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第19回明石市中学校陸上競技選手権大会

兼　明石市秋季陸上競技記録会

日　時



時　間 種　目 ラウンド 組 人数 進出条件 招集開始 招集完了

09:00 記録会　高校・一般 男子 110mH 決勝 １組 3名 8:45 8:55

09:10 選手権　共通 男子 110mH 予選 １組～２組 14名 2-0+8 8:55 9:05

09:20 記録会　中学生 男子 110mH 決勝 １組～２組 15名 9:05 9:15

09:30 記録会　高校・一般 女子 100mH 決勝 １組 2名 9:15 9:25

09:40 選手権　共通 女子 100mH 予選 1組～3組 4-0+8 9:25 9:35

09:50 選手権　共通 女子 100mH 予選 4組 4-0+8 9:35 9:45

09:55 記録会　中学生 女子 100mH 決勝 １組～３組 18名 9:40 9:50

10:10 記録会　共通 男子 5000m 決勝 １組 17名 9:55 10:05

10:30 記録会　共通 男子 3000m 決勝 １組 25名 10:15 10:25

10:45 記録会　共通 女子 3000m 決勝 １組 12名 10:30 10:40

11:00 選手権　共通 男子 3000m 決勝 １組 14名 10:45 10:55

12:30 選手権　共通 女子 100mH 決勝 １組 ８名 12:15 12:25

12:40 選手権　共通 男子 110mH 決勝 １組 ８名 12:25 12:35

13:00 選手権　共通 男子 200m 予選 1組～3組 8-0+8 12:45 12:55

13:10 選手権　共通 男子 200m 予選 4組～6組 8-0+8 12:55 13:05

13:20 選手権　共通 男子 200m 予選 7組～8組 8-0+8 13:05 13:15

13:30 選手権　共通 女子 200m 予選 １組～４組 26名 4-0+8 13:15 13:25

13:40 記録会　共通 男子 200m 決勝 1組～3組 13:25 13:35

13:50 記録会　共通 男子 200m 決勝 4組～6組 13:35 13:45

14:00 記録会　共通 男子 200m 決勝 7組～9組 13:45 13:55

14:10 記録会　共通 男子 200m 決勝 10組～12組 13:55 14:05

14:20 記録会　共通 女子 200m 決勝 １組～３組 21名 14:05 14:15

14:30 記録会　共通 男子 800m 決勝 1組 14:15 14:25

14:35 記録会　共通 男子 800m 決勝 2組 14:20 14:30

14:40 記録会　共通 女子 800m 決勝 1組 14:25 14:35

14:45 記録会　共通 女子 800m 決勝 2組 14:30 14:40

14:50 選手権　共通 男子 800m 決勝 1組 14:35 14:45

14:55 選手権　共通 男子 800m 決勝 2組 14:40 14:50

15:00 選手権　共通 男子 800m 決勝 3組 15:00 15:00

15:05 選手権　共通 男子 800m 決勝 4組 14:50 15:00

15:10 選手権　共通 女子 800m 決勝 1組 14:55 15:05

15:15 選手権　共通 女子 800m 決勝 2組 15:00 15:10

15:20 選手権　共通 女子 800m 決勝 3組 15:05 15:15

15:25 選手権　共通 女子 800m 決勝 4組 15:10 15:20

15:35 選手権　共通 男子 200m 決勝 １組 ８名 15:20 15:30

15:40 選手権　共通 女子 200m 決勝 １組 ８名 15:25 15:35

種　　　別

24名

43名

53名

開門７：００（明石市内中高生）・７：３０（明石市外選手）

競技役員打合せ８：００

トラック競技
競技場閉門１７：００

10月15日(土) 競技日程

27名

63名

96名

22名



時　間 種　目 ラウンド 組 人数 場　所 招集開始 招集完了

10:00 選手権　共通 男子 走幅跳 決勝 1組 11名 フィールド側 9:35 9:45

10:00 選手権　共通 女子 走幅跳 決勝 1組 10名 スタンド側 9:35 9:45

10:30 記録会　共通 男子 棒高跳 決勝 1組 13名 バック側 9:20 9:30

10:30 記録会　共通 女子 棒高跳 決勝 1組 9名 バック側 9:20 9:30

12:00 記録会　共通 男子 走幅跳 決勝 2組 ３１名 フィールド側 11:35 11:45

12:00 記録会　共通 女子 走幅跳 決勝 2組 ２２名 スタンド側 11:35 11:45

14:00 記録会　共通 男子 走幅跳 決勝 1組 ３１名 フィールド側 13:35 13:45

14:00 記録会　共通 女子 走幅跳 決勝 1組 ２２名 スタンド側 13:35 13:45

時　間 種　目 ラウンド 組 人数 場　所 招集開始 招集完了

10:00 記録会　一般 男子 円盤投 決勝 １組 1名 Ｂゾーン 9:35 9:45

10:00 記録会　高校生 男子 円盤投 決勝 １組 8名 Ｂゾーン 9:35 9:45

10:00 記録会　中学生 男子 円盤投 決勝 １組 16名 Ｂゾーン 9:35 9:45

11:30 選手権　共通 男子 円盤投 決勝 １組 17名 Ｂゾーン 11:05 11:15

13:00 記録会　共通 女子 円盤投 決勝 １組 19名 Ｂゾーン 12:35 12:45

14:30 選手権　共通 女子 円盤投 決勝 １組 10名 Ｂゾーン 14:05 14:15

跳躍競技

種　　　別

投てき競技

種　　　別



時　間 種　目 ラウンド 組 人数 進出条件 招集開始 招集完了

09:00 記録会　共通 女子 400m 決勝 １組 8名 8:45 8:55

09:05 記録会　共通 男子 400m 決勝 1組～３組 8:50 9:00

09:10 記録会　共通 男子 400m 決勝 4組～５組 8:55 9:05

09:15 選手権　共通 男子 400m 決勝 １組～２組 16名 9:00 9:10

09:25 記録会　小学生 女子 800m 決勝 １組 6名 9:10 9:20

09:40 選手権　共通 女子 100m 予選 1組～4組 10-0+8 9:25 9:35

09:50 選手権　共通 女子 100m 予選 5組～8組 10-0+8 9:35 9:45

10:00 選手権　共通 女子 100m 予選 9組～10組 10-0+8 9:45 9:55

10:05 選手権　共通 男子 100m 予選 1組～4組 15-0+8 9:50 10:00

10:15 選手権　共通 男子 100m 予選 5組～8組 15-0+8 10:00 10:10

10:25 選手権　共通 男子 100m 予選 9組～12組 15-0+8 10:10 10:20

10:35 選手権　共通 男子 100m 予選 13組～15組 15-0+8 10:20 10:30

10:45 記録会　小学生 女子 100m 決勝 １組～３組 21名 10:30 10:40

10:55 記録会　小学生 男子 100m 決勝 １組～４組 31名 10:40 10:50

11:10 記録会　共通 女子 100m 決勝 1組～4組 10:55 11:05

11:20 記録会　共通 女子 100m 決勝 5組～8組 11:05 11:15

11:30 記録会　共通 女子 100m 決勝 9組～12組 11:15 11:25

11:40 記録会　共通 女子 100m 決勝 13組～16組 11:25 11:35

11:50 記録会　共通 女子 100m 決勝 17組～18組 11:35 11:45

12:00 記録会　共通 男子 100m 決勝 1組～4組 11:45 11:55

12:10 記録会　共通 男子 100m 決勝 5組～8組 11:55 12:05

12:20 記録会　共通 男子 100m 決勝 9組～12組 12:05 12:15

12:30 記録会　共通 男子 100m 決勝 13組～16組 12:15 12:25

12:40 記録会　共通 男子 100m 決勝 17組～20組 12:25 12:35

12:50 記録会　共通 男子 100m 決勝 21組～24組 12:35 12:45

13:00 記録会　共通 男子 100m 決勝 25組～28組 12:45 12:55

13:10 記録会　共通 男子 100m 決勝 29組～30組 12:55 13:05

13:15 選手権　共通 女子 100m 決勝 １組 8名 13:00 13:10

13:20 選手権　共通 男子 100m 決勝 １組 8名 13:05 13:15

14:00 記録会　小学生 男子 1500m 決勝 １組 11名 13:45 13:55

14:10 記録会　共通 女子 1500m 決勝 １組～２組 25名 13:55 14:05

14:25 記録会　共通 男子 1500m 決勝 １組～２組 35名 14:10 14:20

14:40 選手権　共通 女子 1500m 決勝 1組～2組 14:25 14:35

14:55 選手権　共通 女子 1500m 決勝 3組 14:40 14:50

15:05 選手権　共通 男子 1500m 決勝 1組～2組 14:50 15:00

15:20 選手権　共通 男子 1500m 決勝 3組 15:05 15:15

15:30 記録会　共通 女子 4x100mR 決勝 1組 15:15 15:25

15:35 記録会　共通 女子 4x100mR 決勝 2組 15:20 15:30

15:40 記録会　共通 男子 4x100mR 決勝 1組 15:25 15:35

15:45 記録会　共通 男子 4x100mR 決勝 2組 15:30 15:40

15:50 記録会　共通 男子 4x100mR 決勝 3組 15:35 15:45

15:55 記録会　共通 男子 4x100mR 決勝 4組 15:40 15:50

16:00 選手権　共通 女子 4x100mR 決勝 1組 15:45 15:55

16:05 選手権　共通 女子 4x100mR 決勝 2組 15:50 16:00

16:10 選手権　共通 男子 4x100mR 決勝 1組 15:55 16:05

16:15 選手権　共通 男子 4x100mR 決勝 2組 16:00 16:10

開門７：００（明石市内中高生）・７：３０（明石市外選手）

競技役員打合せ８：００

トラック競技
競技場閉門１７：００

10月16日(日) 競技日程

３３名

74名

115名

１４３名

種　　　別

23７名

54名

53名

１５チーム

２５チーム

１０チーム

１０チーム



時　間 種　目 ラウンド 組 人数 場　所 招集開始 招集完了

9:00 記録会　小学生 男子 走幅跳 決勝 １組 10名 フィールド側 8:35 8:45

9:00 記録会　小学生 女子 走幅跳 決勝 １組 6名 スタンド側 8:35 8:45

9:00 記録会　共通 男子 走高跳 決勝 １組 25名 Ａゾーン 8:35 8:45

10:30 選手権　共通 男子 三段跳 決勝 １組 13名 フィールド側 10:05 10:15

11:00 記録会　共通 女子 走高跳 決勝 １組 １８名 Bゾーン 10:35 10:45

11:00 記録会　共通 女子 走高跳 決勝 ２組 28名 Ａゾーン 11:00 11:00

12:30 記録会　共通 男子 三段跳 決勝 １組 10名 中央 12:05 12:15

12:30 記録会　共通 男子 三段跳 決勝 ２組 １５名 フィールド側 12:30 12:30

13:00 選手権　共通 男子 走高跳 決勝 １組 11名 Bゾーン 12:35 12:45

13:00 選手権　共通 女子 走高跳 決勝 １組 17名 Ａゾーン 12:35 12:45

14:30 記録会　共通 女子 三段跳 決勝 １組 9名 フィールド側 14:05 14:15

時　間 種　目 ラウンド 組 人数 場　所 招集開始 招集完了

09:00 記録会　中学生 女子 砲丸投 決勝 １組 28名 Ｂゾーン 8:35 8:45

10:30 選手権　共通 男子 砲丸投 決勝 １組 13名 Ｂゾーン 10:05 10:15

10:30 選手権　共通 女子 砲丸投 決勝 １組 14名 Ｂゾーン 10:05 10:15

12:00 記録会　高校生 男子 砲丸投 決勝 １組 6名 Ｂゾーン 11:35 11:45

12:00 記録会　中学生 男子 砲丸投 決勝 １組 26名 Ｂゾーン 11:35 11:45

15:00 記録会　高校・一般 男子 やり投 決勝 １組 9名 Ａゾーン 14:35 14:45

15:00 記録会　中学生 男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 １組 3名 Ａゾーン 14:35 14:45

15:00 記録会　高校・一般 女子 やり投 決勝 １組 ４名 Ａゾーン 14:35 14:45

15:00 記録会　中学生 女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 １組 2名 Ａゾーン 14:35 14:45

種　　　別

投てき競技

種　　　別

跳躍競技





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）

アナウンサー (主) 久保 亜梨沙（野々池中） 信 近 清 志（朝 霧 中） 森 口 智 夫（野々池中）

庶務 (主) 森 口 智 夫（野々池中）

受付 (主) 森 直 子（江井島中） 岡 野 愛 弓（二 見 中） 桑 原 満 帆（押部谷中）

医務係 萬 代 理 香（看 護 師）

用器具係 (主) 奥野 耕太郎（播磨南中） 平 石 天 聡（明石商高）

記録・情報処理係 (主) 橋 本 崇（大久保北中） 山 中 淳 司（二 見 中） 笹 部 正 司（甲 武 中）

出発係 (主) 前 田 紘 希（魚 住 中） 脚 ノ 健 太（大久保中） 魚 崎 佳 歩（大久保中）

德留 由佳子（魚住東中） 照 光 次 郎（高 司 中） 藤 原 周 太（山手台中）

藤 平 真 子（明石清水高） 井 上 一 志（神戸商高）

スターター・リコーラー (主) 伊 藤 武 嗣（江井島中） 万 庭 奈 々（江井島中） 岡 崎 健 太（本山南中）

監察係 (主) 後 藤 彰（大久保中） 染 分 克 麻（望 海 中） 白 石 到（朝 霧 中）

柳 啓 憲（山 口 中） 出本 茉裕佳（本山南中） 山 手 崚（三 原 中）

関 昭 彦（明石陸協） 髙 坂 幸 男（明石陸協）

決勝計時審判員 (主) 森 口 聡（明石陸協） 山 本 雄 基（宝塚第一） 原 瞳 子（夙 川 高）

兼　周回記録員

写真判定員 (主) 山 崎 大 樹（神戸第一高） 關 陸 稔（望 海 中） 勝 呂 昌 史（西 神 中）

安 田 裕（櫨 谷 中）

風力計測員 (主) 立 花 栄 悠（衣 川 中） 栗 林 秀 行（押部谷中） 増 田 光 希（今 津 中）

二 宮 浩 史（緑が丘中）

跳躍審判員 (主) 薮 木 美 和（大 蔵 中） 桝 本 雄 一（大 蔵 中） 小 川 聡 子（衣 川 中）

畑垣 奈津美（望 海 中） 鵜尾 あんず（魚 住 中） 藤 原 慎 二（大久保北中）

東 元 克 徳（播磨南中） 浅 野 喜 洋（上 野 中） 三 村 智 宏（櫨 谷 中）

石 川 翔 太（中 町 中） 山 村 博 之（明石商高） 津 田 英 也（明石城西高）

浅 田 裕 大（明石西高） 政 近 優 美（芦 屋 高） 安 部 弘 志（神戸第一高）

山 本 紀 子（明石陸協） 坂 元 郁 弥（明石陸協）

投てき審判員 (主) 山 下 浩 基（二 見 中） 山 田 典 宗（魚住東中） 山 下 大 助（宝塚第一）

松 井 直 也（宝 梅 中） 西 川 良 郎（北神戸中） 梶 谷 達 郎（播 磨 中）

乗田 みずほ（播 磨 中） 笹 川 勝 彦（明石西高）

競　技　役　員　（第１日目　１０月１５日）



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）

アナウンサー (主) 久保 亜梨沙（野々池中） 信 近 清 志（朝 霧 中） 森 口 智 夫（野々池中）

庶務 (主) 森 口 智 夫（野々池中）

受付 (主) 森 直 子（江井島中） 岡 野 愛 弓（二 見 中） 桑 原 満 帆（押部谷中）

三 代 寛 子（明石南高）

医務係 萬 代 理 香（看 護 師）

用器具係 (主) 奥野 耕太郎（播磨南中） 平 石 天 聡（明石商高）

記録・情報処理係 (主) 橋 本 崇（大久保北中） 山 中 淳 司（二 見 中） 笹 部 正 司（甲 武 中）

出発係 (主) 前 田 紘 希（魚 住 中） 脚 ノ 健 太（大久保中） 魚 崎 佳 歩（大久保中）

德留 由佳子（魚住東中） 照 光 次 郎（高 司 中） 藤 原 周 太（山手台中）

藤 平 真 子（明石清水高） 渡 邉 柚 希（本 山 中）

スターター・リコーラー (主) 伊 藤 武 嗣（江井島中） 万 庭 奈 々（江井島中） 岡 崎 健 太（本山南中）

(審) 本 城 勝 次（朝 霧 中）

監察係 (主) 後 藤 彰（大久保中） 染 分 克 麻（望 海 中） 白 石 到（朝 霧 中）

柳 啓 憲（山 口 中） 出本 茉裕佳（本山南中） 山 手 崚（三 原 中）

関 昭 彦（明石陸協） 髙 坂 幸 男（明石陸協）

決勝計時審判員 (主) 森 口 聡（明石陸協） 山 本 雄 基（宝塚第一） 田 中 稜 也（本 山 中）

兼　周回記録員 原 瞳 子（夙 川 高）

写真判定員 (主) 山 崎 大 樹（神戸第一高） 安 田 匠 ( 野々池中） 關 陸 稔（望 海 中）

勝 呂 昌 史（西 神 中） 安 田 裕（櫨 谷 中）

風力計測員 (主) 立 花 栄 悠（衣 川 中） 栗 林 秀 行（押部谷中） 増 田 光 希（今 津 中）

二 宮 浩 史（緑が丘中）

跳躍審判員 (主) 薮 木 美 和（大 蔵 中） 桝 本 雄 一（大 蔵 中） 小 川 聡 子（衣 川 中）

畑垣 奈津美（望 海 中） 鵜尾 あんず（魚 住 中） 藤 原 慎 二（大久保北中）

東 元 克 徳（播磨南中） 三 村 智 宏（櫨 谷 中） 石 川 翔 太（中 町 中）

山 村 博 之（明石商高） 津 田 英 也（明石城西高） 浅 田 裕 大（明石西高）

政 近 優 美（芦 屋 高） 安 部 弘 志（神戸第一高） 山 本 紀 子（明石陸協）

坂 元 郁 弥（明石陸協） 戸 塚 剛（明石北高） 松 岡 紳 介（明石北高）

吉 田 裕 亮（明石南高）

投てき審判員 (主) 山 下 浩 基（二 見 中） 山 田 典 宗（魚住東中） 山 下 大 助（宝塚第一）

松 井 直 也（宝 梅 中） 西 川 良 郎（北神戸中） 梶 谷 達 郎（播 磨 中）

乗田 みずほ（播 磨 中） 笹 川 勝 彦（明石西高） 山 下 尊 茂（伊川谷中）

直 木 美 佳（伊川谷中） 奥 野 夏 澄（浜の宮中） 駒 井 康 弘（本 庄 中）

増田 たまみ（明石商高）

競　技　役　員　（第２日目　１０月１６日）



会 場 準 備

清 掃 作 業

＊受付　　　　　　　競技役員

＊コロナ対策　　　　朝霧中

＊風力計測器　　　　衣川中

＊幅・三段跳　　　　大久保中

＊砲丸投　　　　　　魚住東中

＊円盤投ライン　　　魚住東中

＊出発関係　　　　　魚住中 ＊円盤投ゲージ　　　明石西高・二見中

＊スターター関係　　江井島中 ＊やりライン　　　　明石西高・二見中

＊ハードル設置　　　大蔵中 ＊テント　　　　　　野々池中

＊走高跳　　　　　　望海中 ＊ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀｰﾏｰ　　　　競技役員

補　助　員

会　場　準　備　・　片　付　け　

＊投てき審判員付き　二見中

＊ハードル移動　　　明石市内各中学校より２名ずつ

※必要に応じて、各部署にて補助員の調整を行う。

＊本部席・記録室　　大久保北中 ＊棒高跳　　　　　　明石商高

＊庶務付き　　　　　野々池中 ＊用器具係付き　　　明石商高

＊出発係付き　　　　魚住中 ＊スターター付き　　江井島中

＊跳躍審判員付き　　大蔵中

＊ゴミ持ち帰り　　　望海中 ＊雨天練習場清掃　　魚住東中

＊更衣室清掃　　　　大久保中 ＊スタンドトイレ　　二見中

＊トラック清掃　　　江井島中 ＊スタンド表裏清掃　大久保北中

＊芝生スタンド清掃　魚住中



１． 競技規則について

本大会は、２０２２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． 競技者の招集について

（１）競技者招集場所　　　　　競技開始場所（現地集合・トラックはスタート地点）

（２）招集時刻

（３）召集の手順

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（４００ｍまでは２０ｍｍまで、

８００ｍ以上は２５ｍｍまで）・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 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） スタートにおける不適切行為は、TR16.5を適用せず、注意にとどめる。

