勝 （１２人）

14:00 中学 女子 ８００ｍ 決勝 （５組） 一般高校 男子 円盤投 決勝 （４人）

14:25 一般高校 男子 ８００ｍ 決勝 （１組）

14:30 一般高校 女子 ８００ｍ 決勝 （１組） 12:00 中学 女子 円盤投 決勝 （１３人）

14:45 中学 女子 １００ｍ 決勝 （１組） 一般高校 女子 円盤投 決勝 （３人）

14:50 中学 男子 １００ｍ 決勝 （１組）

14:55 一般高校 女子 １００ｍ 決勝 （１組） 14:00 一般高校 女子 やり投 決勝 （２人）

15:00 一般高校 男子 １００ｍ 決勝 （１組） 一般高校 男子 やり投 決勝 （４人）

15:15 中学 男子 １１０ｍＨ 決勝 （１組）

15:30 中学 女子 １００ｍＨ 決勝 （１組）

15:45 一般高校 男子 ２００ｍ 決勝 （１組）

15:55 小学生 男子 １５００ｍ 決勝 （１組）

16:05 一般高校 男子 １５００ｍ 決勝 （１組）

16:15 一般高校 女子 １５００ｍ 決勝 （１組）

16:25 小学生 女子 ４×１００ｍＲ 決勝 （１組）

16:30 小学生 男子 ４×１００ｍＲ 決勝 （１組）

16:35 中学 女子 ４×１００ｍＲ 決勝 （２組）

16:45 中学 男子 ４×１００ｍＲ 決勝 （２組）

16:55 一般高校 女子 ４×１００ｍＲ 決勝 （１組）

17:00 一般高校 男子 ４×１００ｍＲ 決勝 （１組） 競技場閉門時刻　　１８：００

競　　技　　日　　程

〇開門時刻７：００　　〇競技役員打合せ８：００　　〇TR5検定(通告にて）

【トラック】 【フィールド】

≪跳　躍≫



　 会　長 田中　　稔

副会長 渋谷　芳洋 中嶋　修平 森口　智夫

顧　問 田中　禮三 吉井　健彦 山本　靖彦

委員長 信近　清志

総　務 信近　清志 （ 朝霧中 ）

審判長 T 田中　　稔 （ 明石陸協 ） F 渋谷　芳洋 （ 明石陸協 ） S 本城　勝次 （ 明石陸協 ）

アナウンサー (主) 中嶋　修平 （ 明石陸協 ） 森口　智夫 （ 野々池中 ）

庶　務・受　付 (主) 森口　智夫 （ 野々池中 ） 森　　直子 （ 江井島中 ） 北中　沙季 （ 衣川中 ）

中西真紀子 （ 明石西高 ） 岡野　愛弓 （ 二見中 ）

看護師

記録・情報処理係 (主) 橋本　　崇 （ 大久保北中 ） 谷口　貴彦 （ 高丘中 ）

風力計測員 (主) 立花　栄悠 （ 衣川中 ） 高田　博生 （ 衣川中 ） 関　　修一 （ 明石商高 ）

用器具係 (主) 松岡　伸介 （ 明石北高 ） 藤原　慎二 （ 大久保北中 ）

決勝・計時審判員 (主) 島田　徹也 （ 川崎重工 ） 森口　　聡 （ 明石陸協 ）

写真判定員 (主) 安田　　匠 （ 野々池中 ） 井上　　敏 （ 明石陸協 ） 池田廣太郎 （ 野々池中 ）

監察員 (主) 後藤　　彰 （ 大久保中 ） 大谷　　誠 （ 錦城中 ） 白石　　到 （ 朝霧中 ）

髙坂　幸男 （ 明石陸協 ）

ｽﾀｰﾀｰﾘｺｰﾗｰ (主) 伊藤　武嗣 （ 大蔵中 ） 万庭　奈々 （ 江井島中 ） 中村　鞠花 （ 明石高 ）

出発係 (主) 前田　紘希 （ 魚住中 ） 染分　克麻 （ 望海中 ） 小林　健司 （ 明石清水高 ）

（招集・腰ビブス） 藤原　利晴 （ 明石陸協 ） 綿野　良洋 （ 明石陸協 ） 橋本　克哉 （ 大久保中 ）

跳躍審判員 (主) 戸塚　　剛 （ 明石北高 ） 桝本　雄一 （ 魚住中 ） 薮木　美和 （ 望海中 ）

宇崎　竜也 （ 魚住東中 ） 德留由佳子 （ 魚住東中 ） 脚ノ　健太 （ 大久保中 ）

安部　弘志 （ 明石陸協 ） 山本　紀子 （ 明石陸協 ） 坂元　郁弥 （ 明石陸協 ）

池野憲一郎 （ 野々池中 ）

投てき審判員 (主) 山下　浩基 （ 二見中 ） 中木屋代志美 （ 望海中 ） 山中　淳司 （ 二見中 ）

平石　天総 （ 明石商高 ） 増田たまみ （ 明石商高 ）

競　技　役　員

大　会　役　員

（リレー第２・３コーナー監察６人）

（リレー第４コーナー監察３人）



： 江井島中 ３名 ・ 明石西高 ３名

： 衣川中 ３名

： 明石北高 ５名 ・ 大久保北中 ５名

： 朝霧中 ２名

： 野々池中 ２名

： 大久保中 ４名

： 大蔵中 ３名

： 魚住中 ３名

： 望海中 ４名 ・ 魚住東中 ４名 ・ 明石高 ４名

： 二見中 ４名 ・ 明石商高 ３名

： 市内中学校 各２名

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

：

補　助　員

会　場　準　備　・　片　付　け　

大久保北中

朝霧中

衣川中

明石西高

庶務・受付係付き

風力計測員付

決勝計時審判員付

スターター付

出発係付

跳躍審判付

投てき審判付

用器具係付

ハードル移動・並べ替え

本部記録室関係

コロナ対策

写真判定員付

江井島中

明石北高

大久保中

明石高

走　高　跳

走幅跳・三段跳

砲　丸　投

魚住東中

※補助員の人数は各部署で調整をお願いします。

：魚住東中 スタンドトイレ ：二見中ゴミ持ち帰り ：魚住中

魚住中

大蔵中

トラック ：朝霧中 更衣室 ：大蔵中

芝生スタンド ：衣川中

スタンド表裏 ：大久保北中

庶務・受付関係

出発関係

スターター関係

風力計測関係

朝のハードル設置

雨天練習場

監察審判員付

会　場　準　備　・　片　付　け　

望海中

二見中

明石商高

野々池中

円盤投ゲージ

円盤投ライン

テ　ン　ト

清  掃  作  業



１． 競技規則について

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

２． 教師者の招集について

（１） 競技者招集場所　　　　　競技開始場所（現地集合）

（２） 招集時刻

（３） 招集の手順

① 競技者は招集開始時刻までに招集場所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１２ｍｍ以下、その他は９ｍｍ以下）・靴底の厚さ・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。

トラック競技の出場者は、アスリートビブス（腰）を受け取り、各自で右腰に貼り付ける。

② ２種目（個人とリレー）に出場し、競技時間や招集時間が重なっている場合は、本人があらかじめ、

出発係（トラック競技）とフィールド審判員に、競技が重なっている旨を申し出ること。

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。

また、棄権する者は、本人または同チームの選手が、出発係（トラック競技）・フィールド審判員に

その旨を申し出ること。

④ トラック競技では密にならないよう、競技の間隔をゆったりとった日程になっています。

招集場所が密にならないよう、招集開始時刻の５分前を目途に集まるようにして下さい。

３． 競技運営について

（１） トラック競技の走路順、フィールド競技の試技順は、プログラム記載の番号で示す。

（２） トラック競技は、１００ｍ、２００ｍ、１００ｍＨ、１１０ｍＨは予選と決勝を行う。

その他の種目は、タイムレース決勝で順位を決定する。

（３） スタートにおける不適切行為は、TR16.5.2を適用せず、注意にとどめる。

＊小学生では、２回目の不正出発で失格とする。

（４） 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。

（５） 本大会は全てタイムレース決勝とする。

（６） リレー競技のマーカーは１カ所とし、出場チームにて用意すること。

（７） リレーチームの編成メンバーは、リレー又はほか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でいる競技者であること（TR24.10）。

（８） リレーチームの編成（オーダー用紙）は、招集完了時刻１時間前までに記録室に提出する（TR24.11)。

（９） 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。

競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示に従って行うこと。

（１０） 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

されていない場合は、粘着テープを使用してもよい（TR25.3.1）。

（１１） サークルから行うフィールド競技絵は、マーカーを１個だけ使用することができる（TR25.3.2）。

（１２） 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をした者を失格とする。

（１３） トラック種目でゴールした選手がスタート地点へ戻る際には、メインスタンド下雨天練習場、もしくは、

芝生スタンド側を通りもどること。本部関前・本部席後ろの通路の通行は禁止します。

競 技 注 意 事 項

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　５分前

フィールド競技 競技開始　３０分前 競技開始２０分前



４． ＷＡ競技規則１４３条（ＴＲ５-2：シューズ）について

（１） 競技用シューズについては、競技規則ＴＲ5.2，ＴＲ5.5，ＴＲ5.13.3に適合しないシューズの使用は、

認めない。ただし、小学生はこの規則を適用しない。

（２） トラック競技においては、中学生以上は、すべての靴底厚の測定を行い、規定外の厚さは使用不可。

（３） フィールド競技においては、中学生以上は、すべての靴底暑の測定を行い、規定外の厚さは使用不可。

ただし、中学生、高校生はＴＲ5.5適用除外措置にて実施する。対応方法は、中学生は兵庫県中体連、

高校生は兵庫県高体連で決められた通りとする。

（４） 招集場所での測定時間を短縮するため、開門後から本部席近くにおいて、「ＴＲ５検定」を行う。

規定厚のシューズには、以下のシールタグを渡すのでシューズの紐に取り付ける。

　〇２０ｍｍ以下のシューズ⇒ 「検定済み２０ｍｍ」（白色） すべての種目に使用できる。

　〇２１ｍｍ～２５ｍｍのシューズ⇒「検定済み２５ｍｍ」（緑色） 長距離・三段跳で使用できる。

シールタグは、今大会と夏季記録会用として、シールのついているシューズは、招集場での測定は行いない。

（５） カスタマイズされているシューズの使用はできない。

　×中敷きを外しているシューズ

　×中敷きを既製品から交換しているシューズ

５． アスリートビブス（※ナンバーカード）

（１） 競技者は、競技中、胸と背にはっきり見えるように２枚のアスリートビブスをつけなければならない。

跳躍競技者は、背または胸につけるだけでもよい。ナンバーカードはプログラムに記載の物と同じ

でなければならない(TR5.7)。ビブスは各自で用意すること。

＊小学生は、兵庫陸協の学校（チーム）登録番号を使用する。

（２） トラック競技出場者は、アスリートビブス（腰）を招集時に受け取り、各自でランニングパンツの右側

上部やや後方につける。シールタイプのもので、剥離紙は各自持ち帰ること。

６． 走高跳におけるバーのあげ方について

（１） 最後の一人になり、優勝が決まるまで、以下のバーのあげ方とする。

（２） 第１位を決定するためのバーの上げ下げは、２ｃｍとする（TR26.9.4）。

７． フィールド種目における試技について

（１） 走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、やり投においては、予選２回の試技を行い、その後上位８名により

決勝２回の試技を行う。順位は全４回の試技より順位を決定する。

（２） 走高跳においては、各ラウンド２回までの試技が認められ、成功した場合は次ラウンドにおいて同様に

２回の試技を行う。

（３） 計測ラインは設けない。明らかに失敗試技の場合はショートとして計測しない。

８． 用器具について

（１） 競技に使用する器具は、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。

（２） やり投げについては、競技前に検定を行い、認められたやりのみ個人の物の使用を認める。

【やり検定】　１３：００　用器具庫（南）前

（３） 練習用の器具、用具を競技場所へ持ち込むことはできない。

１ｍ３０ １ｍ３５　～　１ｍ８０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ

１ｍ１０ １ｍ１５　～　１ｍ４５　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ

男子

女子

１ｍ４０

１ｍ３０

　１ｍ４５　～　１ｍ７０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ　

１ｍ３５　～　１ｍ５０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ

一般高校

中学

一般高校

練　習 バ　ー　の　あ　げ　方

中学



９． 表彰について

選手権種目　１位～３位の選手に表彰状を授与する。

各校顧問は、大会終了後に本部・表彰係まで受け取りに行くこと。

＊小学生、一般の選手は、結果発表のアナウンス後に、本部・表彰係まで受け取りに行く。

１０． 練習について

（１） 補助競技場（サブトラック）を開放するので、ＪＯＧや動きづくり等の練習、またメディシンボールを使用

した練習は、こちらで行うようにする。

（２） メイン競技場では、スピードを上げる練習等で使用するが、競技の妨げにならによう安全に注意して

バックストレート付近で行うこと。

（３） ハードルの練習は、主催者が用意したものを使用する。

レーン割と練習時間

ホーム側 一般高校女子１００ｍＨ ５レーン ３台まで 7：30～9：40 ＊試合用Ｈ

中学女子　　１００ｍＨ ６・７・８レーン ３台まで 7：30～9：40 ＊試合用Ｈ

バック側 一般高校男子１１０ｍＨ ６レーン ３台まで 7：30～9：40 ＊練習用Ｈ

中学男子　　１１０ｍＨ ７・８レーン ３台まで 7：30～9：40 ＊練習用Ｈ

1ｺｰﾅｰ～ 一般高校女子４００ｍＨ ３レーン ３台まで 11:00～12:40 ＊試合用Ｈ

3ｺｰﾅｰ手前 一般高校男子４００ｍＨ ４レーン ３台まで 11:00～12:50 ＊試合用Ｈ

ホーム側 中学女子　　１００ｍＨ ５・６レーン ３台まで　　13：30～14：50 ＊試合用Ｈ

中学男子　　１１０ｍＨ ７・８レーン ３台まで　　13：30～14：50 ＊試合用Ｈ

※４００ｍＨは、１１０ｍＨ決勝が終われば、練習用に移動設置する（用器具係）

※中学ハードル決勝は、４００ｍＨ決勝が終われば、練習用に移動設置する（用器具係）

（４） 投てき練習は、補助競技場においてメディシンボールの使用のみとする。それ以外の場所（メイン競技

場、メイン競技場入場門外広場付近、公園内）において、物を投げる練習は一切行わないこと。

１１． 競技場の使用について

（１） 競技場への入退場（選手受付、帰宅時）はメインスタンド南側ゲートのみとする。

（２） 補助競技場へは、メイン競技場北側の門を使用してい行き来する。

門を出る際に、係員から「再入場許可証（リストバンド）」を受け取り手首に取り付けること。

再入場の際は、門の係員に「再入場許可証」を提示する。手首から外れている場合は無効となる。

（３） 晴天時、中学生は芝生スタンドを各校の待機場所（ベンチ）として利用する。メインスタンドへはトイレの

利用時のみとする。

（４） 競技場内では、アップ、競技中、ダウンの時以外は必ずマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ。