スタート合図は、「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。

小学生は、２回目に不正スタートをした者を失格とする。

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

決定する。

（４） 秋季記録会　共通男子３０００ｍは、２列からのスタートで行う。

（５） 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。

（６） 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。

（７） 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。

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

ただし、少なくとも２人はリレーに申し込んでいる競技者であること（TR24.10）。

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

オーダー用紙は本部席に用意しているので、各チーム代表者１名が取りに来ること。

（１０） 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。

（１１） 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）。

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

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。

４． 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を適用し、規定外シューズの使用は、

認めない。ただし、小学生この規則を適用しない。

（２）フィールド競技においては、中学生、高校生は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。

公開種目　棒高跳 競技開始　７０分前 競技開始　６０分前

競 技 注 意 事 項

招集完了時刻

競技開始　　５分前

競技開始　１５分前

種　　目

トラック競技

フィールド競技

招集開始時刻

競技開始　１５分前

競技開始　２５分前



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。

（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。

（３）３０００ｍ、５０００ｍの選手については「別ﾋﾞﾌﾞｽ」を着用する。

レース前に各自で、配布場所（ゴール付近）に取りに行き、自分のレーン番号のビブスを１枚胸につける。

レース後は、各自で元の場所へ戻すようにする（安全ピンは外すこと）。

６． 走高跳・棒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。

※走高跳の練習の高さは選手が選択する。その高さの選手が２回終われば、次の高さのを始める。

７． フィールド種目における試技について

（１）中学選手権における、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投においては、予選３回の試技を行い、

その後上位８名により決勝３回の試技を行う。順位は全６回の試技により順位を決定する。

秋季記録は３回の試技で行う。

（２）中学選手権における計測ラインは以下の通りする。

（３）走高跳・棒高跳においては、各ランド３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

３回の試技を行う。

（４）秋季記録会は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）個人の棒高跳用ポール、やりを使用する場合は、事前に検定を行う。

・ポール　　招集時 ・やり　　１３：０５～１３：３５　南側用器具庫

（３）練習用として個人用の器具を競技場内に持ち込んではならない。

男子

女子

種目 計測ライン

４ｍ６０

９ｍ８０

６ｍ００

１５ｍ００

４ｍ００

６ｍ００

１５ｍ００

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

走幅跳

砲丸投

円盤投

１ｍ３０　～　１ｍ７５　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ
１ｍ２５
１ｍ５０

記録会 　１ｍ２０　～　１ｍ８０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ　

男女
棒高

公開種目 参加者に合わせて設定する。　

女子
高

練　習 バ　ー　の　あ　げ　方

選手権 １ｍ１５ １ｍ２０　～　１ｍ４０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ

記録会
１ｍ０５
１ｍ１５
１ｍ４０

１ｍ１０　～　１ｍ５０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ

１ｍ１５
１ｍ６０

男子
高

選手権



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、大会終了後に表彰係まで受け取りに行くこと。

１０． 記録証について

（１）記録証の発行を希望する選手は、結果通告後、本部記録室へ申し出ること。

（２）発行料は１部５００円。　※郵送の場合は、１部６００円。

１１． 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）雨天練習場での練習は、走練習（流し、快調走、軽いダッシュ）とする。

また、走る方向は『南』⇒『北』への一方通行とする。

スタート地点『南』へ戻る場合は、建物側に沿って前から走ってくる人と接触しないように注意する。

レーンの途中から走り出すことは禁止。

ラダーやミニハードルを設置することや、ＪＯＧ、リレーの練習は禁止。

※雨天時は選手待機場所となるため、練習での使用は不可。

（４）ハードルの練習は、主催者が用意したものを使用する。

① 利用時間は、開門後～　８：４５まで。

② レーン割は、　　高校一般男子１１０ｍＨ　 ホーム側 ８レーン ３台まで

　　　　　　　　中学男子　　１１０ｍＨ ホーム側 ７・６レーン ３台まで

　　　　　　　　高校一般女子１００ｍＨ ホーム側 ５レーン ３台まで

　　　　　　　　中学女子　　１００ｍＨ　 ホーム側 ２・３・４レーン ３台まで

③ 中学選手権決勝では、１１：００～１２：１５まで。

レーン割は、　　中学男子　　１１０ｍＨ ホーム側 ８・７レーン ３台まで

　　　　　　　　中学女子　　１００ｍＨ　 ホーム側 ６・５レーン ３台まで

※練習中、３０００ｍ、５０００ｍのレースが行われているため、特に５・６レーンは十分に注意すること。

（５）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。

１２． 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） 雨天練習場は走路部分を除いた場所を待機場所として使用可。

但し、走路およびその周辺は練習での使用場所となるため、走路から離れた場所を使用すること。

雨天時には、雨天練習場をチーム待機場所として使用する。その際使い方は別途指示する。

（４） 競技場内では、アップ、競技中、ダウンの時以外はマスクを着用し、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。

（７） 選手・競技役員・補助員・観戦者（選手の家族）以外は競技場内に立ち入ることはできない。

（８） 観戦者（選手の家族）はメインスタンドからのみの観戦とする。これは雨天の場合も同じです。

（９） 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。

（１０） 更衣室での滞在時間は５分以内に済ませ、すぐに出ること。シャワーの使用は禁止。

（１１） 貴重品の管理は各自で責任を持って行うこと。

（１２） ゴミは、各自の責任において家庭まで持ち帰ること。

（１３） 競技中に発生した障害、疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内および現場での応急処置以外の

責任は一切負わない。

（１４） 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。



１３． 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、競技役員・市内中高生は７：００（入場後準備）。市外の選手・観戦者は７：３０とする。

（３） 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）」「大会参加料」の提出してください。

（４） 観戦者（選手関係者）は、受け付けで「観戦者（選手関係者）入場チェックシート」を提出してください。

選手関係者は選手の家族・親戚とします。

（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・選手の家族

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。

③ スタート地点後方からの撮影は禁止。観戦者はメインスタンドからのみ。

（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大会は実施されます。



大会コード：２２２８３７６８

１． 主 催 明石市陸上競技協会

２． 主 管 明石市中学校体育連盟　陸上競技部

３． 日 時 令和４年１０月１５日（土）　午前９：００より

令和３年１０月１６日（日）　午前９：００より

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 【明石市中学選手権】 ＊印は１日目

【明石市秋季記録会】 ＊印は１日目

※５０００ｍ終了後⇒３０００ｍを実施する競技日程となります。

※三段跳は、男女とも９ｍ板からの実施となります。

※小学生種目は、全て２日目の実施となります。

※共通種目は、中学生から一般まで選手が対象。

６． 競技方法 ＊ ２０２２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。

＊ 中学選手権は、トラック競技では、１００ｍ、２００ｍ、ハードルは予選・決勝を行う。それ以外はタイムレース決勝。

　　　　　　　フィールド競技（水平方向）は、全員３回試技＋上位８名で３回試技で実施。

＊ 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に適合しないシューズの使用は認めない。

但し、小学生においてはその規定を適用しない。

＊ フィールド競技においては、中学生、高校生は、ＷＡ競技規則靴規定10条適用除外措置にて実施する。

対応方法は兵庫県中体連・高体連で決められた通りとする。

＊ 中学選手権の計測ライン及び開始の高さについていは以下のとおりとする。

男子：走高跳（１ｍ３０～）／走幅跳（４ｍ６０）／三段跳（９ｍ８０）／砲丸投（６ｍ００）／円盤投（１５ｍ００）

女子：走高跳（１ｍ２０～）／走幅跳（４ｍ００）／砲丸投（６ｍ００）／円盤投（１５ｍ００）

＊ 秋季記録会のフィールド計測ラインは設けないが、明らかに失敗試技の場合は計測を行わない。

女

子

高校 小学生

　１００ｍ

　１５００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走幅跳

　１００ｍ

　８００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走幅跳

１００ｍ，＊２００ｍ，＊８００ｍ，１５００ｍ，＊１００ｍＨ(0.762-8.00)，

４×１００ｍＲ，走高跳、＊走幅跳，砲丸投(2.721kg)，＊円盤投(1.000kg)

＊１００ｍＨ

　(0.762-8.00)

　砲丸投(2.721kg)

　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

中学

　１００ｍ

＊２００ｍ

　４００ｍ

＊８００ｍ

　１５００ｍ

＊３０００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走高跳

＊棒高跳

＊走幅跳

　三段跳

＊円盤投(1.000kg)

＊１００ｍＨ

　(0.838-8.50)

　砲丸投(4.000kg)

　やり投(0.600kg)

２０２２年度
第１９回　明石市中学校陸上競技選手権大会

　兼　明石市秋季陸上競技記録会
　要　　項

　１００ｍ

＊２００ｍ

　４００ｍ

＊８００ｍ

　１５００ｍ

＊３０００ｍ

＊５０００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走高跳

＊棒高跳

＊走幅跳

　三段跳

＊１１０ｍＨ

　(1.067-9.14）

　やり投(0.800kg)

　砲丸投（7.260kg)

＊円盤投(2.000kg)

　砲丸投(6.000kg)

＊円盤投(1.750kg

＊１１０ｍＨ

　(0.914-9.14)

　砲丸投(5.000kg)

＊円盤投(1.500kg)

　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

共通 高校・一般

男

子

１００ｍ，＊２００ｍ，４００ｍ，＊８００ｍ，１５００ｍ，＊３０００ｍ，＊１１０ｍＨ(0.914-9.14)，

４×１００ｍＲ，走高跳、＊走幅跳，三段跳，砲丸投(5.000kg)，＊円盤投(1.500kg)

一般

男

子

女

子



７． 参加資格 【明石市中学選手権】

＊ 兵庫県中体連に登録している、明石市内の中学校に所属している選手。

【明石市秋季記録会】

＊ 兵庫陸上競技協会の加盟団体・学連・高体連・中体連に登録している選手、又は、兵庫陸上競技協会に個人登録している選手。

（明石市以外の中学・高校・高専・一般の参加も可能です）。

＊ 小学生については、明石市内の小学校に在学する児童、又は、明石市内に在住する児童。明石市内のクラブチームに所属する児童。

所属名およびビブスは、所属している学校・クラブチームのものを使用する。

※明石市内に在住する児童の場合⇒申し込み一覧表の「所在地」欄に、在住の住所を入力する。

【両大会共通】

＊ インターネットや新聞などに試合結果が掲載されることを了承できる選手・競技役員。

＊ 中学・高校の参加は、競技役員を終日出せること。

※中学・高校で１日目のみ、または、２日目のみの参加の場合、その日だけの競技役員で申込可能です（選手だけでの出場は不可）。

※円滑に運営ができますよう、できるだけ複数の競技役員のご協力をお願いします。

※大学や団体の参加においても、競技役員のご協力が可能であればお願いします。

＊ 三段跳については、男女とも９ｍ板にて実施するので、安全に競技が行える力のある選手。

８． 出場制限 ＊ 一人２種目まで（リレーは含まない）。

※中学選手権，秋季記録会の中から最大２種目です。

※二重登録選手（中学、高校とクラブチームや陸協の登録者）も、一人につき最大２種目まで。

【トラック種目】

＊ １校（団体）１種目の出場人数制限なし。

＊ リレーは、男女別１校（団体）１チームまで。

【フィールド種目】

＊ 明石市内の学校・団体は、１校（団体）１種目の出場人数制限なし。

＊ 明石市外の学校・団体は、１校（団体）１種目あたり５人までの出場人数制限有。

＊ 棒高跳については、市外・市内ともに出場人数制限なし。

９． 表 彰 ＊ 選手権種目では、３位までに表彰状を授与する。

10． 記 録 証 ＊ 記録証の発行を希望する選手は、結果発表の通告後に本部記録室まで申し出ること。

＊ 引き渡しは、その種目が全て終了（最後の組が終了）した後、本部記録室にて発行料と引き換え。

＊ １部５００円　　※郵送を希望する場合は、１部６００円

11． 申し込み料

＊ １種目　中学生：５００円　　高校生以上：６００円　　リレー種目：１，０００円　　※小学生は無料

★申し込み料は、大会当日受付にてお支払いください。

★団体、チームとしての申し込みの場合は、申し込み責任者（もしくは代表者）が一括してお支払いください。

★お支払いの際、小銭が少なくなるように、また、釣銭がないように、ご協力をお願いいたします。

★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し込み料はお支払い頂きます。

　大会不参加の場合の支払いは、下記まで郵便振り込みをお願いします。

【 口座番号　　 ００ ９３０－８－１４８９７３ 加入者名　　 明石市陸上競技協会】

12. 申し込み方法

＊ 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、必要事項を入力したものを

メールに添付送信する（aaa28-taikai@yahoo.co.jp)。

＊ アスリートランキングもしくはメールでの申し込みと合わせて、印刷した申し込み一覧表を必ず郵送すること（申し込み漏れを

防ぐため）。

【中学生】

＊ 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。

　問い合わせは、　明石市陸上競技協会事務局まで　⇒

＊ 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、申し込み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。

＊ 申し込み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・高専，大学，団体チーム】

＊ 高校・高専は個人での申し込みはできません。学校単位で申し込みしてください。

※選手だけの参加はご遠慮ください。顧問帯同でお願いします。

＊ 「明石市陸上競技協会」ホームページ上から、申し込みファイル（一覧表）をダウンロードし、必要事項を入力して９月３０日

（金）必着で申し込み先までファイルをメール送信し、併せて印刷した申し込み一覧表を１０月３日（月）必着で郵送する。

＊ ダウンロードした申し込みファイルのファイル名とメールの件名は、『明石秋季〇〇（△△）』（※〇〇は申し込み名前／△△は

所属名）にしてください。

＊ 高校・高専の申し込みは、審判員の名前は必ず入力するようにしてください（団体チームの申し込みも審判ができる方は入力を

お願いします）。

＊ 申し込み責任者携帯電話の欄には、申し込み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（個人の場合は申し込み者）を明記してください。

akashi_haa@yahoo.co.jp



≪明石市陸上競技協会ホームページ≫

ＵＲＬ http://www.haaa.jp/~akashi/

≪申し込み先≫

メールアドレス aaa28-taikai@yahoo.co.jp
※大会申し込み専用アドレスです。ご注意ください。

郵送先 〒655-0047　神戸市垂水区東舞子町１５－１０　　明石市陸上競技協会　信近　清志　宛

　　※封筒に『明石市秋季記録会　申し込み』と明記

≪申し込み受付期間≫

２０２２年９月１６日（金）～２０２２年９月３０日（金）

※但し、参加者多数により大会運営が困難と判断される場合は、受付期間内であっても申し込みを締め切る場合があります。

≪申し込み〆切≫

①　アスリートランキング／メールでの手続き ２０２２年　９月３０日（金）

②　郵送（FAX)での手続き ２０２２年１０月　３日（月）

※　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。

13. 問合せ先 ≪明石市陸上競技協会　事務局≫

メールアドレス akashi_haa@yahoo.co.jp
電　話 ０９０－９８８７－４５１０（理事長：信近清志）

14. プログラム編成会議

２０２２年１０月　５日（水）　１７：３０～　朝霧中学校（予定）

※　明石市内の中学・高校の顧問で行います。

15. 個人情報の取り扱いについて

（１）申し込みに伴う個人情報は、主催者で厳重に保管し、大会目的以外に使用することありません。

（２）申し込み一覧表の提出により、上記（１）の取り扱いに承諾を得たものとみなし、名前・所属・記録等を本大会プログラム・

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等に掲載します（選手・競技役員とも）。

（３）本大会が認めた報道機関が撮影した写真や名前・所属・記録等が、新聞・雑誌・ホームページ等に公開されることがあります。

16. その他 ＊ 新型コロナウイルス感染防止対策のため入場規制を行って開催します。

新型コロナウイルス感染防止に関わる各種の連絡事項、注意事項については、明石市陸上競技協会ホームページに掲載し、

お知らせします。参加される方は随時確認を行ってください。

＊ お申し込み後も感染状況等により、規模を縮小しての開催をしたり、中止する場合もあります。

＊ 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・

スタートリスト等をアップしますので、ご確認ください（参加者への郵送は行いません）。

＊ 競技中に発生した傷害、疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内での対応、および現場での応急処置以外の責任は

一切負わない。

＊ 「競技注意事項」や各種「連絡事項」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、やり投、ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰは１２ｍｍ以下）とする。