（５） 声を出しての応援は禁止。

（６） 手指消毒用アルコールを場内に設置しているので、適宜、消毒を行うこと。

（６） 選手・競技役員・補助員以外は競技場内に立ち入ることはできない。応援は全てスタンドで行うこと。

（７） 各団体においてマナー（観覧・応援態度、競技中の態度、交通機関の利用など）の指導を徹底すること。

（８） 更衣室はベンチ代わりに使用しない。更衣での滞在時間は５分以内に済ませ、すぐに出る

こと。

（９） 貴重品の管理は各自で責任を持って行うこと。

予
選
用

決
勝
用



(10) ゴミは、各自の責任において家庭まで持ち帰ること。

(11) 競技中に発生した傷病・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、主催者は責任を負わない。

(12) 大会結果は、明石市陸上競技協会ホームページ、アスリートランキングにて公開する。

１２． その他

（１） 大会開催にあたり、新型コロナウイルス感染症に関する対応については別紙記載の通りとする。

（２） 開門時刻は７：１０（予定）です。市内の中学・高校はまとまって入場し、すぐ準備を行います。

（３） 開門後、入場門内で選手受付・審判受付を行います。

「体調管理チェックシート」「大会出場承諾書（未成年者のみ）」「大会参加料」を提出してください。

（４） 昨今、悪質な写真（ビデオ）の盗撮が横行しています。子どもや選手をこれらの被害から守るために、

大会中撮影が許可されるのは下記の場合に限ります。

① 大会運営本部より許可され、腕章（ゼッケン）をつけた報道カメラマン。

② 大会出場学校の顧問・部員

撮影をされている方に、上記に該当するか、確認をする場合があります。

（５） 当日、午前７時の時点で、明石市に気象警報が発令されている場合は、その日の競技は中止です。

（６） 荒天時でも、警報が発令されていなければ記録会は実施されます。



大会コード：２１２８０７６３

１． 主 催 明石市・明石市体育協

２． 主 管 明石市陸上競技協会

３． 日 時 令和３年（２０２１年）８月８日（日）

☆開会宣言　　９時００分

☆閉会宣言　（予定）

４． 会 場 兵庫県立明石公園陸上競技場　きしろスタジアム 競技場コード：２８３１６０

５． 種 目 ・ 【高校・一般　男子の部】 １５種目

１００ｍ，　２００ｍ，　４００ｍ，　８００ｍ，　１５００ｍ，　５０００ｍ

１１０ｍＨ(1.06-9.14)，　４００ｍＨ(0.914），　４×１００ｍＲ

走高跳，　走幅跳，　三段跳，　砲丸投（6.0kg)，　円盤投(1.75kg)，　やり投（800g)

・ 【高校・一般　女子の部】 １４種目

１００ｍ，　２００ｍ，　４００ｍ，　８００ｍ，　１５００ｍ，　３０００ｍ

１００ｍＨ(0.84-8.50），　４００ｍＨ(0.76)，　４×１００ｍＲ

走高跳，　走幅跳，　砲丸投(4.0kg)，　円盤投(1.0kg)，　やり投(600g)

・ 【中学　男子の部】 １１種目

１００ｍ，　２００ｍ，　４００ｍ，　８００ｍ，　３０００ｍ

１１０ｍＨ(0.914-9.14)，　４×１００ｍＲ

走高跳，　走幅跳，　砲丸投(5.0kg)，　円盤投（1.5kg)

・ 【小学　男子の部】 ３種目

１００ｍ，　１５００ｍ，　４×１００ｍＲ，　走幅跳

・ 【中学　女子の部】 ９種目

１００ｍ，　２００ｍ，　８００ｍ

１００ｍＨ(0.76-8.0)，　４×１００ｍＲ

走高跳，　走幅跳，　砲丸投（2.726kg)，　円盤投（1.0kg)

・ 【小学　女子の部】 ３種目

１００ｍ，　８００ｍ，　４×１００ｍＲ，　走幅跳

６． 競技方法 ・ ２０２１年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会規定によって行う。

・ トラック競技は、１００ｍ、２００ｍ、１００ｍＨ、１１０ｍＨは予選と決勝を行う。

その他の種目は、タイムレース決勝で順位を決定する。

・ フィールド競技は、高さ種目は、各ラウンド２回試技まで。長さ種目は、２回試技を行い、

上位８名が残り２回の試技を行う。

・ アスリートビブス（ゼッケン）は、兵庫陸上競技協会の登録番号を使用する。

・ 競技用シューズについては、競技規則ＴＲ5.2，ＴＲ5.5，ＴＲ5.13.3に適合しないシューズの使用は、

認めない。ただし、小学生はこの規則を適用しない。

・ トラック競技においては、中学生以上すべての靴底厚の測定を行い、規定外の厚さは使用不可。

・ フィールド競技においては、中学生、高校生はＴＲ5.5適用除外措置にて実施する。対応方法は、

中学生は兵庫県中体連、高校生は兵庫県高体連で決められた通りとする。

７． 参加資格 ・ 明石市陸上競技協会登録の選手、もしくは明石市在住、在勤、在学の選手（兵庫陸協登録者）。

・ 小学生は明石市内小学校に在学する５・６年生とする。

・ インターネットや新聞などへ試合結果等が掲載されることや、メディアを通しての情報公開を了承できる者。

令和３年度　明石市総合体育大会　陸上競技大会
第７４回　明石市陸上競技選手権大会

要　　項



８． 出場制限 ・ 一人１種目まで（リレーは含まない）。

・ １校（チーム）１種目の出場制限は、トラックはなし、フィールドは５人以内。

・ リレーは、男女別１校（チーム）１チームまで。

９． 表 彰 各種目３位までに表彰状を授与する。

10． 申 込 料 ・ １種目　中学：５００円　高校以上：６００円　リレー種目：１，０００円　小学生：無料

★申込料は、大会当日受付にてお支払いください。

　お釣りがないように、また、小銭を少なくしてお支払いください（受付を円滑にするため）。

11． 申込方法 ・ 中学はアスリートランキングから申し込みを行う。

・ 中学生以外の申し込みは、明石市陸上競技協会ホームページより申し込みファイルをダウンロードして

メールで添付送信する（akashi_haa@yahoo.co.jp)。

・ アスリートランキング、メールでの申込と合わせて、申し込み一覧表を必ず郵送すること。

【中学生】

・ 中学校陸上競技部に所属している選手は、個人での申し込みはできません。学校単位で申し込みを

してください。

・ 大会ＩＤ／ＰＷは、本年度の明石市陸上競技協会大会用のものを使用する。

・ 審判員の名前は必ず入力する（できるだけ多くの方のご協力をお願いします）。

・ 責任者署名の欄には、申込内容について問い合わせができる方の名前と携帯電話番号を記入する。

・ 申込一覧表の代表者名の欄には、学校長の名前を明記、捺印し、郵送すること。

【個人，小学生・高校生・高専生，団体チーム】

・ 「明石市陸上競技協会」ホームページ上から、申込ファイル（一覧表）をダウンロードし、必要事項を

入力して７／２６必着で申込先までファイルをメール送信し、印刷したものを郵送する。必ず両方行う。

　明石市陸上競技協会ＨＰ http://www.haaa.jp/~akashi/

・ 審判員の名前は必ず入力するようにしてください。

（団体チームの申込も審判ができる方は入力をお願いします）

・ 申込責任者携帯電話の欄には、申込内容について問い合わせができる方の名前と携帯電話番号を

記入して下さい。

・ 代表者名の欄には、所属長の名前（個人の場合は申込者）を明記してください。

≪申込先≫

メールアドレス akashi_haa@yahoo.co.jp

〒673-0867

　明石市大蔵谷奥４－１　明石市立朝霧中学校内　信近清志　宛

　ＦＡＸ　０７８－９１８－５８４６

　※封筒に、『明石市総合体育大会』と明記のこと。

≪申込〆切≫

①　アスリートランキングでの手続き　　２０２１年７月１２日（月）～７月２５日（日）まで。

②　郵送（FAX)での手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月２６日（月）まで。

※　①②両方の手続きを期日までに完了するようにしてください。

≪プログラム編成会議≫

※一部の者で編成を行います。

※ 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を考慮し、競技会を中止する場合もありますので、

下記のことに注意してお申し込み下さい。

・申し込み後も急激な状況変化により、競技会が中止になる場合もありますので、

　明石市陸上競技協会ＨＰをご確認下さい。

・今大会の申込料は、大会が開催できた場合、大会当日に受付にて徴収いたします。

・大会開催の場合、申し込み後は参加の有無にかかわらず申込料はお支払いいただきます。

・今大会のプログラムは作成及び販売はいたしません。明石市陸上競技協会ホームページに

　競技日程・競技注意事項・競技役員・スタートリストをアップしますので、ご確認ください。



12． そ の 他 ・ 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等については、

別記の「2021年度明石市総合体育大会陸上競大会の開催について」で必ず確認すること。

・ 競技場へ入場するためには、『体調管理チェックシート』『大会出場承諾書（※未成年者）』の

提出が必要になります。小学生選手の引率者についても同様とします。

・ 今大会は、無観客で行います。会場に入場できるのは、出場選手、競技役員、顧問・コーチ、補助員、

小学生選手の引率（選手１名につき１名まで）のみになります。

・ 競技日程、競技注意事項、競技役員、スタートリストは、明石市陸上競技協会、アスリートランキングの

ホームページから確認して下さい（郵送はしません）。

・ 競技会中の疾病・事故については、応急処置の他は主催者はその責任を負わない。

・ プログラム記載の競技注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。

・ スパイクシューズのピンは９ｍｍ以下（走高跳は１２ｍｍ以下）のピン。

・ 申込、大会上の結果に関する個人情報は主催者で厳重に保管し、関連データは大会目的以外に

使用することはありません。

参加申込書の提出により、大会プログラム、大会関係Web等への記載を承諾したものとみなします。

あわせて、本協会が認めた報道機関による新聞、雑誌、Webへのデータ及び写真掲載を承諾した

ものとみなします。

・ 大会の結果は、明石市陸上競技協会ホームページ／アスリートランキングにて公開します。



２０２１年７月１１日 

明石市陸上競技協会 

第７４回 明石市陸上競技選手権大会 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、補助員、チーム関係者（監督・顧問）、小学生引率者（１児童につき１名まで）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。 

・更衣室の滞在時間を短時間(３分程度)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） 

  ・手指消毒用のアルコール液を設置する。 

５． 参加者（競技者・競技役員・チーム関係者）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、競技役員、補助員、チーム関係者（監督・顧問）、小学生引率者は、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。 

※必要な書類は明石市陸上競技協会ＨＰから、各自でダウンロードして用意すること。 

２．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。 

３．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」が提出がない場合。 

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。 

 

【競技場への入退場について】 

１． 競技者、競技役員、補助員、チーム関係者の入場ゲートは競技場スタンド南側ゲートに限定する。受付はゲ

ート付近に設置する。補助競技場への行き来は、競技場北門を利用する（アップ、ダウンのみ利用可）。 

２．競技役員、競技者、補助員、チーム関係者には入場許可証（リストバンドを手首に着用）を発行する。入場許

可証の提示のない者、マスクを着用していない者は入場できない。競技場を出て再入場する際は、入場許可証

を提示する。 

 

【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．スタートリスト、リザルトは明石市陸上競技協会ＨＰ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。 



新型コロナウイルス感染症対策について 

 

１ 「大会開催について」ある内容について、参加者全員が順守できるようにしてください。 

 

２ 入場の際の検温・体調管理チェックシートの提出について 

明石市内の中学校・高校は、開門時入場の際に、顧問が以下のことを行ってください。 

①一人一人の検温（各校で非接触体温計を用意してください)。 

②「体調管理チェックシート」の回収時に、一人一人に口頭で体調確認。 

③集合場所では、できる範囲でのソーシャルディスタンスの確保とマスク着用の徹底 

   マスク着用においても大きな声での会話をさせないこと。 

④入場時の手指消毒。 

 

３ 会場内において 

  ①運動中以外のマスク着用を徹底する。 

  ②招集場所や、競技の待機中も必ず着用すること。 

  ②マスクを着用しても近距離、大声での会話は行わない。 

  ③マスクを外す場面での会話は一切行わない。 

  ④飲食する場面では、ソーシャルディスタンスを確保すること。向かい合っての飲食は行わないこと。 

  ⑤手洗い場では石鹸を使用すること。 

  ⑥手指消毒を適宜行うこと。特に共有物を使用する前後は必ず行うこと。 

 

４ 大会終了後２週間の体調を「体調管理チェックシート（大会後）」に記録すること。 

  ＊症状が４日以上続く場合は、必ず最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告すること。 

  ＊保健所、医師会、診療所等に相談後、必ず大会主催者（090-9887-4510）に報告すること。 

  ＊下記に該当する場合は参加（来場）しないでください 

   ①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。 

   ②発熱がなくても風賞状や体調不良がある者。 

   ③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。 

   ④同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。 

 

５ 更衣室、トイレの利用について 

  ＊更衣室の利用は、少人数、短時間（５分以内）とします。なお、感染防止のためシャワーの利用はで

きません。 

 

６ ゴミの処理について 

  ＊感染防止のため競技場内や公園内にゴミ箱はありません。各自で必ず持ち帰ってください。 

   ゴミのポイ捨てや駅付近およびコンビニのゴミ箱への投棄は絶対にしないでください。 



入場受付について（南側ゲートのみ） 

１． 開門時（７：００頃） 

＊明石市内の中学・高校は会場準備として必要な人数は開門時の入場でまとまって入ります。 

＊流れ 

 ①各校で非接触体温計を持参し検温すること。 

 ②体調管理チェックシート（出場承諾書込み）を集める。その際、口頭で健康確認を行う。 

 ③アルコールで手指消毒 

 ④顧問が先頭で入場⇒受付で、体調管理チェックシートと参加料を提出する。 

  ※参加料は釣りがないようにしてください。 

  受付手続きと同時に、選手は入場する。 

 

２． 自分の試合に合わせて来場（自分の競技開始２時間前から入場可） 

＊個人参加の選手、明石市外の学校・チーム、特別な事情のある学校、明石市内の中学・高校で 

会場準備・補助員の役割が当たっていない選手は、自分の試合に合わせて来場し、個人で入 

場手続きを行う。 

＊流れ 

 ①アルコールで手指消毒 

 ②受付で検温 

 ③体調管理チェックシート（出場承諾書込み）の提出。 

 ④参加料の提出（お釣りがないようにしてください）。 

  ※チームとして参加の場合は、代表者がまとめて支払ってください。 

 

退場について（南側ゲートのみ） 

１． 自分の試合に合わせて退場（自分の競技終了１時間以内に退場） 

＊自分の試合が終われば、競技終了１時間以内に退場⇒帰宅する。 

＊補助員、片付け作業のある明石市内の中学・高校の選手は、仕事が終われば退場。 

 

再入場について（南側ゲート・北門） 

１． 競技場を出て再び入場する場合 

＊受付係から、再入場用のリストバンドを受け取り、その場で手首に着用してから競技場外へ

出る。 

＊再入場時には、手指消毒を行い、手首に取り付けたリストバンドを受付係に見せて入場する。 

＊受付にハサミを置いているので、リストバンドを外す際は各自で切り取る。 

＊北門については、サブトラック・公園内でのアップの通行用とする。 



規定外シューズの対応について（ＴＲ５） 

競技注意事項（大会規定）により以下の通りとする。 

（１）競技用シューズについては、競技規則 TR5.2,TR5.5，TR5.13.3 に適合しないシューズの使用は認めない。 

   ただし、小学生はこの規則を適用しない。 

（２）トラック競技においては、中学生以上は、すべての靴底厚の測定を行い、規定外の厚さは使用不可。 

（３）フィールド教においては、中学生以上は、すべての靴底厚の測定を行い、規定外の厚さは使用不可。 

   ただし、中学生、高校生は TR5.5適用除外措置にて実施する。対応方法は、中学生は兵庫県中体連、高校

生は兵庫県高体連で決められた通りとする。 

（４）招集場所での測定時間を短縮するため、開門後から本部席近くにおいて、「ＴＲ５検定」を行う。 

   規定厚のシューズには、以下のシールタグを渡すので、シューズの紐に取り付ける。 

    〇２０ｍｍ以下のシューズ  ⇒ 「検定済み２０ｍｍ」（白色） すべての種目に使用できる。 

    〇２１～２５ｍｍのシューズ ⇒ 「検定済み２５ｍｍ」（緑色） 中長距離、三段跳で使用できる。 

   「ＴＲ５検定」の案内はアナウンスにより知らせる（種目ごとに集まる）。 

   「ＴＲ５検定」を受けていない場合は、招集場で測定を行う。 

（５）カスタマイズされているシューズの使用はできない。 

    ×中敷きを外しているシューズ 

    ×中敷きを既製品から交換しているシューズ 

 

検定の仕方 

①                       ②検定棒（緑の上が２０ｍｍ／赤の上が２５ｍｍ） 

     

 

③                       ④緑の線が見えていないので、２０ｍｍ以下。 

     

２０ｍｍ 
２５ｍｍ 



⑤                       ⑥緑が少し見えているので、２０ｍｍ以上か？ 

      

 

⑦改めてノギスで測定              ⑧２１．０ｍｍなので、２０ｍｍは不可のシューズ 

     

 

⑨検定シールをはる               ⑩ 

     

 

⑪                       ⑫レースで不要の場合は招集後にハサミで切る 

     



高校・一般男子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サイトウ　リュウヤ アカシシミズコウコウ [13.46] ミヤモト　ハルト アカシコウコウ [13.80]

1 508 齋藤　龍哉(2) 明石清水高校 2 178 宮本　温大(2) 明石高校
タグチ　ダイト アカシニシコウコウ [13.01] ウメダ　コウセイ アカシキタコウコウ [11.77]

2 419 田口　大翔(1) 明石西高校 3 375 梅田　晃成(1) 明石北高
ヒラモト　ユウダイ カンサイダイガク [11.50] ノグチ　ケンジ ティーアンドエフドットネットコウベ [11.90]

3 685 平本　裕大(2) 関西大学 4 2447 野口　研治(-) T&F.netKOBE
ミョウエ　リョウタロウ アカシキタコウコウ [11.50] マルバシ　ケント カワサキジュウコウ [11.38]

4 370 明榮　凌太朗(1) 明石北高 5 3075 丸橋　健人(-) 川崎重工
カツヤマ　ヒデアキ アカシキタコウコウ [11.90] サクモト　トモキ アカシキタコウコウ [11.45]

5 364 勝山　英明(2) 明石北高 6 360 作本　智基(2) 明石北高
モリカワ　ユウタ フッコクエーシー [10.87] ミウラ　セイゴ アカシショウコウ [12.23]

6 3574 森川　雄太(-) 復刻ＡＣ 7 784 三浦　勢悟(1) 明石商高
オカザキ　リツキ アカシニシコウコウ [13.01] フジサト　ソラ アカシショウコウ [12.30]

7 418 岡﨑　立輝(1) 明石西高校 8 785 藤里　奏良(1) 明石商高
コニシ　イチタロウ アカシショウコウ [12.00]

8 787 小西　一太朗(1) 明石商高

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般男子200m

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アカマツ　ヤスナリ アカシシリッキョウ [25.92] オクタニ　ナルキ アカシニシコウコウ [25.11]

3 3150 赤松　靖生(-) 明石市陸協 3 407 奥谷　成輝(2) 明石西高校
コンドウ　メイ アカシコウコウ [26.00] ウチムラ　タイチ アカシコウコウ [27.00]

4 185 近藤　芽生(1) 明石高校 4 174 内村　太一(2) 明石高校
ワタナベ　ヤタロウ アカシニシコウコウ [23.94] ツダ　タスク アカシコウコウ [27.00]

5 403 渡邊　哉太朗(2) 明石西高校 5 180 津田　佐功(2) 明石高校
カマガミ　リク アカシコウコウ [27.00] イマオカ　ユウキ アカシシミズコウコウ [23.96]

6 183 鎌上　璃功(1) 明石高校 6 514 今岡　侑希(1) 明石清水高校
イノウエ　アサヒ アカシニシコウコウ [27.22]

7 499 井上　朝陽(2) 明石西高校

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般男子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サガラ　ダイキ アカシニシコウコウ [1:01.01] フクダ　セフン アカシコウコウ [56.00]

2 417 相良　大輝(1) 明石西高校 2 187 福田　世勳(1) 明石高校
ミヤモト　レイ アカシコウコウ [56.00] キノシタ　ショウタ コウベエーシー [52.50]

3 181 宮本　麗偉(2) 明石高校 3 2396 木下　翔太(-) 神戸AC
ツノダ　シュン アカシキタコウコウ [56.21] オシタニ　ソウタ アカシシミズコウコウ [54.00]

4 374 角田　俊(1) 明石北高 4 506 押谷　颯大(2) 明石清水高校
ヒラザワ　タイキ アカシキタコウコウ [57.10] フジイ　イツキ アカシニシコウコウ [53.04]

5 373 平澤　泰輝(1) 明石北高 5 416 藤井　一輝(1) 明石西高校
タナカ　フミタカ アカシキタコウコウ [58.00] フジモト　ユウキ カワサキジュウコウ [49.82]

6 376 田中　章貴(1) 明石北高 6 3072 藤本　悠希(-) 川崎重工
イワサキ　ハヤト アカシコウコウ [1:00.00] コウジロ　リョウタ アカシキタコウコウ [55.00]

7 173 岩﨑　勇翔(2) 明石高校 7 365 神代　竜汰(2) 明石北高

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般男子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　タイセイ アカシコウコウ [2:14.00]

3 186 田中　大晴(1) 明石高校
オオウチ　ハルキ アカシニシコウコウ [2:18.21]

4 420 大内　春樹(1) 明石西高校
ヤマワキ　タカユキ ユー２エム [2:00.00]

5 1937 山脇　孝之(-) U2M
オザキ　セナ フッコクエーシー [2:05.00]

6 3566 尾崎　瀬奈(-) 復刻ＡＣ

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒサマツ　オサム アカシシリクキョウ [4:49.63]

1 3217 久松　治(-) 明石市陸協
イシイ　ダイキ アカシキタコウコウ [4:48.00]

2 378 石井　大喜(1) 明石北高
ナカノ　カイスケ アカシキタコウコウ [4:40.54]

3 372 中野　開友(1) 明石北高
ダンドコ　ケンタ キタオウジアールシー [4:15.00]

4 5265 段床　健太(-) 北王子ＲＣ
オカダ　トシヤ カワサキジュウコウ [4:25.00]

5 3071 岡田　俊哉(-) 川崎重工
カシハラ　シュウタロウ アカシシリッキョウ [4:33.34]

6 3221 柏原　秀太郎(-) 明石市陸協
オオクボ　タカフミ アカシシリッキョウ [4:15.00]

7 3138 大久保　貴史(-) 明石市陸協
マツムラ　シュンタ アカシキタコウコウ [4:40.00]

8 369 松村　駿太(1) 明石北高
ミムラ　ユウノスケ アカシコウコウ [4:40.00]

9 188 三村　友之介(1) 明石高校

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クボゴウチ　カズマ エイガジマ [15.22] ハッタ　アイル ノノイケ [15.43]

2 31892 久保河内　一馬(2) 江井島 2 31421 八田　歩玲(1) 野々池
タカサキ　コウキ オオクボ [13.27] サカネ　ヨウタ オオクボ [13.19]

3 31645 高崎　航希(3) 大久保 3 31641 坂根　陽太(3) 大久保
フジイ　セイタ フタミ [13.30] タナカ　レオ フタミ [11.44]

4 32141 藤井　惺大(2) 二見 4 32116 田中　玲央(3) 二見
ワタタニ　レイ ウオズミヒガシ [14.36] ヤマナカ　タクマ ウオズミヒガシ [13.31]

5 32009 綿谷　玲(1) 魚住東 5 32008 山中　拓馬(1) 魚住東
キノシタ　キョウタロウ オオクボ [11.10] ナガタ　シュンスケ オオクボ [14.34]

6 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 6 31601 永田　俊輔(2) 大久保
オエ　イブキ キヌガワ [15.18] マエダ　ヒナタ アサギリ [14.44]

7 31335 小江　一颯(1) 衣川 7 31175 前田　陽太(1) 朝霧
カワナ　エイト エイガジマ [14.43] サイジョウ　ユウキ アサギリ [15.14]

8 31820 川名　瑛士(1) 江井島 8 31167 西條　佑葵(2) 朝霧

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キムラ　アサヒ ボウカイ [15.50] カタヤマ　ショウタロウ ノノイケ [15.68]

2 31578 木村　旭(1) 望海 2 31431 片山　祥太朗(2) 野々池
ナカオ　イブキ キヌガワ [13.35] トヨムラ　コウタ オオクボ [13.42]

3 31329 中尾　伊吹(2) 衣川 3 31606 豊村　宏太(2) 大久保
カワイ　カズマ オオクラ [11.72] サカモト　ヒデユキ アサギリ [13.08]

4 31272 川井　一馬(3) 大蔵 4 31166 坂本　秀幸(2) 朝霧
フジヌマ　ユウキ アサギリ [14.34] ウエダ　ハルト フタミ [11.72]

5 31177 藤沼　優輝(1) 朝霧 5 32135 上田　悠斗(2) 二見
サノ　ユウマ ノノイケ [13.11] タケダ　ユウヒ フタミ [14.30]

6 31414 佐野　悠真(1) 野々池 6 32137 竹田　悠陽(2) 二見
ツチダ　タカト キヌガワ [14.46] オガワ　リク オオクラ [15.10]

7 31341 土田　陽翔(1) 衣川 7 31211 小川　陸(1) 大蔵
ヨシヤマ　ケイ エイガジマ [15.13] アンドウ　タイガ オオクボ [14.50]

8 31827 吉山　慶(1) 江井島 8 31616 安藤　虎雅(1) 大久保

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キシモト　ジンタ エイガジマ [15.74] ムラカミ　ライシ キヌガワ [15.82]