＊ 競技に使用する用器具は、ポール、やり、リレ用・高跳助走マーク用のテープ以外は、すべて主催者が用意したものを使用しな

ければならない。また、練習用としても個人用の器具を競技場内に持ち込んではならない（サブトラックで使用するメディシン

ボールは可）。



第１９回
明石市中学校陸上競技選手権大会



種目 記録 氏名 所属名 競技会名 競技場 期日

男子 100m 10.83 溝口　塁生 野々池中学校 紀三井寺 2016/08/06

男子 200m 22.1 井藤　直起 衣川中学校 王子 1997

男子 22.17 木下　恭太朗 大久保中学校 明石 2021/10/16

男子 400m 50.61 前坂　孟毅 大久保北中学校 福島 2022

男子 800m 1.57.18 藤原　悠帆 衣川中学校 加古川 2015

男子 1500m 4.04.76 加藤　淳 大久保中学校 加古川 2013

男子 3000m 8.42.37 岡山　光男 大蔵中学校 国立 1987

男子 110mH:91.4cm 14.39 冨田　学 大蔵中学校 国立 1994

男子 4x100mR 43.95 角田・諸岡・市・安井 野々池中学校 加古川 2020/08/29

男子 走高跳 1.94 植田　辰弥 衣川中学校 王子 1986

男子 1.94 織田　久史 魚住中学校 王子 1986

男子 1.94 田中　貞実 江井島中学校 富山 1999

男子 棒高跳 3.30 中谷　圭佐 魚住中学校 明石 1988

男子 走幅跳 6.87 石原　雅之 大蔵中学校 王子 1986

男子 三段跳 13.98 井村　慧士 野々池中学校 加古川 2016/07/17

男子 砲丸投:5kg 13.83 立花　郁人 大蔵中学校 加古川 2015

男子 円盤投:1.5kg 42.30 髙瀬　蒼太 大蔵中学校 加古川 2021/07/10

明石市中学記録



種目 記録 氏名 所属名 競技会名 競技場 期日

女子 100m 12.05 宮田　乙葉 朝霧中学校 加古川 2014

女子 200m 24.58 宮田　乙葉 朝霧中学校 丸亀 2014

女子 800m 2.11.5 石原　愛子 魚住中学校 国立 1979

女子 1500m 4.30.76 安藤富貴子 大久保中学校 千葉 2012

女子 100mH:76.2cm 14.1 寿　紘子 大蔵中学校 明石 1992

女子 14.1 寿　紘子 大蔵中学校 明石 1993

女子 14.30 新　裕衣 大久保中学校 加古川 2009

女子 4x100mR 48.98 高尾･干場･森･松岡 大久保中学校 加古川 2011

女子 走高跳 1.67 山西　美保 衣川中学校 明石 1983

女子 走幅跳 5.73 近藤　昭子 大久保北中学校 石川 1991

女子 砲丸投:2.72kg 13.61 奥野　緑 野々池中学校 明石 2005

女子 円盤投:1.0kg 36.48 吉田　悠夏 大久保中学校 加古川 2011

明石市中学記録



種目 記録 氏名 所属名 競技場 回数 期日

男子 中学選手権　共通 100m 11.05 木下　恭太朗 大久保中学校 明石 18 2021/10/17

男子 中学選手権　共通 200m 22.17 木下　恭太朗 大久保中学校 明石 18 2021/10/16

男子 中学選手権　共通 400m 52.01 木下　裕二朗 大久保中学校 明石 16 2019

男子 中学選手権　共通 800m 2.02.66 藤原　悠帆 衣川中学校 明石 12 2015

男子 中学選手権　共通 1500m 4.09.43 加藤　淳 大久保中学校 明石 10 2013

男子 中学選手権　共通 3000m 9.07.45 白江　遥人 魚住中学校 明石 11 2014

男子 中学選手権　共通 110mH:91.4cm 14.65 下司　剛久 望海中学校 明石 6 2006

男子 中学選手権　共通 4x100mR 44.93 丸尾・葉・大浦・木下 大久保中学校 明石 18 2021/10/17

男子 中学選手権　共通 走高跳 1.81 矢嶋　隼也 二見中学校 明石 9 2012

男子 中学選手権　共通 走幅跳 6.56 増田　勇人 望海中学校 明石 3 2006

男子 中学選手権　共通 三段跳 13.12 溝口　将也 二見中学校 明石 12 2015

男子 中学選手権　共通 砲丸投:5kg 13.28 後藤　璃久 大蔵中学校 明石 18 2021/10/17

男子 中学選手権　共通 円盤投:1.5kg 39.84 髙瀬　蒼太 大蔵中学校 明石 18 2021/10/16

女子 中学選手権　共通 100m 12.59 宮田　乙葉 朝霧中学校 明石 11 2014

女子 中学選手権　共通 200m 26.12 小田垣　亜樹 朝霧中学校 明石 5 2008

女子 中学選手権　共通 800m 2.14.52 渡辺　真央 大久保中学校 明石 4 2007

女子 中学選手権　共通 1500m 4.37.83 渡辺　真央 大久保中学校 明石 4 2007

女子 中学選手権　共通 100mH:76.2cm 14.82 濱本　恵美 江井島中学校 明石 5 2008

女子 中学選手権　共通 4x100mR 50.76 花川･高辻･田中･平松 大久保中学校 明石 4 2007

女子 中学選手権　共通 走高跳 1.58 傳　美帆子 附属明石中学校 明石 2 2005

女子 中学選手権　共通 走幅跳 5.10 河原　妃南 大久保北中学校 明石 10 2013

女子 中学選手権　共通 砲丸投:2.72kg 13.61 奥野　緑 野々池中学校 明石 2 2005

女子 中学選手権　共通 円盤投:1.0kg 32.12 吉田　悠夏 大久保中学校 明石 8 2008

大会記録 ［ 第19回明石市中学校陸上競技選手権大会 ］



中学選手権　共通男子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
ワカマツ　リク オオクラ [17.25] カワモト　ショウタロウ オオクラ [15.99]

1 31217 若松　莉久(2) 大蔵 1 31215 川本　将太朗(2) 大蔵
トキイ　コウスケ ウオズミ [15.53] アサダ　フウマ ウオズミヒガシ [15.95]

2 31923 時井　晃輔(2) 魚住 2 32011 麻田　楓真(1) 魚住東
コイズミ　キョウヤ キヌガワ [12.77] ナルミ　アツノリ オオクボキタ [12.48]

3 31302 小泉　鏡也(1) 衣川 3 32223 鳴海　篤紀(1) 大久保北
モトヤマ　ヨシノスケ ウオズミヒガシ [13.25] ヤマナカ　タクマ ウオズミヒガシ [12.51]

4 32007 本山　義之助(2) 魚住東 4 32008 山中　拓馬(2) 魚住東
シブヤ　コウセイ ボウカイ [12.05] カワナ　エイト エイガシマ [13.34]

5 31564 渋谷　洸晴(3) 望海 5 31820 川名　瑛士(2) 江井島
オオモリ　ヒイロ フタミ [13.48] ゴトウ　ショウム ボウカイ [13.39]

6 32112 大森　柊凌(1) 二見 6 31579 後藤　翔夢(2) 望海
マツオ　カナト ノノイケ [13.85] ミヤワキ　ソウタ オオクボキタ [14.10]

7 31456 松尾　奏斗(1) 野々池 7 32296 宮脇　奏多(2) 大久保北
ヤスイ　ルイ キヌガワ [14.43] ヤマモト　ダイア オオクボキタ [14.03]

8 31303 安井　瑠唯(1) 衣川 8 32230 山本　橙空(1) 大久保北

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
トミサカ　ジン ボウカイ [16.94] フクイ　リョウ フタミ [16.15]

1 31516 富阪　仁(1) 望海 1 32118 福井　良(1) 二見
フクマ　タクジロウ フタミ [15.54] タテイシ　ナツキ フタミ [15.93]

2 32123 福間　拓二郎(1) 二見 2 32157 立石　夏輝(2) 二見
タケダ　ユウヒ フタミ [12.72] キシ　ヒナタ フタミ [12.55]

3 32137 竹田　悠陽(3) 二見 3 32113 岸　暖大(1) 二見
シライ　シオン アサギリ [13.47] マエダ　ヒナタ アサギリ [13.33]

4 31190 白井　志音(1) 朝霧 4 31175 前田　陽太(2) 朝霧
ウエダ　アオイ ボウカイ [13.27] ミウラ　タクマ ボウカイ [12.48]

5 31559 上田　蒼(3) 望海 5 31576 三浦　拓眞(2) 望海
ヤマダ　トモアキ オオクラ [12.17] チバ　ジュウザブロウ オオクラ [13.44]

6 31293 山田　睦明(3) 大蔵 6 31216 千葉　柊三朗(2) 大蔵
ドウモト　ジュン フタミ [13.89] オガワ　リク オオクラ [14.13]

7 32115 堂本　潤(1) 二見 7 31211 小川　陸(2) 大蔵
タカサキ　ケント オオクボ [14.41] ニシノ　ロクロウ ボウカイ [14.02]

8 31623 高崎　賢斗(1) 大久保 8 31517 西野　緑朗(1) 望海

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
クロダ　ケイゴ オオクボキタ [15.17] アベ　リョウガ エイガシマ [14.95]

2 32217 黒田　恵梧(1) 大久保北 2 31818 阿部　凌駕(2) 江井島
トヨムラ　コウタ オオクボ [13.50] タナカ　ソウタロウ ノノイケ [13.54]

3 31606 豊村　宏太(3) 大久保 3 31416 田中　壮太朗(2) 野々池
コンドウ　ユウタ オオクボ [11.80] エミ　ジュンタ ノノイケ [13.12]

4 31605 近藤　裕太(3) 大久保 4 31452 江見　純汰(1) 野々池
オエ　イブキ キヌガワ [13.19] カミモト　アオト オオクボ [12.85]

5 31335 小江　一颯(2) 衣川 5 31610 神本　碧人(2) 大久保
ヤマオカ　ウタイ オオクボキタ [12.84] フジイ　セイタ フタミ [11.62]

6 32297 山岡　詩依(2) 大久保北 6 32141 藤井　惺大(3) 二見
ヒロセ　レン フタミ [14.57] ハセガワ　カズヤ ボウカイ [14.60]

7 32117 廣瀨　漣(1) 二見 7 31577 長谷川　和哉(2) 望海
ヨシイ　ダイキ ボウカイ [13.76] サトウ　ヒナタ フタミ [13.76]

8 31522 吉井　大貴(1) 望海 8 32114 佐藤　暖(1) 二見

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子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
ワタナベ　ソウタ オオクボキタ [15.30] ハヤシ　ユウト フタミ [15.29]

1 32200 渡邊　蒼大(2) 大久保北 1 32158 林　祐斗(2) 二見
クメ　ミヒロ オオクボ [17.28] ハママツ　ソラ モトヤマミナミ

2 31629 久米　海大(1) 大久保 2 20691 浜松　そら(1) 本山南
シモウチ　ショウマ キヌガワ [12.78] タムラ　ダイジュ オオクラ [13.21]

3 31340 下内　翔雅(2) 衣川 3 31212 田村　大樹(2) 大蔵
ヨシナリ　ソラ オオクラ [13.23] ツルクマ　ユズキ ノノイケ [12.79]

4 31225 吉成　碧(1) 大蔵 4 31417 鶴熊　柚紀(2) 野々池
オオウラ　ブンタ オオクボ [13.50] オグラ　リオン オオクボ [13.50]

5 31604 大浦　文太(3) 大久保 5 31615 小倉　龍音(2) 大久保
シバタ　リク キヌガワ [12.05] ヨシナリ　ジン オオクラ [11.88]

6 31338 柴田　流空(2) 衣川 6 31299 吉成　迅(3) 大蔵
ムラカミ　ライシ キヌガワ [13.82] イワサキ　エイト ノノイケ [14.52]

7 31342 村上　漣武志(2) 衣川 7 31451 岩﨑　瑛音(1) 野々池
トウダ　ユウ オオクボキタ [14.50] ババ　コウシロウ オオクラ [13.77]

8 32221 東田　悠生(1) 大久保北 8 31221 馬場　航史朗(1) 大蔵

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
タケ　ユウタ オオクラ [15.77] ヒノ　ソウスケ ウオズミヒガシ [15.84]

1 31220 竹　佑太(1) 大蔵 1 32015 日野　創介(1) 魚住東
モリタ　ヒカリ オオクボキタ [16.60] マツオカ　マサト ボウカイ [16.36]

2 32229 森多　輝(1) 大久保北 2 31520 松岡　真里(1) 望海
フジヌマ　ユウキ アサギリ [13.30] シバハラ　エイジ ノノイケ [13.45]

3 31177 藤沼　優輝(2) 朝霧 3 31453 柴原　瑛司(1) 野々池
イナオカ　マナト オオクラ [12.23] カマタニ　ソウスケ ウオズミヒガシ [12.70]

4 31289 稲岡　愛斗(3) 大蔵 4 32012 鎌谷　奏佑(1) 魚住東
モリイ　ユウタ ノノイケ [12.72] ナカノ　ソウシ オオクボ [13.31]

5 31457 森井　悠太(1) 野々池 5 31628 中野　総士(1) 大久保
トダ　タイセイ キヌガワ [13.47] サノ　ユウマ ノノイケ [12.25]

6 31301 戸田　大晴(1) 衣川 6 31414 佐野　悠真(2) 野々池
ヤマグチ　トア キヌガワ [13.92] トクツ　ケンゴ オオクボ [13.98]

7 31334 山口　永愛(2) 衣川 7 31612 得津　健吾(2) 大久保
ナカイ　ソウタ フタミ [14.40] ウチダ　アサト ウオズミ [14.34]

8 32116 仲井　奏太(1) 二見 8 31942 内田　麻翔(1) 魚住

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 [14.92] ヤマザワ　ユウト ウオズミヒガシ [16.17]

2 31572 長谷川　和輝(2) 望海 1 32017 山澤　悠斗(1) 魚住東
ダンジョウ　ショウ ウオズミヒガシ [12.89] マルヤマ　タダヒサ エイガシマ [15.92]

3 32013 檀上　翔(1) 魚住東 2 31835 丸山　惟央(1) 江井島
マルオ　トキヤ オオクボ [11.55] シマダ　ヨウタ アサギリ [12.65]

4 31607 丸尾　斗騎哉(3) 大久保 3 31179 島田　陽太(2) 朝霧
イノウエ　ナオヤ オオクボキタ [13.11] オナカ　レンジ エイガシマ [13.33]

5 32212 井上　直哉(1) 大久保北 4 31831 尾仲　蓮士(1) 江井島
ヤスダ　タクマ オオクラ [13.55] キタガワ　イッキ ウオズミ [12.41]

6 31214 安田　逞(2) 大蔵 5 31939 北川　壱輝(1) 魚住
イソベ　コウキ ウオズミヒガシ [13.75] ワタタニ　レイ ウオズミヒガシ [13.44]

7 32001 磯部　航希(2) 魚住東 6 32009 綿谷　玲(2) 魚住東
カワハラ　ユウスケ オオクボキタ [14.66] マルオ　リクト オオクボ [13.99]

8 32215 川原　佑介(1) 大久保北 7 31625 丸尾　璃空斗(1) 大久保
マツオ　フウト ノノイケ [14.25]

8 31423 松尾　颯斗(2) 野々池
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中学選手権　共通男子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
ナカタニ　ユウマ ボウカイ [14.90] ナカガイ　リト オオクボ [14.85]

2 31569 中谷　悠真(2) 望海 2 31627 中貝　琉翔(1) 大久保
ヨシカワ　マサキ ボウカイ [13.56] マツモト　ダイシ フタミ [13.10]

3 31584 吉川　将生(2) 望海 3 32121 松本　大志(1) 二見
マツモト　アキト ノノイケ [11.54] マエサカ　モトミ オオクボキタ [11.50]

4 31424 松本　晃音(2) 野々池 4 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北
イチオカ　ハルト オオクボキタ [12.94] ナガタ　シュンスケ オオクボ [13.10]

5 32291 市岡　晴空(2) 大久保北 5 31601 永田　俊輔(3) 大久保
ハナダ　コウタ フタミ [13.11] シノハラ　ダイチ アサギリ [13.56]

6 32160 花田　煌太(2) 二見 6 31181 篠原　大智(1) 朝霧
ニシムラ　レン オオクボキタ [14.68] フジタ　リュウシン ウオズミヒガシ [13.59]

7 32224 西村　蓮(1) 大久保北 7 32016 藤田　琉心(1) 魚住東
ミヤハラ　カナム オオクボキタ [13.71] ヤマモト　ムウン ノノイケ [14.80]

8 32227 宮原　叶夢(1) 大久保北 8 31428 山本　椋雲(2) 野々池

15組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハタナカ　ダイジュ ボウカイ [14.89]

2 31570 幡中　大珠(2) 望海
ヒガサ　ショウマ フタミ [11.51]

3 32140 樋笠　翔真(3) 二見
イチカワ　シュンキ ウオズミ [13.56]

4 31926 市川　隼樹(2) 魚住
ヤマサキ　アユム キヌガワ [13.11]

5 31343 山﨑　天夢(2) 衣川
ハシモト　コウダイ エイガシマ [13.04]

6 31825 橋本　耀大(2) 江井島
ヨシヤマ　ケイ エイガシマ [13.69]

7 31827 吉山　慶(2) 江井島
ウエモト　ルイ オオクボキタ [14.77]

8 32213 上本　瑞偉(1) 大久保北

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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中学選手権　共通男子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
ヤマモト　ムウン ノノイケ [31.79] タテイシ　ナツキ フタミ [33.64]

2 31428 山本　椋雲(2) 野々池 1 32157 立石　夏輝(2) 二見
ヨシヤマ　ケイ エイガシマ [28.53] スズキ　ハヤテ ウオズミ

3 31827 吉山　慶(2) 江井島 2 31943 鈴木　颯(1) 魚住
マエサカ　モトミ オオクボキタ [22.93] ナカノ　ソウシ オオクボ [28.20]

4 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北 3 31628 中野　総士(1) 大久保
オナカ　レンジ エイガシマ [27.00] マルオ　トキヤ オオクボ [23.97]

5 31831 尾仲　蓮士(1) 江井島 4 31607 丸尾　斗騎哉(3) 大久保
シモウチ　ショウマ キヌガワ [27.00] ナガタ　シュンスケ オオクボ [27.20]

6 31340 下内　翔雅(2) 衣川 5 31601 永田　俊輔(3) 大久保
チバ　ジュウザブロウ オオクラ [28.65] キシ　ヒナタ フタミ [26.28]

7 31216 千葉　柊三朗(2) 大蔵 6 32113 岸　暖大(1) 二見
ナカイ　ソウタ フタミ [31.55] アベ　リョウガ エイガシマ [31.11]

8 32116 仲井　奏太(1) 二見 7 31818 阿部　凌駕(2) 江井島
ニシノ　ロクロウ ボウカイ [29.33]

8 31517 西野　緑朗(1) 望海

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
マツオ　カナト ノノイケ トキイ　コウスケ ウオズミ [32.38]

1 31456 松尾　奏斗(1) 野々池 2 31923 時井　晃輔(2) 魚住
トダ　タイセイ キヌガワ ハナヤマ　ケイト ボウカイ [28.50]

2 31301 戸田　大晴(1) 衣川 3 31519 花山　啓斗(1) 望海
キムラ　ジン オオクラ [24.54] オオウラ　ブンタ オオクボ [23.39]

3 31286 木村　仁(3) 大蔵 4 31604 大浦　文太(3) 大久保
ミウラ　タクマ ボウカイ [25.33] コイズミ　キョウヤ キヌガワ [26.78]

4 31576 三浦　拓眞(2) 望海 5 31302 小泉　鏡也(1) 衣川
カワナ　エイト エイガシマ [27.85] ウエダ　アオイ ボウカイ [27.01]

5 31820 川名　瑛士(2) 江井島 6 31559 上田　蒼(3) 望海
キタガワ　イッキ ウオズミ [27.58] ハヤシ　ユウト フタミ [31.48]

6 31939 北川　壱輝(1) 魚住 7 32158 林　祐斗(2) 二見
オガワ　リク オオクラ [29.86] ヤマグチ　トア キヌガワ [29.13]

7 31211 小川　陸(2) 大蔵 8 31334 山口　永愛(2) 衣川
ハセガワ　カズヤ ボウカイ [30.02]

8 31577 長谷川　和哉(2) 望海

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
フクマ　タクジロウ フタミ [33.66] シバハラ　エイジ ノノイケ