2 31821 岸本　仁汰(1) 江井島 2 31342 村上　漣武志(1) 衣川
キムラ　ジン オオクラ [13.03] ヒロナガ　リョウ オオクボキタ [13.01]

3 31286 木村　仁(2) 大蔵 3 32276 廣長　凌(2) 大久保北
オオニシ　ゲンキ ウオズミ [13.45] イシバシ　リョウ オオクボキタ [13.49]

4 31917 大西　元貴(2) 魚住 4 32261 石橋　凌(3) 大久保北
マエカワ　ルカ ウオズミヒガシ [14.22] カミモト　アオト オオクボ [14.20]

5 32006 前川　琉嘉(1) 魚住東 5 31610 神本　碧人(1) 大久保
スズキ　ユタカ フタミ [11.97] ハタ　ユウヤ ウオズミヒガシ [12.04]

6 32114 鈴木　穣(3) 二見 6 32017 畑　優矢(3) 魚住東
ムラタ　ショウタ エイガジマ [14.54] ヤスダ　タクマ オオクラ [15.07]

7 31886 村田　翔太(3) 江井島 7 31214 安田　逞(1) 大蔵
タナカ　ソウタロウ ノノイケ [15.09] シモウチ　ショウマ キヌガワ [14.63]

8 31416 田中　壮太朗(1) 野々池 8 31340 下内　翔雅(1) 衣川

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカタ　ココロ エイガジマ [15.83] フジワラ　イツキ アサギリ

1 31823 中田　心紘(1) 江井島 1 31174 藤原　一喜(1) 朝霧
ヤマモト　ムウン ノノイケ ナカ　チヒロ ウオズミヒガシ [15.96]

2 31428 山本　椋雲(1) 野々池 2 32004 中　智広(1) 魚住東
ヨシナリ　ジン オオクラ [12.98] イシイ　シンイチロウ ウオズミ [12.10]

3 31299 吉成　迅(2) 大蔵 3 31903 石井　慎一郎(3) 魚住
ニシオカ　シュウジ ボウカイ [14.19] ウチムラ　ケイタ アサギリ [14.17]

4 31557 西岡　嵩二(2) 望海 4 311770 内村　圭汰(1) 朝霧
キタガワ　カズマ ウオズミヒガシ [13.54] フクマ　ユウイチロウ フタミ [12.89]

5 32022 北川　一真(3) 魚住東 5 32117 福間　悠一郞(3) 二見
オオウラ　ブンタ オオクボ [12.08] イチオカ　ハルト オオクボキタ [13.56]

6 31604 大浦　文太(2) 大久保 6 32291 市岡　晴空(1) 大久保北
ホッタ　ソウタロウ エイガジマ [15.07] オカ　ケイト フタミ [14.64]

7 31888 堀田　聡太郎(3) 江井島 7 32152 岡　恵人(1) 二見
ミウラ　タクマ ボウカイ [14.63] キタダ　アマネ フタミ [15.05]

8 31576 三浦　拓眞(1) 望海 8 32155 北田　天音(1) 二見

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
チバ　ジュウザブロウ オオクラ [15.99] ナカムラ　カナメ ボウカイ [17.53]

1 31216 千葉　柊三朗(1) 大蔵 1 31581 中村　要(1) 望海
ワカマツ　リク オオクラ [19.87] イマイ　アサヒ エイガジマ [16.12]

2 31217 若松　莉久(1) 大蔵 2 31819 今井　朝陽(1) 江井島
ヒウラ　コウキ ノノイケ [12.22] スギノ　ケイゴ キヌガワ [12.72]

3 31460 日浦　皓稀(3) 野々池 3 31336 杉野　慧吾(1) 衣川
ヤマカワ　キョウヤ オオクボキタ [12.88] ヤマオカ　ウタイ オオクボキタ [14.07]

4 32298 山川　恭矢(1) 大久保北 4 32297 山岡　詩依(1) 大久保北
ナガタ　ユウマ ノノイケ [13.59] キタオカ　サイト ボウカイ [13.63]

5 31418 永田　悠真(1) 野々池 5 31567 北岡　才人(2) 望海
ヨシオカ　ショウタ アサギリ [14.16] イナオカ　マナト オオクラ [12.24]

6 31172 吉岡　将汰(1) 朝霧 6 31289 稲岡　愛斗(2) 大蔵
マツダ　ヒロト アサギリ [15.04] タムラ　ダイジュ オオクラ [15.01]

7 31176 松田　裕人(1) 朝霧 7 31212 田村　大樹(1) 大蔵
フナオカ　シュンスケ エイガジマ [14.67] アダチ　タカユキ オオクボ [14.71]

8 31882 舩岡　駿介(3) 江井島 8 31611 足立　嵩征(1) 大久保

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　カズキ ボウカイ [16.15] ハヤシ　ユウト フタミ [16.20]

1 31572 長谷川　和輝(1) 望海 1 32158 林　祐斗(1) 二見
ナカタニ　ユウマ ボウカイ [17.16] タテイシ　ナツキ フタミ [17.05]

2 31569 中谷　悠真(1) 望海 2 32157 立石　夏輝(1) 二見
ハシモト　コウダイ エイガジマ [13.65] タニグチ　トア ウオズミヒガシ [13.70]

3 31825 橋本　耀大(1) 江井島 3 32036 谷口　斗亜(2) 魚住東
マルオ　トキヤ オオクボ [12.48] ヒロセ　ユウ ボウカイ [14.05]

4 31607 丸尾　斗騎哉(2) 大久保 4 31583 廣瀬　友(1) 望海
オチ　イッセイ ウオズミヒガシ [12.72] サトウ　フェイト オオクラ [12.68]

5 32026 越智　一誠(3) 魚住東 5 31282 佐藤　ふぇいと(2) 大蔵
アヤキ　ケンイチロウ ウオズミヒガシ [14.06] ニシワキ　コウキ ウオズミヒガシ [12.49]

6 32020 綾木　健一郎(3) 魚住東 6 32028 西脇　昊希(3) 魚住東
オグラ　リオン オオクボ [14.80] イケダ　タクト エイガジマ [14.82]

7 31615 小倉　龍音(1) 大久保 7 31880 池田　匠人(3) 江井島
イソベ　コウキ ウオズミヒガシ [15.00] コモリ　ヒイロ フタミ [14.98]

8 32001 磯部　航希(1) 魚住東 8 32156 小森　陽彩(1) 二見
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中学男子100m

〈〈 予選 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　カズヤ ボウカイ [16.28] アベ　リョウガ エイガジマ [16.95]

1 31577 長谷川　和哉(1) 望海 1 31818 阿部　凌駕(1) 江井島
トキイ　コウスケ ウオズミ [16.97] トクツ　ケンゴ オオクボ [16.49]

2 31923 時井　晃輔(1) 魚住 2 31612 得津　健吾(1) 大久保
ジョウコウ　マサト フタミ [12.64] ヤマグチ　トア キヌガワ [14.00]

3 32113 上甲　真聖(3) 二見 3 31334 山口　永愛(1) 衣川
ツルクマ　ユズキ ノノイケ [14.04] セト　オウガ ウオズミヒガシ [12.55]

4 31417 鶴熊　柚紀(1) 野々池 4 32024 瀬戸　凰牙(3) 魚住東
ハスイケ　タケル ウオズミ [12.54] スギハラ　コウダイ エイガジマ [13.80]

5 31901 蓮池　尊琉(3) 魚住 5 31893 杉原　煌大(2) 江井島
ミナミゾノ　シュンキ フタミ [13.76] ヤマモト　タイガ オオクボ [12.63]

6 32144 南薗　隼稀(2) 二見 6 31642 山本　大河(3) 大久保
ハタ　ヒロキ ウオズミヒガシ [14.95] ヨシカワ　マサキ ボウカイ [14.85]

7 32040 畑　寛希(2) 魚住東 7 31584 吉川　将生(1) 望海
タマモト　セイヤ アサギリ [14.82] カンダ　トシハル ノノイケ [14.94]

8 31173 玉本　清也(1) 朝霧 8 31413 神田　俊晴(1) 野々池

15組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワモト　ショウタロウ オオクラ [16.61]

1 31215 川本　将太朗(1) 大蔵
オハラ　カンタ オオクラ [16.60]

2 31281 小原　歓大(2) 大蔵
モトゾノ　コタロウ ノノイケ [13.84]

3 31436 本薗　虎太郎(2) 野々池
コンドウ　ユウタ オオクボ [12.55]

4 31605 近藤　裕太(2) 大久保
マツモト　アキト ノノイケ [12.55]

5 31424 松本　晃音(1) 野々池
シバタ　リク キヌガワ [13.98]

6 31338 柴田　流空(1) 衣川
ヤノ　タクマ ボウカイ [14.86]

7 31566 矢野　匠真(2) 望海
ハタナカ　ダイジュ ボウカイ [14.89]

8 31570 幡中　大珠(1) 望海

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サナ　カズヤ キヌガワ [29.61]

2 31324 佐名　一泰(2) 衣川
イデ　テツヒロ フタミ [27.45]

3 32132 井出　鉄博(2) 二見
ミヤケ　レイト エイガジマ [23.45]

4 31883 三宅　嶺翔(3) 江井島
ヨウ　リンタロウ オオクボ [23.22]

5 31639 葉　凛太郎(3) 大久保
カワモト　カズキ フタミ [26.00]

6 32136 川本　一輝(2) 二見
ナカノ　ルイ オオクラ [28.68]

7 31291 中野　琉生(2) 大蔵
タニグチ　イブキ オオクラ [27.86]

8 31295 谷口　依武紀(2) 大蔵

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イチカワ　シュンキ ウオズミ クボ　ユウク ボウカイ [55.52]

3 31926 市川　隼樹(1) 魚住 3 31552 久保　優雲(3) 望海
サカイ　タケル オオクボキタ [1:05.00] オオニシ　セイト フタミ [52.41]

4 32294 榮井　勇琉(1) 大久保北 4 32110 大西　勢翔(3) 二見
キド　ユズハ ウオズミ マエサカ　モトミ オオクボキタ [55.00]

5 31924 城戸　柚楓(1) 魚住 5 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北
オクヤ　ミズキ フタミ [1:06.00] ヤブニシ　ハヤト エイガジマ [56.90]

6 32154 奥屋　瑞葵(1) 二見 6 31890 藪西　隼大(3) 江井島
イノマタ　ユウヒ フタミ [59.66]

7 32133 猪股　勇陽(2) 二見

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワダ　トモキ ウオズミ ワキヤマ　イノ ボウカイ

1 31925 和田　朋樹(1) 魚住 1 31580 脇山　一之(1) 望海
オオヤ　ソウタ ノノイケ サカイ　コウヘイ キヌガワ

2 31412 大屋　宗太(1) 野々池 2 31337 酒井　皓平(1) 衣川
タケナカ　シュウホ キヌガワ キモト　ヤヨイ ウオズミ

3 31328 竹中　柊歩(2) 衣川 3 31930 木本　朔久弥(1) 魚住
カトウ　ライチ ウオズミ ハラ　ケイゴ ボウカイ

4 31928 加藤　來一(1) 魚住 4 31574 原　慶伍(1) 望海
マナベ　エイタロウ ノノイケ ヒナミ　トモキ ウオズミ

5 31425 真鍋　瑛太郎(1) 野々池 5 31931 日並　智規(1) 魚住
タニガワ　ソウア ウオズミ サワイ　サトシ キヌガワ [2:54.09]

6 31932 谷川　颯空(1) 魚住 6 31325 澤井　惺(2) 衣川
ナガヨシ　ユウスケ ノノイケ モトヤマ　ヨシノスケ ウオズミヒガシ [3:30.00]

7 31419 永吉　優介(1) 野々池 7 32007 本山　義之助(1) 魚住東
タカサカ　コウゾウ キヌガワ フクダ　ユウマ アサギリ [3:04.00]

8 31327 髙阪　鴻蔵(2) 衣川 8 31162 福田　悠真(2) 朝霧
ゴトウ　ショウム ボウカイ ハオカ　ユア ウオズミヒガシ [2:48.71]

9 31579 後藤　翔夢(1) 望海 9 32005 羽岡　諭吾(1) 魚住東
ムタグチ　ユウト フタミ クマモト　コウタ キヌガワ [3:44.16]

10 32159 牟田口　優人(1) 二見 10 31322 熊本　虹太(2) 衣川
ハヤシダ　コウキ ウオズミ ヤマシタ　リョウ ボウカイ

11 31929 林田　幸希(1) 魚住 11 31573 山下　諒(1) 望海
チャタニ　ダイナ オオクボ サカイ　ソウシ ボウカイ

12 31613 茶谷　太偉和(1) 大久保 12 31571 酒井　蒼史(1) 望海
タケナワ　ソウマ ウオズミ タナカ　コウダイ ノノイケ

13 31927 竹縄　颯実(1) 魚住 13 31415 田中　滉大(1) 野々池

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオサキ　カズヤ オオクボ [2:41.02] ニシムラ　ユウト ウオズミヒガシ [2:23.18]

1 31602 大崎　和也(2) 大久保 1 32034 西村　悠人(2) 魚住東
オカモト　タツト フタミ [2:46.33] ヨシフサ　ケンタ ノノイケ [2:22.36]

2 32153 岡本　竜斗(1) 二見 2 31438 吉房　健太(2) 野々池
クスダ　アキト ウオズミヒガシ [2:48.30] イマイケ　アツシ ボウカイ [2:25.20]

3 32002 楠田　輝翔(1) 魚住東 3 31558 今池　篤志(2) 望海
ヤギ　カイセイ オオクボキタ [2:41.11] ウエダ　アオイ ボウカイ [2:29.77]

4 32280 屋宜　海靖(2) 大久保北 4 31559 上田　蒼(2) 望海
トヨシマ　コウ ウオズミヒガシ [2:46.64] ムロイ　シキ エイガジマ [2:30.00]