1 32123 福間　拓二郎(1) 二見 1 31453 柴原　瑛司(1) 野々池
ウチダ　アサト ウオズミ カナザワ　ハヤオ オオクラ

2 31942 内田　麻翔(1) 魚住 2 31224 金澤　快勇(1) 大蔵
ゴトウ　ショウム ボウカイ [27.32] イチカワ　シュンキ ウオズミ [27.62]

3 31579 後藤　翔夢(2) 望海 3 31926 市川　隼樹(2) 魚住
マツモト　アキト ノノイケ [24.13] ヤマサキ　アユム キヌガワ [27.61]

4 31424 松本　晃音(2) 野々池 4 31343 山﨑　天夢(2) 衣川
ムロイ　シキ エイガシマ [28.01] オグラ　リオン オオクボ [25.22]

5 31826 室井　志葵(2) 江井島 5 31615 小倉　龍音(2) 大久保
ハギワラ　ユウキ エイガシマ [26.19] スギノ　ケイゴ キヌガワ [24.64]

6 31824 萩原　優紀(2) 江井島 6 31336 杉野　慧吾(2) 衣川
ヨシイ　ダイキ ボウカイ [29.42] トウダ　ユウ オオクボキタ [30.00]

7 31522 吉井　大貴(1) 望海 7 32221 東田　悠生(1) 大久保北
ヒロセ　レン フタミ [30.77] カラキ　ユウ ウオズミ [29.87]

8 32117 廣瀨　漣(1) 二見 8 31944 唐木　悠(1) 魚住
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中学選手権　共通男子200m

〈〈 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
タニガワ　ソウア ウオズミ ヒナミ　トモキ ウオズミ

1 31932 谷川　颯空(2) 魚住 1 31931 日並　智規(2) 魚住
カワモト　ショウタロウ オオクラ [34.00] フクイ　リョウ フタミ [34.55]

2 31215 川本　将太朗(2) 大蔵 2 32118 福井　良(1) 二見
オエ　イブキ キヌガワ [28.01] エミ　ジュンタ ノノイケ [27.55]

3 31335 小江　一颯(2) 衣川 3 31452 江見　純汰(1) 野々池
ヤマカワ　ユキヤ オオクボキタ [25.82] フジイ　セイタ フタミ [24.40]

4 32298 山川　恭矢(2) 大久保北 4 32141 藤井　惺大(3) 二見
コンドウ　ユウタ オオクボ [24.21] マツモト　ダイシ フタミ [27.86]

5 31605 近藤　裕太(3) 大久保 5 32121 松本　大志(1) 二見
ハシモト　コウダイ エイガシマ [27.35] シバタ　リク キヌガワ [25.35]

6 31825 橋本　耀大(2) 江井島 6 31338 柴田　流空(2) 衣川
ヤスダ　タクマ オオクラ [29.45] ムラカミ　ライシ キヌガワ [29.65]

7 31214 安田　逞(2) 大蔵 7 31342 村上　漣武志(2) 衣川
ナカタニ　ユウマ ボウカイ [30.30] ヤスイ　ルイ キヌガワ [30.25]

8 31569 中谷　悠真(2) 望海 8 31303 安井　瑠唯(1) 衣川

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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中学選手権　共通男子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
ナガエ　リョウジ オオクボキタ [1:20.49] ツムラ　ハルキ オオクボキタ [1:10.00]

1 32222 永江　凌士(1) 大久保北 1 32220 津村　悠希(1) 大久保北
ハッタ　アイル ノノイケ [1:04.71] ヒナミ　トモキ ウオズミ

2 31421 八田　歩玲(2) 野々池 2 31931 日並　智規(2) 魚住
ムロイ　シキ エイガシマ [1:01.75] ヤマカワ　ユキヤ オオクボキタ [58.00]

3 31826 室井　志葵(2) 江井島 3 32298 山川　恭矢(2) 大久保北
スギノ　ケイゴ キヌガワ [57.00] ハギワラ　ユウキ エイガシマ [56.56]

4 31336 杉野　慧吾(2) 衣川 4 31824 萩原　優紀(2) 江井島
トヨムラ　コウタ オオクボ [51.96] キムラ　ジン オオクラ [56.00]

5 31606 豊村　宏太(3) 大久保 5 31286 木村　仁(3) 大蔵
ウメタニ　タイセイ ボウカイ [56.85] ナガヨシ　ユウスケ ノノイケ [59.14]

6 31560 梅谷　大惺(3) 望海 6 31419 永吉　優介(2) 野々池
オオヤ　ソウタ ノノイケ [1:02.48] ハナヤマ　ケイト ボウカイ [1:04.28]

7 31412 大屋　宗太(2) 野々池 7 31519 花山　啓斗(1) 望海
タニガワ　ソウア ウオズミ [1:03.85] オクヤ　ミズキ フタミ [1:02.58]

8 31932 谷川　颯空(2) 魚住 8 32154 奥屋　瑞葵(2) 二見
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中学選手権　共通男子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
ミヤモト　イッキ ウオズミ マツシタ　シオン ウオズミ [2:40.72]

1 31938 宮本　一輝(1) 魚住 1 31946 松下　史穏(1) 魚住
ショウタイ　ユウタ ノノイケ イマダ　ユウキ ボウカイ [2:42.61]

2 31454 正躰　優太(1) 野々池 2 31512 今田　祐希(1) 望海
ナガエ　リョウジ オオクボキタ [3:01.81] オカモト　タイギ オオクラ [2:41.70]

3 32222 永江　凌士(1) 大久保北 3 31223 岡本　泰宜(1) 大蔵
ブツサカ　タイセイ フタミ [2:45.00] クスダ　アキト ウオズミヒガシ [2:34.67]

4 32119 佛坂　泰晴(1) 二見 4 32002 楠田　輝翔(2) 魚住東
フクダ　タクヤ オオクボキタ [2:46.58] モリ　マサチカ エイガシマ [2:36.90]

5 32225 福田　琢也(1) 大久保北 5 31833 森　誠親(1) 江井島
ワダ　レオト フタミ [2:47.42] トヨシマ　コウ ウオズミヒガシ [2:32.69]

6 32122 和田　澪羽(1) 二見 6 32003 豊嶋　幸羽(2) 魚住東
ハラ　ケイゴ ボウカイ [2:50.18] スギモト　ケンタ オオクボキタ [2:37.75]

7 31574 原　慶伍(2) 望海 7 32218 杉本　健太(1) 大久保北
イタクラ　ヒロキ オオクボキタ [2:56.55] モリ　タイシ オオクボキタ [2:40.00]

8 32211 板倉　宏樹(1) 大久保北 8 32228 森　泰志(1) 大久保北
ツムラ　ハルキ オオクボキタ [3:00.74] マツイ　ヒカル フタミ [2:40.00]

9 32220 津村　悠希(1) 大久保北 9 32120 松井　輝(1) 二見
ヤマグチ　シモン ボウカイ [2:57.06] タナカ　ハヤト オオクボキタ [2:40.00]

10 31521 山口　志紋(1) 望海 10 32219 田中　颯人(1) 大久保北
ヨシカワ　マサキ ボウカイ [2:40.00]

11 31584 吉川　将生(2) 望海

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
オノ　フミヤ ボウカイ [2:30.00] オカモト　タツト フタミ [2:20.23]

1 31513 苧野　文也(1) 望海 1 32153 岡本　竜斗(2) 二見
ニシムラ　オオマ ボウカイ [2:30.10] オオタ　ソウイチロウ ノノイケ [2:22.05]

2 31518 西村　和生真(1) 望海 2 31429 太田　創一朗(2) 野々池
サカイ　コウヘイ キヌガワ [2:32.45] ハオカ　ユア ウオズミヒガシ [2:21.95]

3 31337 酒井　皓平(2) 衣川 3 32005 羽岡　諭吾(2) 魚住東
ワダ　トモキ ウオズミ [2:25.02] ウメタニ　タイセイ ボウカイ [2:10.54]

4 31925 和田　朋樹(2) 魚住 4 31560 梅谷　大惺(3) 望海
ムタグチ　ユウト フタミ [2:25.14] タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ [2:11.27]

5 32159 牟田口　優人(2) 二見 5 32038 髙橋　草太(3) 魚住東
ヤマシタ　リョウ ボウカイ [2:22.46] ナガヨシ　ユウスケ ノノイケ [2:14.41]

6 31573 山下　諒(2) 望海 6 31419 永吉　優介(2) 野々池
タノウエ　ダイチ エイガシマ [2:22.36] イトウ　ユウマ ウオズミ [2:09.59]

7 31822 田上　大智(2) 江井島 7 31916 伊東　祐真(3) 魚住
タツミ　ヨウタ ボウカイ [2:27.75] マナベ　エイタロウ ノノイケ [2:14.77]

8 31515 辰巳　陽大(1) 望海 8 31425 真鍋　瑛太郎(2) 野々池
イトウ　ゲンキ ボウカイ [2:30.00] ハヤシダ　コウキ ウオズミ [2:16.08]

9 31511 伊藤　元気(1) 望海 9 31929 林田　幸希(2) 魚住
ミヤザキ　ケンゴ エイガシマ [2:27.20] タナカ　トウヤ キヌガワ [2:20.09]

10 31832 宮﨑　健豪(1) 江井島 10 31339 田中　斗也(2) 衣川
コウジタニ　ヨシトキ ボウカイ [2:30.00] シマダ　ヨウタ アサギリ [2:19.67]

11 31514 糀谷　良時(1) 望海 11 31179 島田　陽太(2) 朝霧

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子1500m

〈〈 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
ハシモト　ヒビキ ウオズミ [7:09.36] マツイ　ヒカル フタミ [5:21.94]

1 31937 橋本　響(1) 魚住 1 32120 松井　輝(1) 二見
ミヤモト　イッキ ウオズミ [6:05.48] サカイ　コウヘイ キヌガワ [5:22.87]

2 31938 宮本　一輝(1) 魚住 2 31337 酒井　皓平(2) 衣川
オザワ　コウタ オオクボキタ [6:12.54] ヨシザワ　ソウ オオクボキタ [5:15.23]

3 32214 小澤　恰太(1) 大久保北 3 32231 吉澤　諏(1) 大久保北
ヤマサキ　ハルキ アサギリ [5:53.94] イマダ　ユウキ ボウカイ [5:24.10]

4 31184 山崎　陽來(1) 朝霧 4 31512 今田　祐希(1) 望海
ヤマグチ　シモン ボウカイ [5:56.17] イトウ　ゲンキ ボウカイ [5:19.77]

5 31521 山口　志紋(1) 望海 5 31511 伊藤　元気(1) 望海
ウナテ　リュウ ウオズミ [6:11.09] オカモト　タイギ オオクラ [5:22.74]

6 31936 宇奈手　琉(1) 魚住 6 31223 岡本　泰宜(1) 大蔵
ハラ　ケイゴ ボウカイ [5:56.99] クスダ　アキト ウオズミヒガシ [5:26.73]

7 31574 原　慶伍(2) 望海 7 32002 楠田　輝翔(2) 魚住東
ヤブタ　リク オオクボ [5:31.10] ミョウエ　アツロウ オオクボ [4:58.73]

8 31600 薮田　陸(3) 大久保 8 31617 明榮　敦朗(2) 大久保
フクダ　タクヤ オオクボキタ [5:30.05] タナカ　トウヤ キヌガワ [4:59.34]

9 32225 福田　琢也(1) 大久保北 9 31339 田中　斗也(2) 衣川
ブツサカ　タイセイ フタミ [5:33.16] コウジタニ　ヨシトキ ボウカイ [4:59.59]

10 32119 佛坂　泰晴(1) 二見 10 31514 糀谷　良時(1) 望海
スギモト　ケンタ オオクボキタ [5:27.69] ミヤザキ　ケンゴ エイガシマ [5:00.58]

11 32218 杉本　健太(1) 大久保北 11 31832 宮﨑　健豪(1) 江井島
ワダ　レオト フタミ [5:34.68] ニシムラ　オオマ ボウカイ [5:12.62]

12 32122 和田　澪羽(1) 二見 12 31518 西村　和生真(1) 望海
タナカ　ハヤト オオクボキタ [5:47.61] ハオカ　ユア ウオズミヒガシ [5:09.86]

13 32219 田中　颯人(1) 大久保北 13 32005 羽岡　諭吾(2) 魚住東
マツシタ　シオン ウオズミ [5:33.74] ノモト　ユウ キヌガワ [5:08.71]

14 31946 松下　史穏(1) 魚住 14 31333 野本　優(2) 衣川
イタクラ　ヒロキ オオクボキタ [5:44.63] チャタニ　ダイナ オオクボ [5:03.20]

15 32211 板倉　宏樹(1) 大久保北 15 31613 茶谷　太偉和(2) 大久保
モリ　マサチカ エイガシマ [5:49.90] オオタ　ソウイチロウ ノノイケ [5:09.41]

16 31833 森　誠親(1) 江井島 16 31429 太田　創一朗(2) 野々池
モリ　タイシ オオクボキタ [5:46.97] タナカ　ハルト アサギリ [5:03.35]

17 32228 森　泰志(1) 大久保北 17 31191 田中　遥人(1) 朝霧
ムタグチ　ユウト フタミ [5:04.26]

18 32159 牟田口　優人(2) 二見
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中学選手権　共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワダ　トモキ ウオズミ [4:54.84]

1 31925 和田　朋樹(2) 魚住
イマイケ　アツシ ボウカイ [4:55.77]

2 31558 今池　篤志(3) 望海
マスダ　ユウキ ノノイケ [4:57.78]

3 31422 増田　悠希(2) 野々池
サカイ　ソウシ ボウカイ [4:54.68]

4 31571 酒井　蒼史(2) 望海
オカモト　タツト フタミ [4:55.41]

5 32153 岡本　竜斗(2) 二見
ヤマシタ　リョウ ボウカイ [4:56.29]

6 31573 山下　諒(2) 望海
タナカ　コウダイ ノノイケ [4:57.82]

7 31415 田中　滉大(2) 野々池
イトウ　ユウマ ウオズミ [4:26.63]

8 31916 伊東　祐真(3) 魚住
ハヤシダ　コウキ ウオズミ [4:38.38]

9 31929 林田　幸希(2) 魚住
アリタ　イツキ ボウカイ [4:23.29]

10 31563 有田　一稀(3) 望海
ナカガキ　ハヤト オオクラ [4:12.84]

11 31283 中垣　颯斗(3) 大蔵
マツモト　リク オオクボキタ [4:53.03]

12 32226 松本　璃玖(1) 大久保北
トヨシマ　コウ ウオズミヒガシ [4:45.34]

13 32003 豊嶋　幸羽(2) 魚住東
オオニシ　ソウマ フタミ [4:40.45]

14 32151 大西　颯真(2) 二見
タツミ　ヨウタ ボウカイ [4:51.26]

15 31515 辰巳　陽大(1) 望海
タノウエ　ダイチ エイガシマ [4:52.35]

16 31822 田上　大智(2) 江井島
オノ　フミヤ ボウカイ [4:52.73]

17 31513 苧野　文也(1) 望海
マナベ　エイタロウ ノノイケ [4:42.40]

18 31425 真鍋　瑛太郎(2) 野々池
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中学選手権　共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカガキ　ハヤト オオクラ [9:04.59]

1 31283 中垣　颯斗(3) 大蔵
アリタ　イツキ ボウカイ [9:28.00]

2 31563 有田　一稀(3) 望海
ヨシフサ　ケンタ ノノイケ [9:35.24]

3 31438 吉房　健太(3) 野々池
オオニシ　ソウマ フタミ [10:03.74]

4 32151 大西　颯真(2) 二見
ハヤシ　ヒバリ ノノイケ [10:09.05]

5 31435 林　翔春(3) 野々池
マスダ　ユウキ ノノイケ [10:22.02]

6 31422 増田　悠希(2) 野々池
ミョウエ　アツロウ オオクボ [10:35.41]

7 31617 明榮　敦朗(2) 大久保
サカイ　ソウシ ボウカイ [10:41.08]

8 31571 酒井　蒼史(2) 望海
イマイケ　アツシ ボウカイ [10:50.00]

9 31558 今池　篤志(3) 望海
ヨシザワ　ソウ オオクボキタ [11:00.00]

10 32231 吉澤　諏(1) 大久保北
タナカ　コウダイ ノノイケ [11:04.26]

11 31415 田中　滉大(2) 野々池
チャタニ　ダイナ オオクボ [11:20.30]

12 31613 茶谷　太偉和(2) 大久保
ヤブタ　リク オオクボ [11:30.20]

13 31600 薮田　陸(3) 大久保
タナカ　ハルト アサギリ

14 31191 田中　遥人(1) 朝霧

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子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
カタヤマ　イツキ オオクボキタ [21.08] オクヤ　ミズキ フタミ [20.15]

2 32292 片山　樹(2) 大久保北 2 32154 奥屋　瑞葵(2) 二見
イナオカ　マナト オオクラ [15.15] サカイ　タケル オオクボキタ [18.60]

3 31289 稲岡　愛斗(3) 大蔵 3 32294 榮井　勇琉(2) 大久保北
ハタナカ　ダイジュ ボウカイ [18.57] ササタニ　コウシロウ ボウカイ [15.85]

4 31570 幡中　大珠(2) 望海 4 31565 笹谷　昊士朗(3) 望海
サノ　ユウマ ノノイケ [15.98] ヤマダ　トモアキ オオクラ [15.95]

5 31414 佐野　悠真(2) 野々池 5 31293 山田　睦明(3) 大蔵
タムラ　ダイジュ オオクラ [18.21] ナガタ　ユウマ ノノイケ [16.70]

6 31212 田村　大樹(2) 大蔵 6 31418 永田　悠真(2) 野々池
オカ　ケイト フタミ [18.64] ヨシナリ　ソラ オオクラ [19.20]

7 32152 岡　恵人(2) 二見 7 31225 吉成　碧(1) 大蔵
ワキヤマ　イノ ボウカイ [20.02] ミヤワキ　ソウタ オオクボキタ [19.15]

8 31580 脇山　一之(2) 望海 8 32296 宮脇　奏多(2) 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



中学選手権　共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オオクボキタ [48.00] フタミ [51.00]

3 大久保北 6 二見
[  ] イチオカ　ハルト [  ] サカイ　タケル [  ] ミヤワキ　ソウタ [  ] キシ　ヒナタ [  ] マツモト　ダイシ [  ] オカ　ケイト

32291 市岡 晴空(2) 32294 榮井 勇琉(2) 32296 宮脇 奏多(2) 32113 岸 暖大(1) 32121 松本 大志(1) 32152 岡 恵人(2)
[  ] ヤマオカ　ウタイ [  ] ヤマカワ　ユキヤ [  ] ヤマグチ　トワ [  ] オクヤ　ミズキ [  ] コモリ　ヒイロ [  ] ハナダ　コウタ

32297 山岡 詩依(2) 32298 山川 恭矢(2) 32299 山口 斗和(2) 32154 奥屋 瑞葵(2) 32156 小森 陽彩(2) 32160 花田 煌太(2)

エイガシマ [49.50] アサギリ

4 江井島 7 朝霧
[  ] アベ　リョウガ [  ] カワナ　エイト [  ] ハギワラ　ユウキ [  ] ウチムラ　ケイタ [  ] ヨシオカ　ショウタ

31818 阿部 凌駕(2) 31820 川名 瑛士(2) 31824 萩原 優紀(2) 31170 内村 圭汰(2) 31172 吉岡 将汰(2)

[  ] ハシモト　コウダイ [  ] ムロイ　シキ [  ] ヨシヤマ　ケイ [  ] シマダ　ヨウタ [  ] オオシオ　アキヒロ

31825 橋本 耀大(2) 31826 室井 志葵(2) 31827 吉山 慶(2) 31179 島田 陽太(2) 31195 大塩 晟滉(2)

オオクボ [44.90]

5 大久保
[  ] ナガタ　シュンスケ [  ] オオウラ　ブンタ [  ] コンドウ　ユウタ

31601 永田 俊輔(3) 31604 大浦 文太(3) 31605 近藤 裕太(3)

[  ] トヨムラ　コウタ [  ] マルオ　トキヤ

31606 豊村 宏太(3) 31607 丸尾 斗騎哉(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ノノイケ [47.43] ウオズミヒガシ [50.30]

3 野々池 6 魚住東
[  ] サノ　ユウマ [  ] ツルクマ　ユズキ [  ] ナガタ　ユウマ [  ] イソベ　コウキ [  ] モトヤマ　ヨシノスケ

31414 佐野 悠真(2) 31417 鶴熊 柚紀(2) 31418 永田 悠真(2) 32001 磯部 航希(2) 32007 本山 義之助(2)

[  ] マツモト　アキト [  ] ヤマナカ　リュウセイ [  ] モリイ　ユウタ [  ] ヤマナカ　タクマ [  ] ワタタニ　レイ

31424 松本 晃音(2) 31426 山中 琉生(2) 31457 森井 悠太(1) 32008 山中 拓馬(2) 32009 綿谷 玲(2)
オオクラ [45.5] ボウカイ

4 大蔵 7 望海
[  ] キムラ　ジン [  ] イナオカ　マナト [  ] ウメタニ　タイセイ [  ] シブヤ　コウセイ [  ] ササタニ　コウシロウ

31286 木村 仁(3) 31289 稲岡 愛斗(3) 31560 梅谷 大惺(3) 31564 渋谷 洸晴(3) 31565 笹谷 昊士朗(3)

[  ] ヤマダ　トモアキ [  ] ヨシナリ　ジン [  ] ハセガワ　カズキ [  ] ミウラ　タクマ [  ] キムラ　アサヒ

31293 山田 睦明(3) 31299 吉成 迅(3) 31572 長谷川 和輝(2) 31576 三浦 拓眞(2) 31578 木村 旭(2)
ウオズミ [50.50]

5 魚住
[  ] イチカワ　シュンキ [  ] タニガワ　ソウア [  ] キタガワ　イッキ

31926 市川 隼樹(2) 31932 谷川 颯空(2) 31939 北川 壱輝(1)

[  ] ウチダ　アサト [  ] スズキ　ハヤテ [  ] カラキ　ユウ

31942 内田 麻翔(1) 31943 鈴木 颯(1) 31944 唐木 悠(1)

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カラキ　ユウ ウオズミ

1 31944 唐木　悠(1) 魚住
スズキ　ハヤテ ウオズミ [1.30]

2 31943 鈴木　颯(1) 魚住
サカイ　タケル オオクボキタ [1.35]

3 32294 榮井　勇琉(2) 大久保北
マツオ　フウト ノノイケ [1.35]

4 31423 松尾　颯斗(2) 野々池
アリマ　エイタ ノノイケ [1.45]

5 31411 有馬　瑛太(2) 野々池
ドウモト　ジュン フタミ [1.50]

6 32115 堂本　潤(1) 二見
ヨシナリ　ジン オオクラ [1.50]

7 31299 吉成　迅(3) 大蔵
コモリ　ヒイロ フタミ [1.60]

8 32156 小森　陽彩(2) 二見
タナカ　ソウタロウ ノノイケ [1.61]

9 31416 田中　壮太朗(2) 野々池
ヤマナカ　リュウセイ ノノイケ [1.74]

10 31426 山中　琉生(2) 野々池
ナガタ　ユウマ ノノイケ [1.75]

11 31418 永田　悠真(2) 野々池

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオヤ　ソウタ ノノイケ

1 31412 大屋　宗太(2) 野々池
キムラ　アサヒ ボウカイ [4.53]

2 31578 木村　旭(2) 望海
オカ　ケイト フタミ [4.80]

3 32152 岡　恵人(2) 二見
ヤマグチ　トワ オオクボキタ [4.91]

4 32299 山口　斗和(2) 大久保北
モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ [4.95]

5 31918 森岡　将一朗(3) 魚住
ナルミ　アツノリ オオクボキタ [4.98]

6 32223 鳴海　篤紀(1) 大久保北
コモリ　ヒイロ フタミ [4.99]

7 32156 小森　陽彩(2) 二見
ヤマモト　ヒロト ノノイケ [5.01]

8 31427 山本　紘渡(2) 野々池
ヤマナカ　リュウセイ ノノイケ [5.49]

9 31426 山中　琉生(2) 野々池
オオシオ　アキヒロ アサギリ [5.81]

10 31195 大塩　晟滉(2) 朝霧
ヒロナガ　リョウ オオクボキタ [6.27]

11 32276 廣長　凌(3) 大久保北

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ババ　コウシロウ オオクラ

1 31221 馬場　航史朗(1) 大蔵
ツルクマ　ユズキ ノノイケ

2 31417 鶴熊　柚紀(2) 野々池
アリマ　エイタ ノノイケ

3 31411 有馬　瑛太(2) 野々池
ヤマナカ　タクマ ウオズミヒガシ

4 32008 山中　拓馬(2) 魚住東
ハッタ　アイル ノノイケ [8.92]

5 31421 八田　歩玲(2) 野々池
イソベ　コウキ ウオズミヒガシ [10.68]

6 32001 磯部　航希(2) 魚住東
ヤマモト　ヒロト ノノイケ [10.69]

7 31427 山本　紘渡(2) 野々池
ウチムラ　ケイタ アサギリ [10.90]

8 31170 内村　圭汰(2) 朝霧
モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ [11.01]

9 31918 森岡　将一朗(3) 魚住
ヨシオカ　ショウタ アサギリ [11.17]

10 31172 吉岡　将汰(2) 朝霧
ヤマオカ　ウタイ オオクボキタ [11.22]

11 32297 山岡　詩依(2) 大久保北
シブヤ　コウセイ ボウカイ [11.50]

12 31564 渋谷　洸晴(3) 望海
ワタタニ　レイ ウオズミヒガシ [11.53]

13 32009 綿谷　玲(2) 魚住東

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子砲丸投  5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ショウタイ　ユウタ ノノイケ

1 31454 正躰　優太(1) 野々池
オオモリ　ヒイロ フタミ [5.82]

2 32112 大森　柊凌(1) 二見
ハナダ　コウタ フタミ [6.00]

3 32160 花田　煌太(2) 二見
オオニシ　ナオト ウオズミ [6.11]

4 31935 大西　真斗(2) 魚住
ムラカミ　ケイジ オオクラ [6.34]

5 31213 村上　慶次(2) 大蔵
キシモト　ジンタ エイガシマ [6.38]

6 31821 岸本　仁汰(2) 江井島
カンダ　トシハル ノノイケ [6.44]

7 31413 神田　俊晴(2) 野々池
キタダ　アマネ フタミ [6.73]

8 32155 北田　天音(2) 二見
タケガワ　ヨウイチロウ オオクラ [7.50]

9 31218 竹川　陽一朗(2) 大蔵
ミナミゾノ　シュンキ フタミ [8.19]

10 32144 南薗　隼稀(3) 二見
ツチダ　タカト キヌガワ [9.19]

11 31341 土田　陽翔(2) 衣川
ナカタ　ココロ エイガシマ [9.27]

12 31823 中田　心紘(2) 江井島
ブラウン　チャドカナメ フタミ [11.03]

13 32142 ブラウン　チャド叶(3) 二見

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通男子円盤投  1.5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワサキ　エイト ノノイケ

1 31451 岩﨑　瑛音(1) 野々池
キシモト　ジンタ エイガシマ

2 31821 岸本　仁汰(2) 江井島
モリイ　ユウタ ノノイケ [12.88]

3 31457 森井　悠太(1) 野々池
カンダ　トシハル ノノイケ [14.08]

4 31413 神田　俊晴(2) 野々池
タケガワ　ヨウイチロウ オオクラ [16.20]

5 31218 竹川　陽一朗(2) 大蔵
マエダ　リュウキ ボウカイ [17.49]

6 31575 前田　龍稀(2) 望海
ナカムラ　カナメ ボウカイ [17.93]

7 31581 中村　要(2) 望海
ワキヤマ　イノ ボウカイ [18.30]

8 31580 脇山　一之(2) 望海
ヤマグチ　トワ オオクボキタ [18.53]

9 32299 山口　斗和(2) 大久保北
ムラカミ　ケイジ オオクラ [19.01]

10 31213 村上　慶次(2) 大蔵
モトヤマ　ヨシノスケ ウオズミヒガシ [19.55]

11 32007 本山　義之助(2) 魚住東
ツチダ　タカト キヌガワ [20.11]

12 31341 土田　陽翔(2) 衣川
イチオカ　ハルト オオクボキタ [20.62]

13 32291 市岡　晴空(2) 大久保北
ナカタ　ココロ エイガシマ [21.51]

14 31823 中田　心紘(2) 江井島
オオニシ　ナオト ウオズミ [24.06]

15 31935 大西　真斗(2) 魚住
ササタニ　コウシロウ ボウカイ [28.75]

16 31565 笹谷　昊士朗(3) 望海
ヒガサ　ショウマ フタミ [35.19]

17 32140 樋笠　翔真(3) 二見

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子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
ヤナイ　ホタル ウオズミ [16.45] ヨコヤマ　リノン エイガシマ [16.23]

1 31988 柳井　蛍(1) 魚住 2 31826 横山　有暖(1) 江井島
キタハマ　アヤノ ノノイケ [17.16] キムラ　ハルカ オオクボキタ [15.22]

2 31454 北濱　彩乃(1) 野々池 3 32259 木村　晴香(2) 大久保北
オカザキ　ユウリ キヌガワ [14.78] オオハシ　リンカ フタミ [14.22]

3 31342 岡﨑　悠莉(2) 衣川 4 32151 大橋　凛香(2) 二見
イケノ　アヤネ ボウカイ [14.00] サカグチ　オトハ フタミ [14.74]

4 31523 池野　彩音(1) 望海 5 32113 坂口　音羽(1) 二見
サクライ　ミヅキ オオクボキタ [15.02] タワラ　アカリ ウオズミ [13.76]

5 32277 桜井　美月(1) 大久保北 6 31993 田原　朱梨(1) 魚住
タカハシ　サワ オオクボ [14.12] アカホ　アユリ オオクボキタ [15.93]

6 31628 髙橋　沙羽(2) 大久保 7 32271 赤保　亜由莉(1) 大久保北
オカモト　ユウカ キヌガワ [15.72] ヤマネ　ユイ オオクボキタ [15.41]

7 31340 岡本　優香(2) 衣川 8 32298 山根　結(1) 大久保北
ナカニシ　アユナ ノノイケ [15.54]

8 31437 中西　歩愛(2) 野々池

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
キヨタ　ミユ ウオズミ [16.17] ハシモト　ユカ ボウカイ [16.36]

2 31991 清田　美結(1) 魚住 2 31506 橋元　佑佳(2) 望海
ススメ　ユウカ フタミ [13.64] アサノ　リア ノノイケ [13.77]

3 32153 前　優花(2) 二見 3 31451 浅野　梨愛(1) 野々池
サトウ　コトリ オオクボ [14.70] タナカ　ミク フタミ [14.74]

4 31644 佐藤　小鳥(1) 大久保 4 32155 田中　みく(2) 二見
カトウ　ミオ ウオズミ [14.37] キシモト　ココミ オオクボキタ [15.13]

5 31978 加藤　実桜(3) 魚住 5 32256 岸本　心美(2) 大久保北
ヨコモト　ノゾミ ノノイケ [15.24] モリミツ　ミユウ オオクボ [14.21]

6 31458 横本　希美(1) 野々池 6 31627 森光　美友(2) 大久保
キョウデン　チナミ オオクボ [15.39] イデ　ミズキ ノノイケ [15.86]

7 31649 経田　千波(1) 大久保 7 31453 井手　泉稀(1) 野々池
カマイ　ジュンナ ノノイケ [15.96] タナカ　リゼ ウオズミ [15.43]

8 31455 釜井　潤奈(1) 野々池 8 31996 田中　莉星(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
モリシタ　ユア ウオズミヒガシ [16.59] オガワ　サナ オオクボ [16.44]

1 32043 森下　結愛(2) 魚住東 1 31641 小川　紗奈(1) 大久保
キソイ　ミカ オオクボ [17.00] ヨシイ　ミユ キヌガワ

2 31630 競　みか(2) 大久保 2 31309 吉井　美結(1) 衣川
ミヤムラ　ソラ オオクボキタ [14.04] ヒライ　リナ オオクボ [13.97]

3 32269 宮村　宙楽(2) 大久保北 3 31625 平位　りな(2) 大久保
ヨシダ　アヤカ オオクボキタ [14.93] タキモト　ユイナ フタミ [15.12]

4 32201 吉田　彩夏(1) 大久保北 4 32154 瀧本　結奈(2) 二見
スガハラ　ココロ フタミ [14.04] ウチヤ　イオリ オオクボキタ [14.76]

5 32115 菅原　こころ(1) 二見 5 32251 内屋　依央梨(2) 大久保北
ハシモト　カヅキ フタミ [14.91] キシモト　ナツミ ノノイケ [14.19]

6 32118 橋本　華月(1) 二見 6 31456 岸本　夏実(1) 野々池
フクナカ　ミナミ ボウカイ [15.64] スミタニ　リン フタミ [15.46]

7 31529 福中　みな美(1) 望海 7 32116 角谷　凛(1) 二見
ヤマモト　アサミ オオクボキタ [15.65] ヨコタ　ユウミ キヌガワ [15.77]

8 32299 山本　愛紗美(1) 大久保北 8 31344 横田　優実(2) 衣川

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子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
ナカムラ　アスカ オオクボキタ [16.16] マエガワ　トア キヌガワ [16.12]

2 32285 中村　杏寿花(1) 大久保北 2 31308 前川　叶愛(1) 衣川
ニシウミ　ココナ ウオズミヒガシ [14.69] モリタ　ハルカ ウオズミ [15.29]

3 32040 西海　心菜(2) 魚住東 3 31990 森田　春香(1) 魚住
カワイ　ハル オオクボ [13.41] タニヤマ　ナナミ オオクボキタ [13.13]

4 31633 川井　波瑠(2) 大久保 4 32261 谷山　七海(2) 大久保北
アリオカ　リコ ウオズミ [15.27] ハラ　ナナミ キヌガワ [14.40]

5 31989 有岡　璃胡(1) 魚住 5 31341 原　菜々実(2) 衣川
サカモト　モモ オオクボ [14.38] ミノウラ　サトコ ウオズミヒガシ [14.56]

6 31635 坂本　桃(2) 大久保 6 32046 箕浦　智子(2) 魚住東
モリシマ　リコ オオクボ [15.96] ナカオ　ツバキ キヌガワ [15.36]

7 31623 森島　莉子(2) 大久保 7 31338 中尾　椿(2) 衣川
シマタニ　リナ フタミ [15.37] イモト　メイ ボウカイ [16.03]

8 32114 島谷　莉菜(1) 二見 8 31505 井本　めい(2) 望海

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
ジョウコウ　モモア フタミ [16.10] ツルハラ　ホノハ フタミ [16.58]

2 32152 上甲　桃愛(2) 二見 1 32156 鶴原　穂羽(2) 二見
ハマダ　リコ オオクボ [15.30] ナカムラ　ハナリ オオクボキタ [17.09]

3 31646 濵田　莉子(1) 大久保 2 32286 中村　花里(1) 大久保北
イトウ　サエ オオクボ [12.53] ウエダ　コトハ フタミ [14.04]

4 31631 伊藤　紗英(2) 大久保 3 32111 上田　琴葉(1) 二見
ハシモト　ジュナ ウオズミ [14.52] コモン　セイラ ウオズミ [14.99]

5 31982 橋本　樹奈(2) 魚住 4 31985 古門　星徠(2) 魚住
ニシドメ　リア エイガシマ [14.52] ナカワタセ　ユイナ オオクボキタ [14.11]

6 31825 西留　凛空(1) 江井島 5 32287 中渡瀬　結菜(1) 大久保北
フジモト　エナ ウオズミ [16.06] キシモト　ホノカ ノノイケ [14.88]

7 31997 藤本　恵那(1) 魚住 6 31434 岸本　穂香(2) 野々池
タナベ　サキ ウオズミヒガシ [15.34] タカハシ　フタバ キヌガワ [15.68]

8 32039 田鍋　咲希(2) 魚住東 7 31337 髙橋　双葉(2) 衣川
サカキ　ユメ フタミ [15.59]

8 32112 榊　結夢(1) 二見

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子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
マエガワ　トア キヌガワ ヤマモト　アサミ オオクボキタ

2 31308 前川　叶愛(1) 衣川 2 32299 山本　愛紗美(1) 大久保北
ミサワ　シズク フタミ [30.45] ナカニシ　アユナ ノノイケ [32.93]

3 32158 三澤　静空(2) 二見 3 31437 中西　歩愛(2) 野々池
イトウ　サエ オオクボ [26.60] カワイ　ハル オオクボ [27.83]

4 31631 伊藤　紗英(2) 大久保 4 31633 川井　波瑠(2) 大久保
ハラ　ナナミ キヌガワ [30.49] ハシモト　ジュナ ウオズミ [30.18]

5 31341 原　菜々実(2) 衣川 5 31982 橋本　樹奈(2) 魚住
オカモト　ユウカ キヌガワ [33.09] ウエダ　コトハ フタミ [30.59]

6 31340 岡本　優香(2) 衣川 6 32111 上田　琴葉(1) 二見
モリシマ　リコ オオクボ [33.44] アリオカ　リコ ウオズミ

7 31623 森島　莉子(2) 大久保 7 31989 有岡　璃胡(1) 魚住
ナカワタセ　ユイナ オオクボキタ サクライ　レイカ オオクボ [33.47]

8 32287 中渡瀬　結菜(1) 大久保北 8 31648 櫻井　怜佳(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
サカキ　ユメ フタミ [35.67] モリシタ　ユア ウオズミヒガシ [35.38]

2 32112 榊　結夢(1) 二見 2 32043 森下　結愛(2) 魚住東
キシモト　ナツミ ノノイケ [30.67] ミヤムラ　ソラ オオクボキタ [29.16]

3 31456 岸本　夏実(1) 野々池 3 32269 宮村　宙楽(2) 大久保北
モリタ　ハルカ ウオズミ [32.36] コイダ　ユウナ オオクボ [31.01]

4 31990 森田　春香(1) 魚住 4 31640 恋田　優奈(1) 大久保
タカハシ　サワ オオクボ [28.34] コモン　セイラ ウオズミ [31.48]

5 31628 髙橋　沙羽(2) 大久保 5 31985 古門　星徠(2) 魚住
モリミツ　ミユウ オオクボ [29.46] ススメ　ユウカ フタミ [29.16]