5 32003 豊嶋　幸羽(1) 魚住東 5 31826 室井　志葵(1) 江井島
ニシウミ　ユウゴ フタミ [2:31.29] ウエダ　タクト オオクボ [2:04.09]

6 32139 西海　悠悟(2) 二見 6 31647 植田　拓隼(3) 大久保
ササキ　ユイ ウオズミヒガシ [2:34.28] タキオカ　カズヒサ オオクラ [2:04.00]

7 32032 佐々木　維(2) 魚住東 7 31269 瀧岡　千悠(3) 大蔵
イハラ　テルヒト ウオズミヒガシ [2:31.56] イトウ　ユウマ ウオズミ [2:13.51]

8 32030 井原　輝人(2) 魚住東 8 31916 伊東　祐真(2) 魚住
ヤマサキ　リオ アサギリ [2:32.33] タカマツ　ケント ボウカイ [2:08.13]

9 31160 山崎　凜士(2) 朝霧 9 31555 高松　健斗(3) 望海
ハヤシ　ヒバリ ノノイケ [2:37.33] タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ [2:21.50]

10 31435 林　翔春(2) 野々池 10 32038 髙橋　草太(2) 魚住東
ミキ　コタロウ オオクボキタ [2:37.36] ツジモト　ユウダイ オオクラ [2:20.61]

11 32278 三木　琥太朗(2) 大久保北 11 31287 辻本　祐大(2) 大蔵
タノウエ　ダイチ エイガジマ [2:40.41] タナカ　シンノスケ アサギリ [2:17.54]

12 31822 田上　大智(1) 江井島 12 31144 田中　慎乃亮(3) 朝霧
オオニシ　ソウマ フタミ [2:39.17] イノウエ　ソウタ ウオズミ [2:14.79]

13 32151 大西　颯真(1) 二見 13 31904 井上　颯大(3) 魚住
フルサワ　ナオマ オオクラ [2:34.34] フジモト　ソウイチロウ アサギリ [2:16.95]

14 31292 古澤　尚真(2) 大蔵 14 31164 藤本　宗一郎(2) 朝霧
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中学男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マスダ　ユウキ ノノイケ

1 31422 増田　悠希(1) 野々池
ナカムラ　ショウタ ボウカイ

2 31568 中村　祥太(2) 望海
ホンダ　ユウマ フタミ [10:57.84]

3 32143 本田　悠真(2) 二見
サイトウ　ムツキ ウオズミヒガシ [12:36.77]

4 32033 齋藤　睦季(2) 魚住東
ミヤモト　ヨシナリ エイガジマ [10:37.44]

5 31891 宮本　義成(3) 江井島
サクライ　コウイチ ウオズミヒガシ [10:35.13]

6 32031 櫻井　輝一(2) 魚住東
ナカザト　ユウキ フタミ [11:40.70]

7 32138 中里　裕貴(2) 二見
コバヤシ　リョウヤ フタミ [11:37.45]

8 32112 小林　涼也(3) 二見
タナカ　トウヤ キヌガワ

9 31339 田中　斗也(1) 衣川
カキハラ　コウタ フタミ [10:43.77]

10 32111 柿原　洸太(3) 二見
サエキ　ハルト アサギリ [9:14.00]

11 31142 佐伯　遥大(3) 朝霧
ナカガキ　ハヤト オオクラ [9:19.94]

12 31283 中垣　颯斗(2) 大蔵
イワサキ　リョウマ アサギリ [9:17.98]

13 31149 岩﨑　竜馬(3) 朝霧
サナダ　ダイスケ オオクボ [9:13.64]

14 31655 真田　大輔(3) 大久保
ニイダ　リュウノスケ オオクボ [10:00.64]

15 31652 仁井田　竜之介(3) 大久保
サトウ　ユウスケ オオクボ [9:37.02]

16 31651 佐藤　祐介(3) 大久保
マツイ　カエデ フタミ [10:28.14]

17 32119 松井　楓(3) 二見
ヨシムラ　ユウキ オオクボ [9:52.00]

18 31656 吉村　悠希(3) 大久保
アリタ　イツキ ボウカイ [10:05.96]

19 31563 有田　一稀(2) 望海
モモキ　アイキ アサギリ [9:24.92]

20 31165 桃木　愛希(2) 朝霧
ドウウチ　ツバサ ノノイケ [9:43.32]

21 31458 堂内　翼(3) 野々池
タマダ　ショウヘイ アサギリ [9:46.00]

22 31145 玉田　匠平(3) 朝霧
ハギワラ　ユウキ エイガジマ [10:25.00]

23 31824 萩原　優紀(1) 江井島
マエガタ　リョウ エイガジマ [10:11.52]

24 31889 前潟　諒(3) 江井島
サダヒラ　ハルヒ オオクボ [9:37.32]

25 31654 貞平　春陽(3) 大久保

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハシモト　リント ノノイケ アリマ　エイタ ノノイケ

1 31420 橋本　凜翔(1) 野々池 1 31411 有馬　瑛太(1) 野々池
マツオ　フウト ノノイケ イワサ　カンタ ウオズミ

2 31423 松尾　颯斗(1) 野々池 2 31922 岩佐　寛太(2) 魚住
シブヤ　コウセイ ボウカイ [17.33] マツオカ　カズマ ボウカイ [16.50]

3 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 3 31553 松岡　一真(3) 望海
カドワキ　トモヤ ボウカイ [18.07] ウメタニ　タイセイ ボウカイ [18.37]

4 31554 門脇　僚哉(3) 望海 4 31560 梅谷　大惺(2) 望海
ウメダ　ホクト オオクボキタ [19.57] キムラ　ユウタ オオクラ [18.12]

5 32271 梅田　北斗(2) 大久保北 5 31290 木村　優太(2) 大蔵
マエダ　リンスケ ノノイケ [15.21] ミサワ　ケンシン フタミ [15.32]

6 31464 前田　凛佑(3) 野々池 6 32120 三澤　堅心(3) 二見
ヤマナカ　リュウセイ ノノイケ カタヤマ　イツキ オオクボキタ [22.00]

7 31426 山中　琉生(1) 野々池 7 32292 片山　樹(1) 大久保北
フクダ　ユウト エイガジマ [19.61] ミヤワキ　ソウタ オオクボキタ [22.00]

8 31885 福田　悠仁(3) 江井島 8 32296 宮脇　奏多(1) 大久保北

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
アサギリ [53.00] ウオズミヒガシ [48.14]

3 朝霧 6 魚住東
[  ] サカモト　ヒデユキ [  ] ヨシオカ　ショウタ [  ] サトウ　ソウスケ [  ] ハタ　ユウヤ [  ] キタガワ　カズマ

31166 坂本 秀幸(2) 31172 吉岡 将汰(1) 32016 佐藤 颯佑(3) 32017 畑 優矢(3) 32022 北川 一真(3)

[  ] フジワラ　イツキ [  ] ウチムラ　ケイタ [  ] セト　オウガ [  ] オチ　イッセイ [  ] ニシワキ　コウキ

31174 藤原 一喜(1) 311770 内村 圭汰(1) 32024 瀬戸 凰牙(3) 32026 越智 一誠(3) 32028 西脇 昊希(3)

ウオズミ キヌガワ

4 魚住 7 衣川
[  ] オオニシ　ゲンキ [  ] イワサ　カンタ [  ] キド　ユズハ [  ] サナ　カズヤ [  ] ナカオ　イブキ

31917 大西 元貴(2) 31922 岩佐 寛太(2) 31924 城戸 柚楓(1) 31324 佐名 一泰(2) 31329 中尾 伊吹(2)

[  ] イチカワ　シュンキ [  ] タケモト　ソウシロウ [  ] ハヤシ　ソウマ [  ] スギノ　ケイゴ

31926 市川 隼樹(1) 31933 竹本 蒼士朗(2) 31330 林 颯馬(2) 31336 杉野 慧吾(1)

エイガジマ [48.87]

5 江井島
[  ] ハシモト　コウダイ [  ] ミヤケ　レイト [  ] ナカタ　フミト

31825 橋本 耀大(1) 31883 三宅 嶺翔(3) 31884 中田 史斗(3)

[  ] フクダ　ユウト [  ] ヤブニシ　ハヤト

31885 福田 悠仁(3) 31890 藪西 隼大(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オオクボキタ [48.00] オオクボ [45.10]

2 大久保北 5 大久保
[  ] ウメダ　ホクト [  ] カドノ　ハルト [  ] ヒロナガ　リョウ [  ] オオウラ　ブンタ [  ] ヨウ　リンタロウ

32271 梅田 北斗(2) 32273 楞野 陽斗(2) 32276 廣長 凌(2) 31604 大浦 文太(2) 31639 葉 凛太郎(3)

[  ] マエサカ　モトミ [  ] イチオカ　ハルト [  ] ヤマカワ　キョウヤ [  ] ヤマモト　タイガ [  ] キノシタ　キョウタロウ

32277 前坂 孟毅(2) 32291 市岡 晴空(1) 32298 山川 恭矢(1) 31642 山本 大河(3) 31643 木下 恭太朗(3)

フタミ [45.08] オオクラ [46.32]

3 二見 6 大蔵
[  ] オオニシ　セイト [  ] ジョウコウ　マサト [  ] スズキ　ユタカ [  ] タキオカ　カズヒサ [  ] カワイ　カズマ [  ] モリ　ヒサアキ

32110 大西 勢翔(3) 32113 上甲 真聖(3) 32114 鈴木 穣(3) 31269 瀧岡 千悠(3) 31272 川井 一馬(3) 31273 森 悠晃(3)
[  ] タナカ　レオ [  ] ミサワ　ケンシン [  ] ワキモト　タクミ [  ] サトウ　フェイト [  ] イナオカ　マナト [  ] ヨシナリ　ジン

32116 田中 玲央(3) 32120 三澤 堅心(3) 32121 脇本 拓海(3) 31282 佐藤 ふぇいと(2) 31289 稲岡 愛斗(2) 31299 吉成 迅(2)
ボウカイ [47.00] ノノイケ [47.50]

4 望海 7 野々池
[  ] カトウ　タイガ [  ] クボ　ユウク [  ] マツオカ　カズマ [  ] タグチ　フミヤ [  ] タナカ　カイト

31551 加藤 大雅(3) 31552 久保 優雲(3) 31553 松岡 一真(3) 31455 田口 詞也(3) 31456 田中 快翔(3)

[  ] カドワキ　トモヤ [  ] タカマツ　ケント [  ] シブヤ　コウセイ [  ] ナカオ　イブキ [  ] マエダ　リンスケ

31554 門脇 僚哉(3) 31555 高松 健斗(3) 31564 渋谷 洸晴(2) 31459 中尾 維吹(3) 31464 前田 凛佑(3)

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワキモト　タクミ フタミ [1.74]

1 32121 脇本　拓海(3) 二見
オカムラ　タクト オオクボキタ [1.30]

2 32272 岡村　卓和(2) 大久保北
オマツ　トア ボウカイ [1.53]

3 31561 尾松　永愛(2) 望海
ワキタ　ナオト ノノイケ [1.40]

4 31440 脇田　直人(2) 野々池
ムカイ　リオウ オオクボキタ [1.35]

5 32279 向井　利旺(2) 大久保北
ナカガワ　ヒロフミ オオクラ [1.40]

6 31284 中川　裕文(2) 大蔵
カトウ　タイガ ボウカイ [1.71]

7 31551 加藤　大雅(3) 望海
タケモト　ソウシロウ ウオズミ [1.35]

8 31933 竹本　蒼士朗(2) 魚住

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリ　ヒサアキ オオクラ

1 31273 森　悠晃(3) 大蔵
ヨネザワ　リュウセイ ノノイケ [4.10]

2 31439 米澤　隆惺(2) 野々池
モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ [4.06]

3 31918 森岡　将一朗(2) 魚住
スナダ　イッペイ フタミ [5.78]

4 32115 砂田　一平(3) 二見
ヤマグチ　トワ オオクボキタ [4.00]

5 32299 山口　斗和(1) 大久保北
オバタ　ユウキ ノノイケ [4.90]

6 31453 小畑　侑輝(3) 野々池
タカダ　ユウガ ノノイケ [3.41]

7 31433 髙田　侑雅(2) 野々池
ノムラ　タクミ アサギリ [5.03]

8 31146 野村　逞海(3) 朝霧
カドノ　ハルト オオクボキタ [5.13]

9 32273 楞野　陽斗(2) 大久保北
ハヤシ　ソウマ キヌガワ

10 31330 林　颯馬(2) 衣川
イデ　ハルト ノノイケ [5.23]

11 31451 井出　遥斗(3) 野々池
ナカモト　リュウシ ボウカイ [4.28]

12 31562 中本　龍志(2) 望海
タキイ　リュウガ ウオズミ [5.04]

13 31902 滝井　琉雅(3) 魚住
スズキ　ユウセイ オオクボキタ [4.41]

14 32274 鈴木　悠聖(2) 大久保北
タナカ　カイト ノノイケ [5.70]

15 31456 田中　快翔(3) 野々池
イハラ　アオバ フタミ [6.15]

16 32134 井原　碧葉(2) 二見
ワタナベ　ライト ウオズミ [3.72]

17 31921 渡辺　羅依斗(2) 魚住
アオキ　ルイガ フタミ [4.10]

18 32131 青木　流雅(2) 二見
ワタナベ　ソウタ オオクボキタ [3.50]

19 32200 渡邊　蒼大(1) 大久保北
カタシバ　シュン ウオズミ [4.02]

20 31913 片芝　舜(2) 魚住

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子砲丸投  5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ゴトウ　リク オオクラ [12.83]

1 31262 後藤　璃久(3) 大蔵
ナカオ　イブキ ノノイケ [11.52]