6 31627 森光　美友(2) 大久保 6 32153 前　優花(2) 二見
ナカオ　ツバキ キヌガワ [33.48] ハシモト　ユカ ボウカイ [34.70]

7 31338 中尾　椿(2) 衣川 7 31506 橋元　佑佳(2) 望海

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子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
カントウ　メイ ウオズミヒガシ [3:18.83] タナカ　ツグミ ボウカイ [2:56.83]

1 32003 神頭　芽依(1) 魚住東 1 31527 田中　緒美(1) 望海
ナカタ　ヒロコ キヌガワ [3:18.07] ヤマダ　フウカ フタミ [2:55.15]

2 31301 中田　博子(1) 衣川 2 32121 山田　楓香(1) 二見
キソ　シオン ウオズミヒガシ [3:13.53] キノシタ　チヒロ オオクボキタ [2:58.10]

3 32004 木曽　志音(1) 魚住東 3 32275 木下　千尋(1) 大久保北
イナダ　アイ ウオズミヒガシ [3:22.61] ノマグチ　ユリ フタミ [2:57.64]

4 32001 稲田　あい(1) 魚住東 4 32117 野間口　祐里(1) 二見
ニシムラ　タマキ キヌガワ [3:02.45] マツオ　アイミ エイガシマ [2:50.33]

5 31339 西村　珠姫(2) 衣川 5 31827 松尾　亜唯実(1) 江井島
フジワラ　ハナ ボウカイ [3:07.49] ニシムラ　ミノリ キヌガワ [2:50.35]

6 31530 藤原　華(1) 望海 6 31304 西村　実倫(1) 衣川
マエダ　ナノハ ノノイケ [2:58.50] ヨコヤマ　ユイ フタミ [2:49.14]

7 31457 前田　菜乃羽(1) 野々池 7 32122 横山　唯(1) 二見
ヒラマツ　ユズナ オオクラ [2:58.57] タガワ　カホ ウオズミヒガシ [2:50.21]

8 31227 平松　柚那(2) 大蔵 8 32006 田川　佳穂(1) 魚住東
トウチ　リンカ ウオズミヒガシ [3:10.01] カジモト　ナツキ オオクラ [2:51.23]

9 32008 東地　梨花(1) 魚住東 9 31223 梶本　夏希(2) 大蔵
イワモト　モモカ ウオズミヒガシ [3:12.50] エノモト　ココハ エイガシマ [2:51.27]

10 32002 岩本　桃夏(1) 魚住東 10 31813 榎本　心羽(2) 江井島
アエ　サキ ノノイケ [3:10.00] タマイ　ミユ ウオズミヒガシ [2:53.64]

11 31431 阿江　咲(2) 野々池 11 32007 玉井　美有(1) 魚住東
ヒョウドウ　ユズキ フタミ [3:07.63] ササオ　ユヅキ オオクボキタ [2:52.93]

12 32119 兵頭　柚希(1) 二見 12 32278 笹尾　柚月(1) 大久保北

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
ムタグチ　フウカ フタミ [2:46.90] マスモト　アヤネ ノノイケ [2:39.34]

1 32120 牟田口　楓花(1) 二見 1 31411 桝本　絢音(3) 野々池
サト　サキミ キヌガワ [2:49.10] コウシロ　アイリ ウオズミ [2:36.53]

2 31307 里　咲実(1) 衣川 2 31983 神代　愛里(2) 魚住
ナカイ　ココミ ノノイケ [2:47.25] タチキ　ノア ウオズミヒガシ [2:37.95]

3 31438 仲井　心美(2) 野々池 3 32038 立木　乃愛(2) 魚住東
アンドウ　マイ ウオズミヒガシ [2:47.39] シミズ　メイ ボウカイ [2:37.64]

4 32033 安藤　舞(2) 魚住東 4 31526 清水　萌衣(1) 望海
スミタニ　ネネ キヌガワ [2:44.77] エノモト　レイラ ボウカイ [2:30.67]

5 31303 隅谷　寧音(1) 衣川 5 31588 榎本　怜羅(3) 望海
マツダ　フウカ キヌガワ [2:42.01] サワダ　ヒロカ エイガシマ [2:25.89]

6 31305 松田　楓加(1) 衣川 6 31808 澤田　裕佳(3) 江井島
カイバラ　カホ ウオズミ [2:43.93] ナシロ　カリン オオクラ [2:30.54]

7 31987 貝原　花歩(2) 魚住 7 31231 名代　花梨(1) 大蔵
イナヤマ　アリナ ボウカイ [2:41.68] シモムラ　イチカ キヌガワ [2:25.62]

8 31504 稲山　愛莉奈(2) 望海 8 31346 霜村　一華(2) 衣川
マツオカ　サキ ボウカイ [2:45.55] ヤタガイ　ハルカ オオクラ [2:31.08]

9 31509 松岡　紗希(2) 望海 9 31232 矢田貝　悠花(1) 大蔵
ニイダ　ユイナ オオクボ [2:45.09] アサヤマ　アイル オオクボキタ [2:34.73]

10 31629 仁井田　結菜(2) 大久保 10 32272 浅山　藍琉(1) 大久保北
タカハシ　キズナ ウオズミ [2:46.19] ハルモト　サツキ ノノイケ [2:31.41]

11 31992 髙橋　絆奈(1) 魚住 11 31452 春本　颯希(1) 野々池
ヤノ　ミユカ オオクラ [2:44.77] サトウ　アヤカ ノノイケ [2:35.35]

12 31222 矢野　幸奏(2) 大蔵 12 31436 佐藤　綾花(2) 野々池
ノガミ　ユメ ボウカイ [2:45.71] コンドウ　マホ ノノイケ [2:32.02]

13 31528 野上　夢芽(1) 望海 13 31435 近藤　真穂(2) 野々池

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子1500m

〈〈 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
ニシムラ　ミノリ キヌガワ タカハシ　キズナ ウオズミ [6:00.37]

1 31304 西村　実倫(1) 衣川 1 31992 髙橋　絆奈(1) 魚住
カントウ　メイ ウオズミヒガシ [7:04.28] タガワ　カホ ウオズミヒガシ [6:00.48]

2 32003 神頭　芽依(1) 魚住東 2 32006 田川　佳穂(1) 魚住東
イナダ　アイ ウオズミヒガシ [7:53.99] トモキヨ　ユリ オオクボキタ [5:57.72]

3 32001 稲田　あい(1) 魚住東 3 32262 友清　由梨(2) 大久保北
カイバラ　カホ ウオズミ ナカイ　ココミ ノノイケ [5:55.64]

4 31987 貝原　花歩(2) 魚住 4 31438 仲井　心美(2) 野々池
サト　サキミ キヌガワ アンドウ　マイ ウオズミヒガシ [5:56.55]

5 31307 里　咲実(1) 衣川 5 32033 安藤　舞(2) 魚住東
イワモト　モモカ ウオズミヒガシ [7:00.76] エノモト　ココハ エイガシマ [5:59.03]

6 32002 岩本　桃夏(1) 魚住東 6 31813 榎本　心羽(2) 江井島
トウチ　リンカ ウオズミヒガシ ムタグチ　フウカ フタミ [5:55.51]

7 32008 東地　梨花(1) 魚住東 7 32120 牟田口　楓花(1) 二見
モリシタ　アイル オオクボ [6:18.00] ニイダ　ユイナ オオクボ [5:39.25]

8 31647 森下　愛瑠(1) 大久保 8 31629 仁井田　結菜(2) 大久保
タマイ　ミユ ウオズミヒガシ [6:11.55] マスモト　アヤネ ノノイケ [5:39.12]

9 32007 玉井　美有(1) 魚住東 9 31411 桝本　絢音(3) 野々池
オカザキ　ココハ オオクボキタ [6:17.84] マツオカ　サキ ボウカイ [5:34.76]

10 32253 岡﨑　心葉(2) 大久保北 10 31509 松岡　紗希(2) 望海
ニシムラ　タマキ キヌガワ [6:19.30] ノガミ　ユメ ボウカイ [5:37.86]

11 31339 西村　珠姫(2) 衣川 11 31528 野上　夢芽(1) 望海
タナカ　ツグミ ボウカイ [6:41.17] ハルモト　サツキ ノノイケ [5:46.55]

12 31527 田中　緒美(1) 望海 12 31452 春本　颯希(1) 野々池
ヤマダ　フウカ フタミ [6:19.43] イナヤマ　アリナ ボウカイ [5:39.88]

13 32121 山田　楓香(1) 二見 13 31504 稲山　愛莉奈(2) 望海
キソ　シオン ウオズミヒガシ [6:49.86] スミタニ　ネネ キヌガワ [5:47.19]

14 32004 木曽　志音(1) 魚住東 14 31303 隅谷　寧音(1) 衣川
アエ　サキ ノノイケ [6:39.35] キタサコ　カレン オオクボ [5:48.62]

15 31431 阿江　咲(2) 野々池 15 31642 北迫　佳恋(1) 大久保
ウメモト　アヤノ オオクボ [6:43.00] サトウ　アヤカ ノノイケ [5:46.99]

16 31643 梅元　彩乃(1) 大久保 16 31436 佐藤　綾花(2) 野々池
ノマグチ　ユリ フタミ [6:24.14] クリワキ　キコ ボウカイ [5:48.83]

17 32117 野間口　祐里(1) 二見 17 31531 栗脇　貴子(2) 望海
ヒョウドウ　ユズキ フタミ [6:32.08] マツダ　フウカ キヌガワ [5:43.51]

18 32119 兵頭　柚希(1) 二見 18 31305 松田　楓加(1) 衣川

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タチキ　ノア ウオズミヒガシ [5:24.38]

1 32038 立木　乃愛(2) 魚住東
タマダ　ワカナ ノノイケ [5:29.40]

2 31408 玉田　和佳菜(3) 野々池
マツオ　アイミ エイガシマ [5:31.79]

3 31827 松尾　亜唯実(1) 江井島
ミヤ　カエデ オオクボキタ [5:26.08]

4 32295 宮　果楓(1) 大久保北
カコ　ミズキ オオクボキタ [5:29.16]

5 32254 加古　瑞季(2) 大久保北
コウシロ　アイリ ウオズミ [5:22.21]

6 31983 神代　愛里(2) 魚住
シモムラ　サエ オオクボ [5:25.95]

7 31632 下村　紗愛(2) 大久保
オオガミ　イロハ オオクボ [4:54.79]

8 31637 大神　彩羽(2) 大久保
サワダ　ヒロカ エイガシマ [5:03.05]

9 31808 澤田　裕佳(3) 江井島
ナシロ　カリン オオクラ [5:08.72]

10 31231 名代　花梨(1) 大蔵
シモムラ　イチカ キヌガワ [4:53.17]

11 31346 霜村　一華(2) 衣川
キタサコ　エミリ オオクボ [5:13.11]

12 31600 北迫　英美里(3) 大久保
マツオ　シオリ オオクボキタ [5:15.81]

13 32268 松尾　栞里(2) 大久保北
シミズ　メイ ボウカイ [5:20.41]

14 31526 清水　萌衣(1) 望海
コンドウ　マホ ノノイケ [5:19.23]

15 31435 近藤　真穂(2) 野々池
オオミ　ニナ オオクボキタ [5:18.95]

16 32252 大味　初菜(2) 大久保北
ヤタガイ　ハルカ オオクラ [5:18.40]

17 31232 矢田貝　悠花(1) 大蔵
ハヤシ　ユメ オオクボキタ [5:16.68]

18 32264 林　結芽(2) 大久保北

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子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
ハナダ　モモコ ウオズミ アサノ　リア ノノイケ

2 31986 花田　桃子(2) 魚住 2 31451 浅野　梨愛(1) 野々池
サカグチ　オトハ フタミ [19.64] サトウ　コトリ オオクボ [17.80]

3 32113 坂口　音羽(1) 二見 3 31644 佐藤　小鳥(1) 大久保
タワラ　アカリ ウオズミ [18.76] タケザワ　ユメ オオクラ [18.78]

4 31993 田原　朱梨(1) 魚住 4 31221 竹澤　結愛(2) 大蔵
アオ　ユカ アサギリ [16.00] イワネ　コハル ボウカイ [16.33]

5 31130 阿尾　優栞(2) 朝霧 5 31591 岩根　小春(3) 望海
フルカワ　レミ ボウカイ [18.18] キムラ　ミサキ オオクラ [19.31]

6 31508 古川　怜実(2) 望海 6 31233 木村　美咲(1) 大蔵
トリイ　ソフィヤ フタミ [20.01] シミズ　サキ エイガシマ [22.29]

7 32157 鳥井　ソフィヤ(2) 二見 7 31828 清水　咲希(1) 江井島
ヤナイ　ホタル ウオズミ [28.66] スガハラ　ココロ フタミ [20.06]

8 31988 柳井　蛍(1) 魚住 8 32115 菅原　こころ(1) 二見

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
タカハシ　フウカ ウオズミ ジョウコウ　モモア フタミ [20.94]

2 31980 高橋　風有華(2) 魚住 2 32152 上甲　桃愛(2) 二見
カモ　サエナ ボウカイ [16.79] キソイ　ミカ オオクボ [18.96]

3 31501 加茂　冴奈(2) 望海 3 31630 競　みか(2) 大久保
エモト　ミユ ボウカイ [19.11] モリ　アユミ ボウカイ [19.00]

4 31525 江本　美優(1) 望海 4 31502 森　歩美(2) 望海
ヒラタ　ワカナ オオクボ [18.86] カワブチ　アヤミ ノノイケ [16.93]

5 31624 平田　わかな(2) 大久保 5 31433 川渕　絢心(2) 野々池
カトウ　ミオ ウオズミ [17.72] オオハシ　リンカ フタミ [17.32]

6 31978 加藤　実桜(3) 魚住 6 32151 大橋　凛香(2) 二見
フジモト　エナ ウオズミ [21.79] ヨシイ　ミユ キヌガワ [20.33]

7 31997 藤本　恵那(1) 魚住 7 31309 吉井　美結(1) 衣川
タカイ　アヤカ ウオズミヒガシ [20.11]

8 32037 髙井　彩香(2) 魚住東

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ノノイケ [54.72] ボウカイ [56.00]

3 野々池 6 望海
[  ] カワブチ　アヤミ [  ] キシモト　ホノカ [  ] サトウ　アヤカ [  ] カモ　サエナ [  ] イケノ　アヤネ [  ] イマイ　サラ

31433 川渕 絢心(2) 31434 岸本 穂香(2) 31436 佐藤 綾花(2) 31501 加茂 冴奈(2) 31523 池野 彩音(1) 31524 今井 咲良(1)

[  ] ナカニシ　アユナ [  ] アサノ　リア [  ] キシモト　ナツミ [  ] フジワラ　ハナ [  ] エノモト　レイラ [  ] イワネ　コハル

31437 中西 歩愛(2) 31451 浅野 梨愛(1) 31456 岸本 夏実(1) 31530 藤原 華(1) 31588 榎本 怜羅(3) 31591 岩根 小春(3)

オオクボ [51.01] エイガシマ [59.50]

4 大久保 7 江井島
[  ] ヒライ　リナ [  ] モリミツ　ミユウ [  ] タカハシ　サワ [  ] イイノ　サラ [  ] オカダ　メイ [  ] キタ　ホノカ

31625 平位 りな(2) 31627 森光 美友(2) 31628 髙橋 沙羽(2) 31812 飯野 咲来(2) 31814 岡田 芽依(2) 31816 北 萌伽(2)
[  ] イトウ　サエ [  ] カワイ　ハル [  ] サカモト　モモ [  ] フジイ　リコ [  ] ニシドメ　リア [  ] ヨコヤマ　リノン

31631 伊藤 紗英(2) 31633 川井 波瑠(2) 31635 坂本 桃(2) 31817 藤井 莉子(2) 31825 西留 凛空(1) 31826 横山 有暖(1)

オオクラ [55.50]

5 大蔵
[  ] タケザワ　ユメ [  ] ナガノ　リン [  ] マツシタ　サチカ

31221 竹澤 結愛(2) 31226 永野 凜(2) 31228 松下 幸花(2)

[  ] ナシロ　カリン [  ] ヤタガイ　ハルカ [  ] キムラ　ミサキ

31231 名代 花梨(1) 31232 矢田貝 悠花(1) 31233 木村 美咲(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ウオズミ [56.00] フタミ [54.37]

3 魚住 6 二見
[  ] タカハシ　フウカ [  ] ハシモト　ジュナ [  ] コモン　セイラ [  ] ウエダ　コトハ [  ] サカグチ　オトハ [  ] スガハラ　ココロ

31980 高橋 風有華(2) 31982 橋本 樹奈(2) 31985 古門 星徠(2) 32111 上田 琴葉(1) 32113 坂口 音羽(1) 32115 菅原 こころ(1)

[  ] ハナダ　モモコ [  ] アリオカ　リコ [  ] タワラ　アカリ [  ] オオハシ　リンカ [  ] ススメ　ユウカ [  ] タキモト　ユイナ

31986 花田 桃子(2) 31989 有岡 璃胡(1) 31993 田原 朱梨(1) 32151 大橋 凛香(2) 32153 前 優花(2) 32154 瀧本 結奈(2)

ウオズミヒガシ [56.00] アサギリ

4 魚住東 7 朝霧
[  ] タナベ　サキ [  ] ニシウミ　ココナ [  ] ヒサマツ　モモ [  ] アオ　ユカ [  ] タケウチ　アヤカ

32039 田鍋 咲希(2) 32040 西海 心菜(2) 32041 久松 もも(2) 31130 阿尾 優栞(2) 31131 竹内 彩夏(2)

[  ] モリシタ　ユア [  ] ヤマグチ　ユズキ [  ] ミノウラ　サトコ [  ] イワサ　ナツキ [  ] ミヤナガ　ユウカ

32043 森下 結愛(2) 32045 山口 柚希(2) 32046 箕浦 智子(2) 31142 岩佐 夏希(1) 31144 宮永 優花(1)

オオクボキタ [53.90]

5 大久保北
[  ] ヨシダ　アヤカ [  ] ウチヤ　イオリ [  ] タニヤマ　ナナミ

32201 吉田 彩夏(1) 32251 内屋 依央梨(2) 32261 谷山 七海(2)

[  ] ミヤムラ　ソラ [  ] タナカ　ネイカ [  ] ナカワタセ　ユイナ

32269 宮村 宙楽(2) 32283 田中 寧花(1) 32287 中渡瀬 結菜(1)

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　リゼ ウオズミ [1.15]

1 31996 田中　莉星(1) 魚住
ゴシマ　コトネ オオクボキタ [1.15]

2 32276 五島　琴音(1) 大久保北
アンマ　ユズキ モトヤマ [1.15]

3 20306 安間　柚葵(2) 本山
スズキ　ココハ オオクボキタ [1.20]

4 32279 鈴木　心絆(1) 大久保北
ヒラコバ　シオン オオクボキタ [1.20]

5 32289 平古場　心音(1) 大久保北
ヒサマツ　モモ ウオズミヒガシ [1.20]

6 32041 久松　もも(2) 魚住東
ヨコタ　ユウミ キヌガワ [1.20]

7 31344 横田　優実(2) 衣川
ハナダ　モモコ ウオズミ [1.25]

8 31986 花田　桃子(2) 魚住
キシモト　ホノカ ノノイケ [1.25]

9 31434 岸本　穂香(2) 野々池
キタ　ホノカ エイガシマ [1.30]

10 31816 北　萌伽(2) 江井島
タカハシ　フタバ キヌガワ [1.30]

11 31337 髙橋　双葉(2) 衣川
オカザキ　ユウリ キヌガワ [1.35]

12 31342 岡﨑　悠莉(2) 衣川
タカハシ　ヒカル ボウカイ [1.40]

13 31589 髙橋　ひかる(3) 望海
キタダ　ユウナ オオクボキタ [1.40]

14 32257 北田　優奈(2) 大久保北
カワブチ　アヤミ ノノイケ [1.40]

15 31433 川渕　絢心(2) 野々池
カモ　サエナ ボウカイ [1.46]

16 31501 加茂　冴奈(2) 望海
ヤマグチ　ユズキ ウオズミヒガシ [1.46]

17 32045 山口　柚希(2) 魚住東

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アカホ　アユリ オオクボキタ [3.71]

1 32271 赤保　亜由莉(1) 大久保北
サカモト　モモ オオクボ [3.86]

2 31635 坂本　桃(2) 大久保
タケザワ　ユメ オオクラ [4.07]

3 31221 竹澤　結愛(2) 大蔵
タカハシ　フウカ ウオズミ [4.08]

4 31980 高橋　風有華(2) 魚住
ヨシダ　アヤカ オオクボキタ [4.08]

5 32201 吉田　彩夏(1) 大久保北
ニシウミ　ココネ オオクボ [4.16]

6 31621 西海　心音(2) 大久保
フジイ　リコ エイガシマ [4.24]

7 31817 藤井　莉子(2) 江井島
アオ　ユカ アサギリ [4.57]

8 31130 阿尾　優栞(2) 朝霧
ヒライ　リナ オオクボ [4.64]

9 31625 平位　りな(2) 大久保
タニヤマ　ナナミ オオクボキタ [4.67]

10 32261 谷山　七海(2) 大久保北

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨコモト　ノゾミ ノノイケ

1 31458 横本　希美(1) 野々池
マエダ　ナノハ ノノイケ

2 31457 前田　菜乃羽(1) 野々池
キタハマ　アヤノ ノノイケ [4.14]

3 31454 北濱　彩乃(1) 野々池
マツシタ　サチカ オオクラ [5.90]

4 31228 松下　幸花(2) 大蔵
ナカタ　ヒロコ キヌガワ [6.03]

5 31301 中田　博子(1) 衣川
イデ　ミズキ ノノイケ [6.05]

6 31453 井手　泉稀(1) 野々池
ヤマシタ　サワ オオクボキタ [6.43]

7 32297 山下　紗和(1) 大久保北
ホヅミ　ミサキ ボウカイ [7.04]

8 31507 保積　瑞咲(2) 望海
マエダ　ナツメ オオクボキタ [7.10]

9 32266 前田　夏芽(2) 大久保北
クリワキ　キコ ボウカイ [7.31]

10 31531 栗脇　貴子(2) 望海
イデ　モモカ ノノイケ [8.47]

11 31432 井出　桃禾(2) 野々池
イワネ　コハル ボウカイ [8.69]

12 31591 岩根　小春(3) 望海
イワサ　ナツキ アサギリ [8.91]

13 31142 岩佐　夏希(1) 朝霧
カドヤ　ミサト ボウカイ [10.75]

14 31593 角谷　美怜(3) 望海

Powerd by AthleteRanking.com



中学選手権　共通女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イデ　モモカ ノノイケ

1 31432 井出　桃禾(2) 野々池
カマイ　ジュンナ ノノイケ [10.13]

2 31455 釜井　潤奈(1) 野々池
マツシタ　サチカ オオクラ [14.67]

3 31228 松下　幸花(2) 大蔵
ヒガシモト　タマキ エイガシマ [15.28]

4 31822 東本　環(1) 江井島
モリ　アユミ ボウカイ [17.82]

5 31502 森　歩美(2) 望海
ヤマシタ　サワ オオクボキタ [18.12]

6 32297 山下　紗和(1) 大久保北
ホヅミ　ミサキ ボウカイ [18.79]

7 31507 保積　瑞咲(2) 望海
マエダ　ナツメ オオクボキタ [19.86]

8 32266 前田　夏芽(2) 大久保北
タカハシ　ヒカル ボウカイ [22.91]

9 31589 髙橋　ひかる(3) 望海
カドヤ　ミサト ボウカイ [29.16]

10 31593 角谷　美怜(3) 望海

Powerd by AthleteRanking.com



2022年度
明石市秋季陸上競技記録会



秋季記録会　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
キノシタ　キョウタロウ アカシキタコウ [11.01] カラスノ　タクミ コウベシリクキョウ [11.21]

1 381 木下　恭太朗(1) 明石北高 1 2914 烏野　拓弥(-) 神戸市陸協
アンドウ　コウセイ ホウバイ [11.01] フジエ　タカフミ ヒョウゴキョウイクダイ [11.22]

2 16202 安藤　光惺(3) 宝梅 2 995 藤江　昂史(2) 兵庫教育大
タムラ　リュウト タジマエーシー [10.89] タナカ　レオ アカシシミズ [11.04]

3 7348 田村　隆翔(-) 但馬AC 3 522 田中　玲央(1) 明石清水高
マエダ　コウキ ボリーティーシー [10.86] イマオカ　ユウキ アカシシミズ [11.05]

4 3503 前田　功貴(-) BORYTC 4 514 今岡　侑希(2) 明石清水高
ウエダ　ケント ヒョウゴケンリツダイ [10.84] ヨウ　リンタロウ アカシジョウサイ [11.07]

5 932 上田　健登(3) 兵庫県立大 5 658 葉　凛太郎(1) 明石城西高
キヨセ　ダイキ フッコク [10.86] マルイ　ソラ タカツカサ [11.10]

6 3583 清瀬　大暉(-) 復刻AC 6 16617 丸井　蒼空(3) 高司
ソナエ　ミラキ ヒョウゴケンリツダイ [11.00] アカボリ　ヒロアキ ボリーティーシー [11.12]

7 927 備　未来貴(4) 兵庫県立大 7 3500 赤堀　弘晃(-) BORYTC
タムラ　ショウキ コウベダイイチ [10.98] サトウ　ジュン コウベガクインダイ [11.20]

8 1457 田村　翔輝(2) 神戸第一高 8 1062 佐藤　隼(2) 神戸学院大

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
ニシ　ライト タカツカサ [11.48] ミヤタ　タイセイ タカショウエーシー [11.51]

1 16622 仁志　月人(2) 高司 1 281 宮田　大聖(-) 鷹匠AC
トクマル　キヤタ アカシミナミコウ [11.43] キムラ　ジュンノスケ タカショウエーシー [11.51]

2 228 徳丸　紀弥太(1) 明石南高 2 354 木村　淳之介(-) 鷹匠AC
ウメダ　コウセイ アカシキタコウ [11.29] ミョウエ　リョウタロウ アカシキタコウ [11.50]

3 375 梅田　晃成(2) 明石北高 3 370 明榮　凌太朗(2) 明石北高
クニトモ　イッキ アカシショウコウ [11.34] イソノ　ユウタ ヒョウゴケンリツダイ [11.50]

4 793 國友　勇旗(1) 明石商高 4 937 磯野　佑太(2) 兵庫県立大
ハラ　マヒロ ヒョウゴケンリツダイ [11.34] リュウモト　ヒナタ イマヅ [11.50]

5 939 原　麻嘉(2) 兵庫県立大 5 13759 劉本　陽向(3) 今津
キッタカ　ナツキ フッコク [11.30] ヨシダ　ユウマ ヒョウゴケンリツダイ [11.50]

6 3557 橘高　夏輝(-) 復刻AC 6 931 吉田　雄馬(4) 兵庫県立大
フルタ　カズキ イマヅ [11.39] イセ　タクト コウベガクインダイ [11.50]

7 13775 古田　紀貴(2) 今津 7 1058 伊瀬　拓斗(3) 神戸学院大
ミウラ　セイゴ アカシショウコウ [11.35] シマ　カズマサ コウベガクインダイ [11.50]

8 784 三浦　勢悟(2) 明石商高 8 2187 嶋　航暢(1) 神戸学院大

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
サカグチ　カンタ ヒョウゴキョウイクダイ [11.63] ツノダ　シュン アカシキタコウ [11.76]

1 992 坂口　幹拓(3) 兵庫教育大 1 374 角田　俊(2) 明石北高
フジイ　ユウセイ アシヤコウ [11.65] イセミ　ナオヤ ティーエフコウベ [11.75]

2 4358 藤井　佑誠(2) 芦屋高 2 2463 院瀬見　直也(-) T&F.netKOBE
イノクチ　コウスケ ホウバイ [11.58] カワイ　カズマ コウベダイイチ [11.70]

3 16204 猪口　幸祐(3) 宝梅 3 1463 川井　一馬(1) 神戸第一高
ワカマツ　テンセイ ヒョウゴキョウイクダイ [11.60] ヒロセ　ツナキ スモトシリッキョウ [11.70]

4 991 若松　天晴(3) 兵庫教育大 4 7537 廣瀬　綱磯(-) 洲本市陸協
スギムラ　リョウタ アカシキタコウ [11.58] マルオ　ヨシユキ フッコク [11.70]

5 380 杉村　瞭太(2) 明石北高 5 3565 丸尾　義幸(-) 復刻AC
オクノ　シュン アシヤコウ [11.60] フジサト　ソラ アカシショウコウ [11.67]

6 4353 奥野　舜(2) 芦屋高 6 785 藤里　奏良(2) 明石商高
ゲシ　タケヒサ カワサキジュウコウ [11.61] ヤマサキ　ヒロム ヒョウゴケンリツダイ [11.71]

7 3054 下司　剛久(-) 川崎重工 7 935 山﨑　広夢(3) 兵庫県立大
キタガキ　タクミ ヒョウゴケンリツダイ [11.62] マツイ　ハルキ アカシキタコウ [11.71]

8 2228 北垣　拓己(1) 兵庫県立大 8 382 松井　悠輝(1) 明石北高
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秋季記録会　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
マエダ　シンイチ ティックバレー [11.86] アサダ　タクヤ フッコク [11.93]

1 2621 前田　真一(-) TICvalley 1 3522 淺田　拓哉(-) 復刻AC
タバタ　ユウキ ティックバレー [11.86] マルバシ　タケト カワサキジュウコウ [11.91]

2 2623 田畑　有貴(-) TICvalley 2 3075 丸橋　健人(-) 川崎重工
カタイ　タイキ ティーエフコウベ [11.80] スギヤマ　タクミ ティックバレー [11.86]

3 2458 片井　大貴(-) T&F.netKOBE 3 2626 杉山　巧(-) TICvalley
ウエスギ　タクミ コウベダイイチ [11.83] ヒラセ　レイタ タカツカサ [11.88]

4 1450 上杉　拓海(2) 神戸第一高 4 16619 平瀨　玲太(3) 高司
サカシタ　イブキ タカツカサ [11.78] ナカムラ　ツバサ フッコク [11.87]

5 16623 坂下　衣歩樹(2) 高司 5 3546 中村　翼(-) 復刻AC
コンドウ　ケイタ ヒョウゴケンリツダイ [11.80] オオツカ　ケンジ ティックバレー [11.86]

6 2230 近藤　啓太(1) 兵庫県立大 6 2624 大塚　健司(-) TICvalley
オオダン　リク セイシン [11.86] ミヤワキ　ヒカル イカワダニ [11.90]

7 29433 大段　璃空(1) 西神 7 27244 宮脇　輝(2) 伊川谷
マツモト　リョウタ フッコク [11.83] フジオカ　ユウ タジマエーシー [11.90]

8 3562 松本　遼太(-) 復刻AC 8 7368 藤岡　悠(-) 但馬AC

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
セト　オウガ アカシシミズ [12.11] モリ　リョウスケ ヤマグチ [12.30]

1 530 瀬戸　凰牙(1) 明石清水高 1 14109 森　亮輔(2) 山口
ミヤモト　タケノリ ヤマテダイ [12.01] ヒウラ　コウキ アカシシミズ [12.30]

2 17393 宮本　武典(2) 山手台 2 533 日浦　皓稀(1) 明石清水高
ナイトウ　ヨシヒコ ボリーティーシー [11.96] コニシ　タクミ ハリマ [12.14]

3 3507 内藤　吉彦(-) BORYTC 3 39669 小西　拓実(2) 播磨
イシイ　シンイチロウ コウベダイイチ [11.96] ヨシノ　ケンショウ ビニャラティーシー [12.20]

4 1461 石井　慎一郎(1) 神戸第一高 4 5049 吉野　健翔(-) VignaraTC
マエダ　サクタロウ コウブ [11.95] エモト　エイチ モトヤマミナミ [12.17]

5 13426 前田　朔太朗(2) 甲武 5 20683 江本　英知(1) 本山南
アリタ　ケイスケ ニシワキシリッキョウ [11.95] フジタ　ユウゴ ミハラ [12.23]

6 4602 有田　圭佑(-) 西脇市陸協 6 72088 藤田　優吾(2) 三原
キタウラ　ユウキ コウベガクインダイ [12.00] イシイ　リク ヤマグチ [12.30]

7 2176 北浦　佑季(1) 神戸学院大 7 14103 石井　理久(2) 山口
キタムラ　カナト ビニャラティーシー [12.00] シミズ　ユウキ モトヤマミナミ [12.29]

8 5047 北村　奏音(-) VignaraTC 8 20642 清水　勇樹(2) 本山南

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
イケダ　ハルト モトヤマミナミ [12.45] ナカムラ　シュン コウブ [12.60]

1 20638 池田　春翔(2) 本山南 1 13420 中村　旬(2) 甲武
アダチ　タカユキ オオクボ [12.48] ヤジマ　コタロウ セイシン [12.57]

2 31611 足立　嵩征(2) 大久保 2 29415 矢島　琥太郎(2) 西神
イチヤマ　ユウキ アカシジョウサイ [12.30] シンポ　ヒデキ フッコク [12.50]

3 657 一山　侑生(2) 明石城西高 3 3543 眞保　英樹(-) 復刻AC
オオウチ　ショウタロウ ハリマミナミ [12.31] ハナオカ　リュウヤ イカワダニ [12.49]

4 39724 大内　章太郎(2) 播磨南 4 27239 花岡　龍也(2) 伊川谷
スギモト　テツヤ ニシノミヤシリッキョウ [12.30] カタオカ　ユウタ コウベアスリートクラブ [12.50]

5 1367 杉本　哲也(-) 西宮市陸協 5 2652 片岡　佑太(-) KOBEATHLETECLUB

ウツノミヤ　コウキ ホウバイ [12.38] マキノ　コウタロウ ホウバイ [12.48]

6 16234 宇都宮　航生(2) 宝梅 6 16243 槇野　晄太郎(2) 宝梅
サカモト　ユウマ コウブ [12.41] トミイ　ハルト ミドリガオカ [12.51]

7 13415 坂本　悠真(2) 甲武 7 35458 冨井　晴翔(2) 緑が丘
オクナカ　コウキ タジマエーシー [12.40] キタヤマ　ケイタ アシヤコウ [12.50]

8 7387 奥仲　光希(-) 但馬AC 8 4356 北山　慧太(2) 芦屋高
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秋季記録会　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
ヨリオカ　カンタ イカワダニ [12.80] カワモト　ショウタ オシベダニ [12.92]

1 27255 依岡　敢太(1) 伊川谷 1 27511 川本　将大(2) 押部谷
ヨシカワ　ハヤト タカラヅカダイイチ [12.80] ハナダ　ゼン ミハラ [12.92]

2 16141 吉川　颯人(1) 宝塚第一 2 72032 花田　善(2) 三原
マエハラ　ソウシ モトヤマ [12.62] ナカムラ　リンタロウ コウブ [12.81]

3 20307 前原　総司(2) 本山 3 13421 中村　凜太朗(2) 甲武
オカダ　カイ イマヅ [12.64] ツジ　カイト イマヅ [12.85]

4 13754 岡田　快(3) 今津 4 13772 辻　快統(2) 今津
ワタナベ　イチゴ イカワダニ [12.71] タケウチ　ソウマ タカラヅカダイイチ [12.88]

5 27245 渡部　一護(2) 伊川谷 5 16132 竹内　湊真(1) 宝塚第一
オカモト　アキオ コウベダイイチ [12.60] オチ　イッセイ アカシキタコウ [12.80]

6 1452 岡本　旭央(2) 神戸第一高 6 387 越智　一誠(1) 明石北高
トモナリ　ユウタ ティーエフコウベ [12.77] ハセガワ　ソラ ミドリガオカ [12.88]

7 2464 友成　悠太(-) T&F.netKOBE 7 35465 長谷川　蒼空(2) 緑が丘
シマダ　トア ハリマミナミ [12.76] ダイドウ　シュンタ コウベダイイチ [12.90]

8 39725 島田　翔空(2) 播磨南 8 1464 大道　竣太(1) 神戸第一高

15組 (-  .  m/s) 16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
マツモト　ユイ モトヤマミナミ [13.10] ウハラ　リョウタロウ キタコウベ [13.18]

1 20636 松本　悠生(2) 本山南 1 24126 菟原　椋太郎(2) 北神戸
キタムラ　アユト オシベダニ [13.06] フルタニ　シュント ハゼタニ [13.20]

2 27513 北村　歩翔(2) 押部谷 2 27310 古谷　俊翔(2) 櫨谷
ウエダ　ハル ヤマテダイ [12.94] ナカバヤシ　ケイスケ コウブ [13.13]

3 17372 植田　葉瑠(2) 山手台 3 13445 中林　慧輔(1) 甲武
クルマ　リョウタ ハゼタニ [12.97] ハシモト　シモン ハリマ [13.10]

4 27306 来馬　涼太(2) 櫨谷 4 39689 橋本　士門(1) 播磨
ニシガキ　リョウタ タカショウエーシー [13.00] ハマ　エイタ コウブ [13.13]

5 348 西垣　亮汰(-) 鷹匠AC 5 13425 濵　英汰(2) 甲武
ホリエ　ユウト ヤマテダイ [13.03] ナダイ　アキラ タカラヅカダイイチ [13.14]

6 17387 堀江　悠人(2) 山手台 6 16116 灘井　明良(2) 宝塚第一
モリモト　ショウキ イマヅ [13.06] クニエダ　キョウジ ヤマテダイ [13.18]

7 13774 森本　祥輝(2) 今津 7 17376 國枝　警嗣(2) 山手台
ヨシザキ　トア キタコウベ [13.05] ウチムラ　ケイタ アサギリ [13.15]

8 24163 吉崎　澄空(1) 北神戸 8 31170 内村　圭汰(2) 朝霧

17組 (-  .  m/s) 18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
アキタ　イブキ ナカチョウ [13.33] カケヒ　ソウ イマヅ [13.46]

1 38801 秋田　芽生(2) 中町 1 13755 筧　颯(3) 今津
ヨシダ　テツヤ セイシン [13.32] キタセ　トモヤ キタコウベ [13.45]

2 29416 吉田　哲也(2) 西神 2 24135 北瀬　　大也(2) 北神戸
ノムラ　コウタロウ イカワダニ [13.25] シノハラ　ダイチ アサギリ [13.35]