2 31459 中尾　維吹(3) 野々池
アンラク　ダイキ ウオズミヒガシ [9.26]

3 32025 安楽　大輝(3) 魚住東
ブラウン　チャドカナメ フタミ [9.18]

4 32142 ブラウン　チャド叶(2) 二見
ナカタ　フミト エイガジマ [8.63]

5 31884 中田　史斗(3) 江井島
ニシムラ　リョウタ ノノイケ [7.46]

6 31434 西村　涼太(2) 野々池
サノ　ジュキヤ ウオズミヒガシ [7.39]

7 32039 佐野　樹輝弥(2) 魚住東
クラハシ　ソウスケ ノノイケ [5.57]

8 31432 倉橋　奏佑(2) 野々池
タケガワ　ヨウイチロウ オオクラ

9 31218 竹川　陽一朗(1) 大蔵
スギモト　ハンジ キヌガワ

10 31326 杉本　帆志(2) 衣川
ムラカミ　ケイジ オオクラ

11 31213 村上　慶次(1) 大蔵

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子円盤投  1.5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカセ　ソウタ オオクラ [42.30]

1 31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵
オダ　リョウスケ ウオズミ [26.34]

2 31900 小田　涼介(3) 魚住
ネギ　ケンタロウ ウオズミ [23.02]

3 31915 根木　健太郎(2) 魚住
ササタニ　コウシロウ ボウカイ [22.76]

4 31565 笹谷　昊士朗(2) 望海
ヒガシモト　アユム エイガジマ [21.95]

5 31887 東本　歩(3) 江井島
ヤマダ　トモアキ オオクラ [21.00]

6 31293 山田　睦明(2) 大蔵
ウエダ　ハヤト オオクラ [19.01]

7 31285 上田　隼大(2) 大蔵
マスダ　エイト オオクラ [18.18]

8 31298 増田　英翔(2) 大蔵
イマクラ　ジュンヤ ウオズミ [16.27]

9 31919 今倉　潤哉(2) 魚住
ミツカワ　タクト オオクボキタ [8.03]

10 32281 光川　拓斗(2) 大久保北
シマモト　サトリ オオクラ

11 31200 島本　智理(2) 大蔵
マエダ　リュウキ ボウカイ

12 31575 前田　龍稀(1) 望海

Powerd by AthleteRanking.com



小学男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシサカ　ナツキ タカオカニシ [16.50]

3 322 西阪　夏樹(5) 高丘西
ナカヤマ　マサヒロ シンダイフゾクショウガッコウ

4 300 中山　将嘉(5) 神大附属小学校

ミヤワキ　ガク タカオカニシ [15.64]

5 322 宮脇　岳(6) 高丘西
ニシウラ　シンノスケ マツガオカ

6 317 西浦　心乃助(6) 松が丘小学校

Powerd by AthleteRanking.com



小学男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムラカミ　ナオキ アカシジェイアールシー [5:19.00]

1 329 村上　直樹(6) 明石JRC
オオイ　エイタ アカシジェイアールシー [6:00.00]

2 329 大井　瑛多(5) 明石JRC
サシマタ　ユズキ アカシジェイアールシー [6:12.00]

3 329 刺又　柚貴(5) 明石JRC
カワイ　トウヤ アカシジェイアールシー [6:24.59]

4 329 河合　橙哉(5) 明石JRC
タナカ　ハルト アカシジェイアールシー [5:06.79]

5 329 田中　遥人(6) 明石JRC
マツモト　リク アカシジェイアールシー [6:27.00]

6 329 松本　璃久(5) 明石JRC
オノ　フミヤ アカシジェイアールシー [5:16.00]

7 329 苧野　文也(6) 明石JRC

Powerd by AthleteRanking.com



小学男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
マツガオカ

5 松が丘小学校
[  ] クバ　コウセイ [  ] ツネミ　ナオキ

317 久葉 光惺(6) 317 常深 直樹(6)
[  ] ハラダ　コウタ [  ] ニシウラ　シンノスケ

317 原田 琥太(6) 317 西浦 心乃助(6)

Powerd by AthleteRanking.com



小学男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オク　シュウタ タカオカニシ

1 322 奥　柊太(5) 高丘西
アリマ　ハルト タカオカニシ

2 322 有馬　暖人(5) 高丘西

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オンダ　ミオ アカシニシコウコウ [13.12] ダテ　ナルミ アカシニシコウコウ [13.45]

3 463 恩田　美桜(1) 明石西高校 3 447 伊達　成美(2) 明石西高校
ウエダ　ミサキ アカシキタコウコウ [13.65] フジモト　ナナコ アカシキタコウコウ [14.30]

4 340 上田　心咲(1) 明石北高 4 336 藤本　菜々子(1) 明石北高
ヒラノ　メイ アカシショウコウ [14.41] イチイ　ヒナコ アカシコウコウ [14.00]

5 721 平野　愛依(1) 明石商高 5 143 市位　陽奈子(1) 明石高校
シミズ　マナミ アカシショウコウ [13.59] ヨシザワ　カリン アカシニシコウコウ [13.21]

6 707 清水　愛望(2) 明石商高 6 460 ??澤　佳倫(1) 明石西高校
トミナガ　リホ アカシキタコウコウ [14.50] フジワラ　アイ アカシコウコウ [15.00]

7 333 冨永　里歩(2) 明石北高 7 141 藤原　愛依(1) 明石高校

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サトウ　コハナ アカシキタコウコウ [26.79]

3 324 佐藤　小花(2) 明石北高
ウエダ　ナナミ アカシニシコウコウ [27.24]

4 457 植田　菜々美(1) 明石西高校
ヤマモト　カンナ アカシシミズコウコウ [29.65]

5 588 山本　栞菜(1) 明石清水高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホリ　ココネ アカシキタコウコウ [1:10.00]

3 337 堀　心寧(1) 明石北高
ヒラザワ　マイ アカシキタコウコウ [1:05.00]

4 342 平澤　舞(1) 明石北高
キタサコ　マリア アカシショウコウ [1:10.00]

5 720 北迫　茉梨愛(1) 明石商高

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コナカ　キホ アカシキタコウコウ [2:40.54]

3 326 小中　輝歩(2) 明石北高
ミヤムラ　サラ アカシニシコウコウ [2:33.57]

4 448 宮村　咲楽(2) 明石西高校
カジマル　ユウナ アカシシミズコウコウ [2:46.78]

5 587 梶丸　優那(1) 明石清水高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タモト　ミホ アカシコウコウ [6:00.00]

1 139 田本　実穂(1) 明石高校
サイトウ　ハナ アカシニシコウコウ [6:11.11]

2 465 齋藤　花菜(1) 明石西高校
マツムラ　カナデ アカシキタコウコウ [5:30.00]

3 339 松村　奏(1) 明石北高
タカハシ　ユズナ アカシニシコウコウ [6:12.11]

4 459 高橋　柚凪(1) 明石西高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イナトミ　サキ アカシキタコウコウ [13:00.00]

1 338 稲富　早紀(1) 明石北高
ナガオ　マイカ アカシキタコウコウ [11:56.75]

2 332 長尾　苺花(2) 明石北高
ナカイ　ヒナ アカシキタコウコウ [11:03.56]

3 331 仲井　陽菜(2) 明石北高

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子100mH (84.0:13-8.5-10.5)

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシモト　ミフウ アカシニシコウコウ [16.51]

4 445 芳本　望楓(2) 明石西高校
マツモト　モネ アカシショウコウ [15.35]

5 702 松本　百音(3) 明石商高

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子400mH  76.2:45-35-40 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワシモ　サリハ アカシニシコウコウ [1:15.11]

4 454 川下　さりは(1) 明石西高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
アカシコウコウ [58.00] アカシニシコウコウ [50.17]

4 明石高校 6 明石西高校
[  ] クワハラ　アオイ [  ] タカノ　メイ [  ] タモト　ミホ [  ] ヨシモト　ミフウ [  ] ダテ　ナルミ [  ] カワシモ　サリハ

137 桑原 葵(1) 138 髙野 恵生(1) 139 田本 実穂(1) 445 芳本 望楓(2) 447 伊達 成美(2) 454 川下 さりは(1)

[  ] フクシマ　マイ [  ] フジワラ　アイ [  ] イチイ　ヒナコ [  ] ウエダ　ナナミ [  ] ヨシザワ　カリン [  ] オンダ　ミオ

140 福島 舞(1) 141 藤原 愛依(1) 143 市位 陽奈子(1) 457 植田 菜々美(1) 460 ??澤 佳倫(1) 463 恩田 美桜(1)
アカシキタ [52.50]

5 明石北
[  ] サトウ　コハナ [  ] トクツ　ナルミ [  ] トミナガ　リホ

324 佐藤 小花(2) 328 得津 成美(2) 333 冨永 里歩(2)
[  ] フジモト　ナナコ [  ] ウエダ　ミサキ [  ] ヒラザワ　マイ

336 藤本 菜々子(1) 340 上田 心咲(1) 342 平澤 舞(1)

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカタ　サキ アカシショウコウ [1.61]

1 709 髙田　紗希(2) 明石商高
カシワギ　ミサキ アカシニシコウコウ [1.41]

2 451 柏木　美早紀(2) 明石西高校
イシノ　タマキ アカシニシコウコウ [1.35]

3 458 石野　多麻季(1) 明石西高校
ウメダ　ユウナ アカシニシコウコウ [1.31]

4 461 梅田　祐菜(1) 明石西高校
クワハラ　アオイ アカシコウコウ [1.20]

5 137 桑原　葵(1) 明石高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワモト　セナ アカシショウコウ [4.95]

1 718 岩本　聖菜(2) 明石商高
ハシモト　フウカ アカシショウコウ [4.95]

2 708 橋本　風花(2) 明石商高
トクツ　ナルミ アカシキタコウコウ [4.78]

3 328 得津　成美(2) 明石北高
アオエツ　サトコ アカシニシコウコウ [4.51]

4 464 青悦　聡子(1) 明石西高校
ヨシカワ　マナト アカシニシコウコウ [4.41]

5 452 吉川　愛都(2) 明石西高校
フクシマ　マイ アカシコウコウ [4.20]

6 140 福島　舞(1) 明石高校
カトウ　ミユウ アカシキタコウコウ [4.18]

7 341 加藤　心優(1) 明石北高
アンドウ　ユイ アカシニシコウコウ [4.17]

8 456 安藤　優衣(1) 明石西高校
シライシ　ノア アカシニシコウコウ [4.01]

9 453 白石　乃彩(2) 明石西高校
タカノ　メイ アカシコウコウ [3.50]

10 138 髙野　恵生(1) 明石高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子砲丸投  4k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アシダ　メイ アカシショウコウ [6.25]

1 716 足田　愛結(2) 明石商高
コニシ　セリナ アカシニシコウコウ [7.51]

2 462 小西　芹奈(1) 明石西高校
スイヅ　ヒカリ アカシニシコウコウ [7.14]

3 449 水津　光(2) 明石西高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カモガワ　キョウカ アカシショウコウ [29.47]

1 710 鴨川　京加(2) 明石商高
クスモト　サクラ アカシニシコウコウ [28.61]

2 444 楠本　さくら(2) 明石西高校
ヤマサキ　コトミ アカシコウコウ [18.00]

3 142 山崎　琴美(1) 明石高校

Powerd by AthleteRanking.com



高校・一般女子やり投  600g 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シラカワ　カオリ アカシキタコウコウ [25.00]

1 330 白川　香織(2) 明石北高
シオザキ　スミネ アカシショウコウ [20.87]

2 711 塩崎　澄音(2) 明石商高

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナガノ　リン オオクラ [16.31] キムラ　ハルカ オオクボキタ [16.36]

2 31226 永野　凜(1) 大蔵 1 32259 木村　晴香(1) 大久保北
フジイ　リコ エイガジマ [14.95] カネシロ　ミユウ オオクボキタ

3 31817 藤井　莉子(1) 江井島 2 32255 金城　心結(1) 大久保北
ニシウミ　ココナ ウオズミヒガシ [15.62] ハヤシ　ワカナ フタミ [15.55]

4 32040 西海　心菜(1) 魚住東 3 32138 林　わかな(2) 二見
タナカ　サホ アサギリ [12.66] キヌガサ　カナコ オオクボ [14.82]

5 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 4 31601 衣笠　華奈子(2) 大久保
カワイ　ハル オオクボ [14.97] ミヤムラ　ソラ オオクボキタ [15.05]

6 31633 川井　波瑠(1) 大久保 5 32269 宮村　宙楽(1) 大久保北
ヨコタ　フウカ ボウカイ [16.28] ロバアト　プリスカ オオクボキタ [12.88]

7 31503 横田　楓華(1) 望海 6 32210 ロバート　プリスカ(3) 大久保北
タナベ　サキ ウオズミヒガシ [15.65] オカダ　メイ エイガジマ [16.22]

8 32039 田鍋　咲希(1) 魚住東 7 31814 岡田　芽依(1) 江井島
ニシウミ　ココネ オオクボ [15.65]

8 31621 西海　心音(1) 大久保

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒサマツ　モモ ウオズミヒガシ [16.36] コンドウ　ヒカル ウオズミヒガシ

1 32041 久松　もも(1) 魚住東 1 32035 近藤　光(1) 魚住東
トリイ　ソフィヤ フタミ フジタ　ワカナ オオクボ [16.37]

2 32157 鳥井　ソフィヤ(1) 二見 2 31626 藤田　和奏(1) 大久保
イトウ　サエ オオクボ [13.09] タケザワ　ユメ オオクラ [15.53]

3 31631 伊藤　紗英(1) 大久保 3 31221 竹澤　結愛(1) 大蔵
キシモト　ココミ オオクボキタ [15.55] イナダ　マユ ノノイケ [13.40]

4 32256 岸本　心美(1) 大久保北 4 31461 稲田　茉侑(3) 野々池
フクイ　コトミ エイガジマ [14.70] フジイ　ミカナ オオクボ [14.67]

5 31804 福井　琴未(3) 江井島 5 31603 藤井　心叶(2) 大久保
マツオ　シオン ウオズミヒガシ [15.06] オカザキ　ユウリ キヌガワ [15.12]

6 32032 松尾　心穏(2) 魚住東 6 31342 岡﨑　悠莉(1) 衣川
サカグチ　ユメ ウオズミヒガシ [15.69] カタヤマ　カノア エイガジマ [15.71]

7 32036 坂口　優芽(1) 魚住東 7 31815 片山　叶愛(1) 江井島
ホヅミ　ミサキ ボウカイ [16.20] コモン　セイラ ウオズミ [16.18]

8 31507 保積　瑞咲(1) 望海 8 31985 古門　星徠(1) 魚住

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イイノ　サラ エイガジマ [16.40] イデ　モモカ ノノイケ [17.28]

1 31812 飯野　咲来(1) 江井島 1 31432 井出　桃禾(1) 野々池
フジイ　メイ ノノイケ [22.12] オカモト　ユウカ キヌガワ [16.45]

2 31466 藤井　萌衣(3) 野々池 2 31340 岡本　優香(1) 衣川
コザキ　ツキノ オオクボ [14.65] ススメ　ユウカ フタミ [14.56]

3 31612 小﨑　月乃(2) 大久保 3 32153 前　優花(1) 二見
イケダ　サユナ オオクボキタ [13.51] スギヤマ　ウルハ エイガジマ [13.53]

4 32221 池田　咲結菜(2) 大久保北 4 31802 杉山　麗羽(3) 江井島
ハタ　ニナ オオクボ [15.53] ナカタ　エリ オオクボ [15.19]

5 31609 畑　仁梛(2) 大久保 5 31602 中田　英里(2) 大久保
コサカ　ミユウ オオクボキタ [15.15] マツムラ　アカネ オオクボ [15.52]

6 32227 小坂　心優(2) 大久保北 6 31604 松村　茜(2) 大久保
キソイ　ミカ オオクボ [16.18] ヨコタ　ユウミ キヌガワ [16.15]

7 31630 競　みか(1) 大久保 7 31344 横田　優実(1) 衣川
モリガキ　ウタ オオクボ [15.73] フタハシ　リナ ウオズミヒガシ [15.75]

8 31622 森垣　詩(1) 大久保 8 32028 二橋　莉菜(2) 魚住東

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカニシ　アユナ ノノイケ [17.06] ホリエ　サラ ウオズミヒガシ [17.05]

1 31437 中西　歩愛(1) 野々池 1 32042 堀江　咲来(1) 魚住東
マツシタ　サチカ オオクラ [16.50] タカイ　アヤカ ウオズミヒガシ [16.59]

2 31228 松下　幸花(1) 大蔵 2 32037 髙井　彩香(1) 魚住東
サカイ　ナホ フタミ [14.52] ヤマグチ　ユズキ ウオズミヒガシ [13.98]

3 32116 酒井　菜帆(3) 二見 3 32045 山口　柚希(1) 魚住東
クルマタニ　タマミ オオクボ [15.20] ウエダ　コハネ オオクボ [15.23]

4 31606 車谷　珠美(2) 大久保 4 31614 上田　心羽(2) 大久保
ハヤシ　ミク ウオズミヒガシ [13.91] アキヤマ　ナナ フタミ [14.46]

5 32019 林　未来(3) 魚住東 5 32131 秋山　奈々(2) 二見
オオハシ　リンカ フタミ [15.45] フルカワ　レミ ボウカイ [15.43]

6 32151 大橋　凛香(1) 二見 6 31508 古川　怜実(1) 望海
タナカ　ミク フタミ [15.86] ハギワラ　リコ キヌガワ [16.10]

7 32155 田中　みく(1) 二見 7 31343 萩原　凛恋(1) 衣川
ナカオ　ツバキ キヌガワ [16.15] ヒラタ　ワカナ オオクボ [15.93]

8 31338 中尾　椿(1) 衣川 8 31624 平田　わかな(1) 大久保

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハシモト　ユカ ボウカイ [16.59] スガノ　リナ キヌガワ [16.63]

1 31506 橋元　佑佳(1) 望海 1 31332 菅野　莉那(2) 衣川
モリシマ　リコ オオクボ [16.95] イモト　メイ ボウカイ [16.90]

2 31623 森島　莉子(1) 大久保 2 31505 井本　めい(1) 望海
カワブチ　アヤミ ノノイケ [15.24] アオ　ユカ アサギリ [14.09]

3 31433 川渕　絢心(1) 野々池 3 31130 阿尾　優栞(1) 朝霧
サカモト　モモ オオクボ [15.42] ハヤシ　サナ オオクボ [15.30]

4 31635 坂本　桃(1) 大久保 4 31615 林　沙奈(2) 大久保
ツネカワ　ナナセ オオクボ [14.42] クメ　ナナミ オオクボ [15.42]

5 31613 常川　七瀬(2) 大久保 5 31608 久米　七海(2) 大久保
キソ　ネネ ウオズミヒガシ [13.98] ウエカワ　ツグミ フタミ [14.40]

6 32027 木曽　希音(2) 魚住東 6 32112 植川　亜海(3) 二見
タカハシ　フウカ ウオズミ [16.08] タケウチ　アヤカ アサギリ [15.98]

7 31980 高橋　風有華(1) 魚住 7 31131 竹内　彩夏(1) 朝霧
タカハシ　フタバ キヌガワ [15.97] カドソノ　ユメ エイガジマ [16.06]

8 31337 髙橋　双葉(1) 衣川 8 31807 門園　柚芽(2) 江井島

11組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマウチ　チエ オオクボ [16.81]

1 31620 山内　智恵(1) 大久保
ヤシキ　イヅル ボウカイ [16.77]

2 31510 家鋪　いづる(1) 望海
タニヤマ　ナナミ オオクボキタ [14.17]

3 32261 谷山　七海(1) 大久保北
ヒライ　リナ オオクボ [14.32]

4 31625 平位　りな(1) 大久保
ノナカ　アイ ウオズミヒガシ [15.41]

5 32030 野中　愛(2) 魚住東
ミヤケ　シエル フタミ [15.32]

6 32139 三宅　しえる(2) 二見
キシモト　ホノカ ノノイケ [16.01]

7 31434 岸本　穂香(1) 野々池
キタガワ　ナナカ オオクボ [16.00]

8 31634 北川　菜々夏(1) 大久保

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツイ　ミサキ ノノイケ [29.74]

3 31412 松井　美咲希(2) 野々池
フジモト　アイ オオクボキタ [29.17]

4 32237 藤本　愛(2) 大久保北
ワタナベ　アヤカ アサギリ [29.89]

5 31125 渡辺　彩加(2) 朝霧
ヤマモト　サエ フタミ [29.23]

6 32140 山本　冴(2) 二見
ヨシオカ　マキ ノノイケ [30.53]

7 31415 吉岡　真希(2) 野々池

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
トモキヨ　ユリ オオクボキタ ナカタニ　コトネ オオクラ [3:03.98]

1 32262 友清　由梨(1) 大久保北 1 31224 中谷　琴音(1) 大蔵
モリシタ　ユア ウオズミヒガシ [3:21.63] ヒラマツ　ユズナ オオクラ [3:01.32]

2 32043 森下　結愛(1) 魚住東 2 31227 平松　柚那(1) 大蔵
オカザキ　ココハ オオクボキタ [3:22.10] カジモト　ナツキ オオクラ [3:01.37]

3 32253 岡﨑　心葉(1) 大久保北 3 31223 梶本　夏希(1) 大蔵
ニシダ　ユウキ ウオズミ [3:17.05] カコ　ミズキ オオクボキタ [3:03.34]

4 31981 西田　悠希(1) 魚住 4 32254 加古　瑞季(1) 大久保北
ホッタ　ココナ ボウカイ [3:07.05] マツオ　シオリ オオクボキタ [2:55.59]

5 31585 堀田　心菜(2) 望海 5 32268 松尾　栞里(1) 大久保北
アンドウ　マイ ウオズミヒガシ [3:04.77] ハヤシ　ユメ オオクボキタ [2:58.67]

6 32033 安藤　舞(1) 魚住東 6 32264 林　結芽(1) 大久保北
ソウサ　ユイ オオクボ [3:06.81] イナヤマ　アリナ ボウカイ [2:57.25]

7 31636 宗佐　友愛(1) 大久保 7 31504 稲山　愛莉奈(1) 望海
ニシムラ　タマキ キヌガワ [3:12.87] オオミ　ニナ オオクボキタ [2:58.20]

8 31339 西村　珠姫(1) 衣川 8 32252 大味　初菜(1) 大久保北
ハラ　ナナミ キヌガワ [3:14.08] ヤダ　サワノ ウオズミヒガシ [3:00.00]

9 31341 原　菜々実(1) 衣川 9 32044 矢田　小和乃(1) 魚住東
マツオカ　サキ ボウカイ [3:13.48] タチキ　ノア ウオズミヒガシ [3:00.09]

10 31509 松岡　紗希(1) 望海 10 32038 立木　乃愛(1) 魚住東
アエ　サキ ノノイケ [3:13.69] コウシロ　アイリ ウオズミ [2:59.12]

11 31431 阿江　咲(1) 野々池 11 31983 神代　愛里(1) 魚住

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハナダ　カリン フタミ [2:52.77] サトウ　リオナ ウオズミ [2:44.00]

1 32137 花田　夏凛(2) 二見 1 31977 佐藤　凜音奈(2) 魚住
エノモト　ココハ エイガジマ [2:54.13] ミサワ　シズク フタミ [2:44.10]

2 31813 榎本　心羽(1) 江井島 2 32158 三澤　静空(1) 二見
サトウ　アヤカ ノノイケ [2:53.29] ヤノ　ミユカ オオクラ [2:44.77]

3 31436 佐藤　綾花(1) 野々池 3 31222 矢野　幸奏(1) 大蔵
シモムラ　サエ オオクボ [2:53.24] オカダ　ルイ フタミ [2:42.37]

4 31632 下村　紗愛(1) 大久保 4 32133 岡田　瑠依(2) 二見
ナミカワ　ミウ ボウカイ [2:46.68] アベ　クルミ フタミ [2:37.98]

5 31587 並川　美羽(2) 望海 5 32111 阿部　胡桃(3) 二見
ヨコヤマ　ルナ フタミ [2:45.67] イシダ　カグラ エイガジマ [2:37.69]

6 32110 横山　瑠奈(3) 二見 6 31803 石田　香具羅(3) 江井島
コンドウ　マホ ノノイケ [2:45.40] シモムラ　イチカ キヌガワ [2:38.48]

7 31435 近藤　真穂(1) 野々池 7 31346 霜村　一華(1) 衣川
フクザワ　アオイ アサギリ [2:46.00] キタサコ　エミリ オオクボ [2:39.10]

8 31123 福澤　葵(2) 朝霧 8 31600 北迫　英美里(2) 大久保
ニイダ　ユイナ オオクボ [2:48.17] エノモト　レイラ ボウカイ [2:39.68]

9 31629 仁井田　結菜(1) 大久保 9 31588 榎本　怜羅(2) 望海
フジヨシ　ミリア ボウカイ [2:48.02] タマダ　ワカナ ノノイケ [2:39.42]

10 31586 藤吉　美里亜(2) 望海 10 31408 玉田　和佳菜(2) 野々池
キタ　ホノカ エイガジマ [2:47.33] マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ [2:40.74]

11 31816 北　萌伽(1) 江井島 11 32031 真砂　彩花(2) 魚住東
ヨシダ　リン ウオズミ [2:40.56]

12 31973 吉田　凜(3) 魚住

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子800m

〈〈 決勝 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナガタ　ホホコ ボウカイ [2:36.34]

1 31590 永田　帆帆子(2) 望海
シライシ　ユナ フタミ [2:34.33]

2 32135 白石　結菜(2) 二見
カメイ　ヒナノ エイガジマ [2:36.25]

3 31805 亀井　ひなの(3) 江井島
ナス　ヒナミ オオクボキタ [2:37.68]

4 32234 那須　日菜美(2) 大久保北
タカイ　リホ ウオズミヒガシ [2:23.52]

5 32021 髙井　梨帆(3) 魚住東
オオノ　ハルカ アサギリ [2:26.99]

6 31124 王野　遥(2) 朝霧
ナオエ　ウタ オオクボ [2:16.64]

7 31651 直江　詩(3) 大久保
ナルオ　マユ オオクボ [2:26.64]

8 31646 鳴尾　真優(3) 大久保
サワダ　ヒロカ エイガジマ [2:29.24]

9 31808 澤田　裕佳(2) 江井島
オオガミ　イロハ オオクボ [2:29.48]

10 31637 大神　彩羽(1) 大久保
ナカニシ　チヒロ アカシタカオカ [2:28.51]

11 31711 中西　ちひろ(3) 明石高丘
アオ　マユ アサギリ [2:33.20]

12 31112 阿尾　茉優(3) 朝霧

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 予選 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリ　アユミ ボウカイ オオハシ　リノカ ウオズミ

2 31502 森　歩美(1) 望海 2 31976 大橋　璃乃珂(2) 魚住
オオタニ　サヤコ オオクボ [19.13] イワネ　コハル ボウカイ [17.05]

3 31605 大谷　彩子(2) 大久保 3 31591 岩根　小春(2) 望海
ヤマサキ　カホ ボウカイ [15.28] マツオカ　ユア ウオズミ [20.74]

4 31581 山崎　花帆(3) 望海 4 31979 松岡　結杏(2) 魚住
アライ　ミサキ ノノイケ [20.89] タカス　フウコ ノノイケ [16.19]

5 31401 新井　美咲(2) 野々池 5 31406 髙巣　楓子(2) 野々池
コタニ　リオ ボウカイ [18.32] マスモト　アヤネ ノノイケ [19.67]

6 31592 小谷　莉生(2) 望海 6 31411 桝本　絢音(2) 野々池
ハシモト　ジュナ ウオズミ カトウ　ミオ ウオズミ

7 31982 橋本　樹奈(1) 魚住 7 31978 加藤　実桜(2) 魚住

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハスイ　ヒオリ ノノイケ [20.30]

3 31410 蓮井　日緒莉(2) 野々池
タチバナ　ミク オオクボキタ [20.11]

4 32231 立花　美紅(2) 大久保北
オオツカ　オトカ ノノイケ [16.51]

5 31468 大塚　乙果(3) 野々池
ヒラタ　ミナミ オオクボ [16.75]

6 31647 平田　みなみ(3) 大久保
カモ　サエナ ボウカイ

7 31501 加茂　冴奈(1) 望海

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ウオズミヒガシ ウオズミ

3 魚住東 6 魚住
[  ] キソ　ネネ [  ] サカグチ　ユメ [  ] タナベ　サキ [  ] ウエダ　シオン [  ] オオハシ　リノカ [  ] カトウ　ミオ

32027 木曽 希音(2) 32036 坂口 優芽(1) 32039 田鍋 咲希(1) 31975 上田 心音(2) 31976 大橋 璃乃珂(2) 31978 加藤 実桜(2)

[  ] ニシウミ　ココナ [  ] ヒサマツ　モモ [  ] ヤマグチ　ユズキ [  ] マツオカ　ユア [  ] ハシモト　ジュナ [  ] ハナダ　モモコ

32040 西海 心菜(1) 32041 久松 もも(1) 32045 山口 柚希(1) 31979 松岡 結杏(2) 31982 橋本 樹奈(1) 31986 花田 桃子(1)

キヌガワ オオクラ

4 衣川 7 大蔵
[  ] タカハシ　フタバ [  ] ナカオ　ツバキ [  ] タチバナ　ミサ [  ] タケザワ　ユメ

31337 髙橋 双葉(1) 31338 中尾 椿(1) 31211 橘 未紗(2) 31221 竹澤 結愛(1)

[  ] オカザキ　ユウリ [  ] ハギワラ　リコ [  ] ナガノ　リン [  ] マツシタ　サチカ

31342 岡﨑 悠莉(1) 31343 萩原 凛恋(1) 31226 永野 凜(1) 31228 松下 幸花(1)

エイガジマ [56.04]

5 江井島
[  ] スギヤマ　ウルハ [  ] フクイ　コトミ [  ] タツタ　ユウム

31802 杉山 麗羽(3) 31804 福井 琴未(3) 31806 龍田 優夢(3)

[  ] ミヤザキ　アヤネ [  ] フジイ　リコ

31810 宮﨑 彩寧(2) 31817 藤井 莉子(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オオクボキタ [55.05] オオクボ [53.40]

2 大久保北 5 大久保
[  ] イケダ　サユナ [  ] ニシムラ　セナ [  ] フジモト　アイ [  ] フジイ　ミカナ [  ] イトウ　サエ [  ] サイトウ　リオ

32221 池田 咲結菜(2) 32236 西村 星那(2) 32237 藤本 愛(2) 31603 藤井 心叶(2) 31631 伊藤 紗英(1) 31643 齋藤 莉緒(3)

[  ] ウチヤ　イオリ [  ] タニヤマ　ナナミ [  ] ミヤムラ　ソラ [  ] ヒラタ　ミナミ [  ] マツモト　コトハ

32251 内屋 依央梨(1) 32261 谷山 七海(1) 32269 宮村 宙楽(1) 31647 平田 みなみ(3) 31652 松本 琴春(3)

ボウカイ [55.00] ノノイケ [52.98]

3 望海 6 野々池
[  ] ウマダ　リンナ [  ] ヤク　ミヅキ [  ] ヤマサキ　カホ [  ] イムラ　アヤミ [  ] マツイ　ミサキ

31575 馬田 凛奈(3) 31580 夜久 美月(3) 31581 山崎 花帆(3) 31403 井村 綾実(2) 31412 松井 美咲希(2)

[  ] エノモト　レイラ [  ] イワネ　コハル [  ] コタニ　リオ [  ] イナダ　マユ [  ] オオツカ　オトカ

31588 榎本 怜羅(2) 31591 岩根 小春(2) 31592 小谷 莉生(2) 31461 稲田 茉侑(3) 31468 大塚 乙果(3)

アサギリ [54.00] フタミ [55.00]

4 朝霧 7 二見
[  ] タナカ　サホ [  ] キサヌキ　リノ [  ] フジイ　ココネ [  ] ウエカワ　ツグミ [  ] サカイ　ナホ [  ] アキヤマ　ナナ

31111 田中 咲帆(3) 31121 木佐貫 梨乃(2) 31122 藤井 心音(2) 32112 植川 亜海(3) 32116 酒井 菜帆(3) 32131 秋山 奈々(2)

[  ] ワタナベ　アヤカ [  ] アオ　ユカ [  ] タケウチ　アヤカ [  ] ミヤケ　シエル [  ] ヤマモト　サエ [  ] ススメ　ユウカ

31125 渡辺 彩加(2) 31130 阿尾 優栞(1) 31131 竹内 彩夏(1) 32139 三宅 しえる(2) 32140 山本 冴(2) 32153 前 優花(1)

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジサワ　ユウ ノノイケ [1.54]

1 31467 藤澤　優羽(3) 野々池
ニシダ　クルミ ウオズミヒガシ [1.35]

2 32016 西田　胡桃(3) 魚住東
サイトウ　ミユウ ウオズミヒガシ [1.35]

3 32020 斎藤　心優(3) 魚住東
オオツカ　ノア ノノイケ [1.35]

4 31405 大塚　望愛(2) 野々池
エモト　サクラ オオクボキタ [1.30]

5 32223 江本　桜来(2) 大久保北
ナルミ　カナエ オオクボキタ [1.25]

6 32235 鳴海　奏恵(2) 大久保北
シャモト　トモカ オオクボキタ [1.25]

7 32230 社本　朋花(2) 大久保北
ウエダ　シオン ウオズミ [1.25]

8 31975 上田　心音(2) 魚住
フカセ　マホ オオクボキタ

9 32265 深瀨　真歩(1) 大久保北
キタダ　ユウナ オオクボキタ

10 32257 北田　優奈(1) 大久保北

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツモト　コトハ オオクボ [5.02]

1 31652 松本　琴春(3) 大久保
タニオカ　ミウ オオクラ [4.80]

2 31255 谷岡　美侑(3) 大蔵
イムラ　アヤミ ノノイケ [4.62]

3 31403 井村　綾実(2) 野々池
サイトウ　リオ オオクボ [4.50]

4 31643 齋藤　莉緒(3) 大久保
ニシムラ　セナ オオクボキタ [4.40]

5 32236 西村　星那(2) 大久保北
ナカニシ　ミナ ノノイケ [4.36]

6 31409 中西　美菜(2) 野々池
ミヤザキ　アヤネ エイガジマ [4.20]

7 31810 宮﨑　彩寧(2) 江井島
カド　ユウヒ ウオズミ [4.09]

8 31968 角　悠妃(3) 魚住
タカハシ　サワ オオクボ [4.06]

9 31628 髙橋　沙羽(1) 大久保
タツタ　ユウム エイガジマ [3.97]

10 31806 龍田　優夢(3) 江井島
ヤマシタ　リナ オオクボキタ [3.94]

11 32240 山下　莉奈(2) 大久保北
キタムラ　ユイ オオクボ [3.79]

12 31607 北村　優衣(2) 大久保
カマダ　レイナ オオクボ [3.60]

13 31611 鎌田　玲菜(2) 大久保
サカモト　ココミ オオクボキタ [3.34]

14 32229 坂本　心美(2) 大久保北
キッカワ　リオ オオクボキタ

15 32258 吉川　莉乙(1) 大久保北
タナカ　ヒメノ キヌガワ

16 31335 田中　姫乃(2) 衣川
マエダ　ナツメ オオクボキタ

17 32266 前田　夏芽(1) 大久保北
アヤマ　ヒナノ キヌガワ

18 31331 阿山　ひなの(2) 衣川
ヤマサキ　マホ オオクボキタ

19 32239 山﨑　真穂(2) 大久保北
ミノウラ　サトコ ウオズミヒガシ

20 32046 箕浦　智子(1) 魚住東
ツルハラ　ホノハ フタミ

21 32156 鶴原　　穂羽(1) 二見
タカタ　ノア キヌガワ

22 31334 髙田　埜愛(2) 衣川
ハナダ　モモコ ウオズミ

23 31986 花田　桃子(1) 魚住
タキモト　ユイナ フタミ

24 32154 瀧本　　結奈(1) 二見
ジョウコウ　モモア フタミ

25 32152 上甲　桃愛(1) 二見
ウチヤ　イオリ オオクボキタ

26 32251 内屋　依央梨(1) 大久保北

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミウラ　マリナ フタミ [9.93]

1 32126 三浦　真里奈(3) 二見
ホソヤ　モア オオクボキタ [8.52]

2 32238 細谷　萌愛(2) 大久保北
オカモト　ノゾミ オオクボキタ [7.97]

3 32225 岡本　夢未(2) 大久保北
フクシマ　アヤノ ノノイケ [7.68]

4 31465 福嶋　彩乃(3) 野々池
ウエムラ　コウメ ウオズミ

5 31974 上村　小梅(2) 魚住
ミゾタ　ナナ ウオズミ

6 31984 溝田　奈菜(1) 魚住
ナカヤマ　ミク オオクボキタ

7 32263 中山　未来(1) 大久保北
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中学女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウマダ　リンナ ボウカイ [27.01]

1 31575 馬田　凛奈(3) 望海
ヤク　ミヅキ ボウカイ [25.79]

2 31580 夜久　美月(3) 望海
ムラカミ　モエカ ボウカイ [24.90]

3 31583 村上　萌香(3) 望海
タチバナ　ミサ オオクラ [24.73]

4 31211 橘　未紗(2) 大蔵
ハヤシ　カホ ノノイケ [24.36]

5 31464 林　香帆(3) 野々池
タニグチ　リノア ノノイケ [24.12]

6 31407 谷口　里有(2) 野々池
カドヤ　ミサト ボウカイ [22.96]

7 31593 角谷　美怜(2) 望海
ヤマグチ　アイナ ノノイケ [20.79]

8 31413 山口　愛菜(2) 野々池
タカハシ　ヒカル ボウカイ [20.04]

9 31589 髙橋　ひかる(2) 望海
トミナガ　マイナ オオクボキタ [19.97]

10 32232 冨永　苺梨(2) 大久保北
ウチハシ　ユラ オオクボキタ [18.80]

11 32222 内橋　ゆら(2) 大久保北
カマダ　アリス オオクボキタ [13.65]

12 32226 鎌田　ありす(2) 大久保北
ナギ　サクラ オオクボキタ

13 32233 凪　咲良(2) 大久保北
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小学女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カシマ　ナツミ フジエショウガッコウ

2 318 加島　奈摘(6) 藤江小学校
ミヤワキ　アイコ タカオカニシ [16.60]

3 322 宮脇　愛子(5) 高丘西
イマイ　ニコ タカオカニシ [16.05]

4 322 今井　仁心(5) 高丘西
ヒガシネ　キホ ウオズミショウガッコウ [14.65]

5 314 東根　葵帆(6) 魚住小学校
ウラヤマ　チカ タカオカニシ [15.28]

6 322 浦山　千夏(5) 高丘西
ヤスギ　サヨ ハナゾノショウガッコウ

7 308 八杉　紗世(5) 花園小学校
ササタニ　キョウ ハナゾノショウガッコウ [20.00]

8 308 笹谷　希羽(5) 花園小学校
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小学女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キタサコ　カレン アカシジェイアールシー [3:01.00]

1 329 北迫　佳恋(6) 明石JRC
ミヤ　カエデ アカシジェイアールシー [2:52.00]

2 329 宮　果楓(6) 明石JRC
フジワラ　シオカ アカシジェイアールシー [2:37.00]

3 329 藤原　汐央香(6) 明石JRC
ヤマグチ　マホ アカシジェイアールシー [2:40.96]

4 329 山口　真歩(5) 明石JRC
フクザワ　ノゾミ アカシジェイアールシー [2:45.00]

5 329 福澤　希(5) 明石JRC
ナシロ　カリン アカシジェイアールシー [2:43.00]

6 329 名代　花梨(6) 明石JRC
ヤタガイ　ハルカ アカシジェイアールシー [2:49.00]

7 329 矢田貝　悠花(6) 明石JRC
キタハラ　アンナ アカシジェイアールシー [2:47.00]

8 329 北原　杏奈(5) 明石JRC
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小学女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タカオカニシ アサギリショウガッコウ

4 高丘西（女子） 5 朝霧小学校
[  ] ミヤワキ　アイコ [  ] マエダ　メイサ [  ] タカハラ　ユメ [  ] ハヤシダ　サラ

322 宮脇 愛子(5) 322 前田 明紗(5) 318 高原 優芽(6) 318 林田 彩来(6)
[  ] ウラヤマ　チカ [  ] イマイ　ニコ [  ] ミヤナガ　ユウカ [  ] フクトク　ココ

322 浦山 千夏(5) 322 今井 仁心(5) 318 宮永 優花(6) 318 福徳 光々(6)
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小学女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マエダ　メイサ タカオカニシ

1 322 前田　明紗(5) 高丘西
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