3 27238 野村　晃太郎(2) 伊川谷 3 31181 篠原　大智(1) 朝霧
フジワラ　タイチ セイシン [13.25] ヨシオカ　シュン ミドリガオカ [13.36]

4 29432 藤原　太一(1) 西神 4 35471 吉岡　駿(2) 緑が丘
ノヅマ　キッペイ ホンジョウ [13.30] ヤマサキ　トモキ ハリマ [13.36]

5 20122 野妻　季都平(2) 本庄 5 39676 山﨑　朋希(1) 播磨
タイラ　エイジ イカワダニ [13.22] ババ　ケイスケ ハリマ [13.39]

6 27233 平　瑛司(2) 伊川谷 6 39666 馬場　啓介(2) 播磨
エガワ　リンスケ コウブ [13.31] イケダ　アカツキ イマヅ [13.40]

7 13441 江川　凜祐(1) 甲武 7 13794 池田　暁(1) 今津
アリハラ　ソウマ コウブ [13.31] ヒサモト　カイト オオクボ [13.41]

8 13411 有原　崇真(2) 甲武 8 31624 久本　開斗(1) 大久保

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20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
イワモト　タクト ヤマグチ [13.64] ニシシタ　ケイイチ アカシシリッキョウ [13.81]

1 14104 岩本　拓翔(2) 山口 1 3196 西下　圭一(-) 明石市陸協
イマハシ　ハクト ヤマグチ [13.64] ナカソネ　マイト モトヤマミナミ [13.85]

2 14121 今橋　珀斗(1) 山口 2 20687 仲宗根　万絃(1) 本山南
ヤマダ　レン ハリマ [13.48] ミヤオ　リュウノスケ タカツカサ [13.65]

3 39684 山田　蓮(1) 播磨 3 16602 宮尾　龍ノ介(1) 高司
フジタ　リョウセイ ミドリガオカ [13.51] ムラカミ　ヒロヤ キタコウベ [13.75]

4 35467 藤田　涼生(2) 緑が丘 4 24162 村上　紘也(1) 北神戸
ヤマムラ　タケル ホウバイ [13.58] オオニシ　シュリ ナカチョウ [13.74]

5 16250 山村　長瑠(2) 宝梅 5 38811 大西　柊璃(1) 中町
ヤマネ　カオル オオクボ [13.47] ヤマモト　ソラ ハゼタニ [13.78]

6 31618 山根　薫(2) 大久保 6 27316 山本　蒼空(1) 櫨谷
マツウラ　イクト コウブ [13.59] コダマ　アイジ モトヤマミナミ [13.79]

7 13427 松浦　生登(2) 甲武 7 20631 児玉　愛侍(2) 本山南
ヤストコ　オキト ホンジョウ [13.63] ハラダ　レン モトヤマミナミ [13.78]

8 20141 安床　興人(1) 本庄 8 20692 原田　蓮(1) 本山南

21組 (-  .  m/s) 22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
モリカワ　カナト アサギリ [14.04] ミズハラ　カイト キタコウベ [14.20]

1 31180 森川　奏友(1) 朝霧 1 24131 水原　海翔(2) 北神戸
ツジモト　シンスケ コウベシリッキョウ [14.04] ヨシダ　ユウキ セイシン [14.21]

2 2797 辻本　晋資(-) 神戸市陸協 2 29434 吉田　侑生(1) 西神
マノ　ハルト ヤマグチ [14.00] ヨコイ　テッペイ ホウバイ [14.11]

3 14107 眞野　陽斗(2) 山口 3 16251 横井　哲平(2) 宝梅
フジワラ　リョウガ ナカチョウ [13.87] マツウラ　ヒロト オオクボ [14.06]

4 38814 藤原　涼雅(1) 中町 4 31622 松浦　大翔(1) 大久保
タカハシ　ソウタ モトヤマミナミ [13.91] シオミ　レオ イマヅ [14.07]

5 20641 高橋　空大(2) 本山南 5 13798 塩見　玲雄(1) 今津
ハシグチ　シン ハリマ [13.91] アラマチ　ハルキ モトヤマ [14.10]

6 39665 橋口　心(2) 播磨 6 20310 荒町　治輝(1) 本山
シモカワ　ショウタ ヤマテダイ [14.00] ムラタ　リュウシン タカラヅカダイイチ [14.19]

7 17397 下川　翔大(2) 山手台 7 16140 村田　龍真(1) 宝塚第一
コダマ　ジュンセイ ヤマテダイ [14.00] クロダ　カズキ セイシン [14.18]

8 17377 小玉　淳聖(2) 山手台 8 29414 黒田　和希(2) 西神

23組 (-  .  m/s) 24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
ミシマ　リク イカワダニ [14.36] ジンノウチ　カズマ オオクボ [14.59]

1 27252 三島　鯉來(1) 伊川谷 1 31621 陣内　一磨(1) 大久保
ヨシダ　ナオヒロ タカラヅカダイイチ [14.38] ナカムラ　レン コウブ [14.63]

2 16142 吉田　尚大(1) 宝塚第一 2 13446 中村　怜(1) 甲武
オハラ　ケント アサギリ [14.21] クマノ　ダイキ キタコウベ [14.40]

3 31193 小原　健翔(1) 朝霧 3 24119 熊野　大希(2) 北神戸
ナカオ　リク キタコウベ [14.28] フジキ　リョウセイ モトヤマミナミ [14.44]

4 24153 中尾　理来(1) 北神戸 4 20694 藤木　亮成(1) 本山南
カネコ　ナオト タカラヅカダイイチ [14.29] コンドウ　コハク イマヅ [14.44]

5 16130 金子　尚仁(1) 宝塚第一 5 13797 近藤　琥珀(1) 今津
クリヤ　タケヒロ コウブ [14.29] ナカムラ　シュウゴ モトヤマミナミ [14.41]

6 13443 栗屋　岳弘(1) 甲武 6 20689 中村　修吾(1) 本山南
サイトウ　ソラ ミドリガオカ [14.35] アマノ　カオル タカラヅカダイイチ [14.57]

7 35456 斉藤　蒼空(2) 緑が丘 7 16125 天野　薫(1) 宝塚第一
ホンジョウ　コウタロウ イカワダニ [14.36] イズミダ　ユウダイ モトヤマミナミ [14.51]

8 27241 本城　孝太郎(2) 伊川谷 8 20682 泉田　悠太(1) 本山南

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

25組 (-  .  m/s) 26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
タカタ　シュウタ コウブ [14.85] ヨシダ　ユウセイ オシベダニ [15.13]

1 13444 高田　柊大(1) 甲武 1 27532 吉田　侑生(1) 押部谷
ノハラ　ユウスケ コウブ [14.85] ヨシダ　タカヒロ ホンジョウ [15.12]

2 13424 野原　悠介(2) 甲武 2 20121 𠮷田　峻弘(2) 本庄
サトウ　ソウイチロウ モトヤマ [14.64] ハタノ　シュンスケ タカツカサ [15.00]

3 20313 佐藤　奏一郎(1) 本山 3 16607 畑野　駿亮(1) 高司
アリノ　マサキ イマヅ [14.73] ホンマ　シュン タカツカサ [15.00]

4 13790 有野　将貴(1) 今津 4 16601 本間　瞬(1) 高司
ハマモト　リキ ハリマ [14.64] サトウ　ユウト ホンジョウ [14.89]

5 39672 濵本　力輝(2) 播磨 5 20133 佐藤　優登(1) 本庄
コミヤマ　ソウタ ホンジョウ [14.64] タケガワ　ユウト オシベダニ [14.87]

6 20132 小見山　颯太(1) 本庄 6 27530 武川　結音(1) 押部谷
コヤマ　ガク ハゼタニ [14.75] ワカバヤシ　トモヤ ホンジョウ [15.10]

7 27315 小山　樂(1) 櫨谷 7 20142 若林　智也(1) 本庄
エグチ　リュウキ コウブ [14.75] ヒラミ　シュン キタコウベ [15.03]

8 13442 江口　琉喜(1) 甲武 8 24130 平見　駿(2) 北神戸

27組 (-  .  m/s) 28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
キッタ　エイイチ ミドリガオカ [15.63] オガワ　キラ セイシン [15.97]

1 35472 橘田　鋭一(2) 緑が丘 2 29435 小川　煌月(1) 西神
カタオカ　タクト タカラヅカダイイチ [15.62] フジイ　ダイスケ ナカチョウ [15.70]

2 16129 片岡　拓翔(1) 宝塚第一 3 38813 藤井　大輔(1) 中町
ミハラ　タクト モトヤマミナミ [15.29] サカグチ　ダイゴ ヤマグチ [15.73]

3 20695 三原　拓斗(1) 本山南 4 14123 坂口　大悟(1) 山口
イマザト　カナト コウブ [15.23] マツムラ　ソウシロウ ヤマグチ [15.77]

4 13440 今里　哉斗(1) 甲武 5 14126 松村　聡史郎(1) 山口
トク　ソウタ タカツカサ [15.15] ナガタ　カイリ モトヤマミナミ [15.72]

5 16606 得　颯太(1) 高司 6 20688 永田　海莉(1) 本山南
ヤマモト　ハルマ ヤマテダイ [15.20] タカエ　ヨシトモ モトヤマミナミ [15.92]

6 17318 山本　温真(1) 山手台 7 20686 髙榮　良知(1) 本山南
ナカダ　リキ イマヅ [15.41] テラダ　ユウト キタコウベ [15.81]

7 13700 中田　理貴(1) 今津 8 24159 寺田　優都(1) 北神戸
コバタ　リク コウブ [15.31]

8 13453 小畑　璃空(1) 甲武

29組 (-  .  m/s) 30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
コニシ　マコト アサギリ [17.41] ニシハタ　ライセイ キタコウベ

2 31194 小西　実(1) 朝霧 2 24701 西畑　来星(1) 北神戸
ノベ　ハルト イマヅ [16.29] ヨシウラ　ナオキ キタコウベ [18.52]

3 13793 野邊　暖人(1) 今津 3 24161 芳浦　直希(1) 北神戸
ナツイ　リョウ セイシン [16.06] ツジ　ショウマ イマヅ [17.70]

4 29431 名津井　稜(1) 西神 4 13799 辻　壮真(1) 今津
モチダ　リョウガ ヤマテダイ [16.02] ハシモト　エイシ ホンジョウ [18.23]

5 17316 持田　遼河(1) 山手台 5 20136 橋本　瑛詩(1) 本庄
キムラ　ユウタ ティーエフコウベ [16.38] タケニシ　ユウシン ナカチョウ

6 2472 木村　優汰(-) T&F.netKOBE 6 38812 竹西　優心(1) 中町
イシサカ　ケイスケ モトヤマ [16.41] エトウ　ガク キタコウベ

7 20312 石阪　慶介(1) 本山 7 24168 江藤　我駆(1) 北神戸
スズキ　ソウセイ モトヤマミナミ [16.45] フクイ　ダイチ キタコウベ

8 20685 鈴木　壮誠(1) 本山南 8 24156 福井　大地(1) 北神戸
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秋季記録会　小学生男子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
サカイ　ハルキ タカオカニシ [18.02] ノダ　リイチロウ ナカサキショウガッコウ

1 322 酒井　陽生(4) 高丘西 1 325 野田　梨一朗(3) 中崎小学校
エジリ　ハルト タカオカニシ [18.39] イシグロ　ダイチ ナカサキショウガッコウ

2 322 江尻　陽翔(3) 高丘西 2 325 石黒　大地(4) 中崎小学校
マンバ　ユウセイ フタミショウ [15.71] オカノ　セイイチロウ フタミショウ [21.96]

3 316 万庭　夕晴(5) 二見小 3 316 岡野　誠一郎(1) 二見小
ナカト　ヤマト ハヤシショウ [13.07] ミヤジ　ナリアキ ナカサキショウガッコウ

4 305 中戸　大和(6) 林小 4 325 宮地　功晟(2) 中崎小学校
サダマツ　ソウスケ タカオカニシ [16.98] ハギオ　コタロウ ナカサキショウガッコウ

5 322 定松　宗佑(6) 高丘西 5 325 萩尾　虎太朗(2) 中崎小学校
ウメハラ　トワ タカオカニシ [16.59] ヤブウチ　シンタロウ ナカサキショウガッコウ

6 322 梅原　叶羽(5) 高丘西 6 325 薮内　進太郎(1) 中崎小学校
キノシタ　ユウト タカオカニシ [17.31] スミノ　キハル ナカサキショウガッコウ

7 322 木下　結翔(3) 高丘西 7 325 住野　喜春(4) 中崎小学校
イオズミ　ケンシン タカオカニシ [17.28] イシカワ　サク ナカサキショウガッコウ

8 322 五百住　謙臣(3) 高丘西 8 325 石川　朔(3) 中崎小学校

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
ツダ　シュンタロウ ナカサキショウガッコウ フジタ　ハク ナカサキショウガッコウ

1 325 津田　隼太郎(4) 中崎小学校 2 325 藤田　珀久(2) 中崎小学校
ドブリン　カイ ナカサキショウガッコウ イシザキ　タイチ ナカサキショウガッコウ

2 325 ドブリン　櫂(1) 中崎小学校 3 325 石﨑　大智(3) 中崎小学校
ハシグチ　ショウ ナカサキショウガッコウ ヨシダ　コタロウ ナカサキショウガッコウ

3 325 橋口　翔(3) 中崎小学校 4 325 吉田　光太郎(4) 中崎小学校
ヤマネ　ソウマ ナカサキショウガッコウ サカイ　ハルト ナカサキショウガッコウ

4 325 山根　颯真(4) 中崎小学校 5 325 堺　陽杜(3) 中崎小学校
カタヤマ　ヒサト ナカサキショウガッコウ フジワラ　ソウタ ナカサキショウガッコウ

5 325 片山　寿人(2) 中崎小学校 6 325 藤原　颯太(4) 中崎小学校
シバヤマ　タケル ナカサキショウガッコウ ヤマナカ　エンゾウ ナカサキショウガッコウ

6 325 柴山　尊海(4) 中崎小学校 7 325 山中　円蔵(1) 中崎小学校
オオノ　ヤヅキ ナカサキショウガッコウ イシグロ　ラン ナカサキショウガッコウ

7 325 大野　耶月(2) 中崎小学校 8 325 石黒　藍(2) 中崎小学校
ミウラ　サクタロウ ナカサキショウガッコウ

8 325 三浦　朔太朗(2) 中崎小学校
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秋季記録会　共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

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
フジモト　ユウキ カワサキジュウコウ [22.66] シオタ　リュウスケ コウベシショウボウキョク [23.26]

1 3072 藤本　悠希(-) 川崎重工 1 2320 塩田　竜佑(-) 神戸市消防局
タナカ　レオ アカシシミズ [22.81] ハラ　マヒロ ヒョウゴケンリツダイ [23.23]

2 522 田中　玲央(1) 明石清水高 2 939 原　麻嘉(2) 兵庫県立大
イマオカ　ユウキ アカシシミズ [22.14] イムタ　イッセイ アシヤコウ [23.01]

3 514 今岡　侑希(2) 明石清水高 3 4359 飯牟田　一惺(1) 芦屋高
キヨセ　ダイキ フッコク [22.14] ハヤミズ　シュウジ コウベガクインダイ [23.10]

4 3583 清瀬　大暉(-) 復刻AC 4 1047 速水　修史(3) 神戸学院大
モリカワ　ユウタ フッコク [21.47] ミズノ　リョウ ティーエフコウベ [23.16]

5 3574 森川　雄太(-) 復刻AC 5 2460 水野　稜(-) T&F.netKOBE
ノサカ　ハヤト フッコク [21.93] アカボリ　ヒロアキ ボリーティーシー [23.10]

6 3582 野坂　迅斗(-) 復刻AC 6 3500 赤堀　弘晃(-) BORYTC
ソナエ　ミラキ ヒョウゴケンリツダイ [22.50] イケダ　ショウゴ アシヤコウ [23.20]

7 927 備　未来貴(4) 兵庫県立大 7 4354 池田　匠吾(2) 芦屋高
カドノ　タクト コウベダイイチ [22.34] ヨシダ　ユウマ ヒョウゴケンリツダイ [23.20]

8 1454 楞野　匠人(2) 神戸第一高 8 931 吉田　雄馬(4) 兵庫県立大

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
ウエスギ　タクミ コウベダイイチ [24.03] キシ　ユウト ハゼタニ [24.47]

1 1450 上杉　拓海(2) 神戸第一高 1 27304 岸　祐斗(2) 櫨谷
ミウラ　セイゴ アカシショウコウ [24.00] カワイ　カズマ コウベダイイチ [24.50]

2 784 三浦　勢悟(2) 明石商高 2 1463 川井　一馬(1) 神戸第一高
トミナガ　タクヤ フッコク [23.50] サカシタ　イブキ タカツカサ [24.43]

3 3571 富永　匠哉(-) 復刻AC 3 16623 坂下　衣歩樹(2) 高司
フジサト　ソラ アカシショウコウ [23.49] オノ　マナヤ ティーエフコウベ [24.30]

4 785 藤里　奏良(2) 明石商高 4 2451 小野　愛弥(-) T&F.netKOBE
ミキ　タケシ コウベアスリートクラブ [23.51] ニシ　ライト タカツカサ [24.41]

5 2654 三木　健嗣(-) KOBEATHLETECLUB 5 16622 仁志　月人(2) 高司
キタガキ　タクミ ヒョウゴケンリツダイ [23.50] ツツミ　シュウイチ コウベアスリートクラブ [24.45]

6 2228 北垣　拓己(1) 兵庫県立大 6 2644 堤　修一(-) KOBEATHLETECLUB

リュウモト　ヒナタ イマヅ [23.90] フルタ　カズキ イマヅ [24.47]

7 13759 劉本　陽向(3) 今津 7 13775 古田　紀貴(2) 今津
ズシ　ソウタ キタコウベ [23.91] セト　オウガ アカシシミズ [24.46]

8 24191 圖師　颯汰(3) 北神戸 8 530 瀬戸　凰牙(1) 明石清水高

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
マエダ　サクタロウ コウブ [25.66] ツジ　カイト イマヅ [25.99]

1 13426 前田　朔太朗(2) 甲武 1 13772 辻　快統(2) 今津
マルバシ　タケト カワサキジュウコウ [25.50] シミズ　ユウキ モトヤマミナミ [26.00]

2 3075 丸橋　健人(-) 川崎重工 2 20642 清水　勇樹(2) 本山南
オオダン　リク セイシン [25.00] シダ　コウキ ミドリガオカ [25.71]

3 29433 大段　璃空(1) 西神 3 35457 志田　煌來(2) 緑が丘
ヒラセ　レイタ タカツカサ [25.16] ミヤモト　タケノリ ヤマテダイ [25.72]

4 16619 平瀨　玲太(3) 高司 4 17393 宮本　武典(2) 山手台
イシイ　シンイチロウ コウベダイイチ [24.57] ヒラヤマ　カイリ イマヅ [25.70]

5 1461 石井　慎一郎(1) 神戸第一高 5 13750 平山　浬(3) 今津
オオツカ　ケンジ ティックバレー [24.67] イノウエ　ユキヒサ ティーエフコウベ [25.70]

6 2624 大塚　健司(-) TICvalley 6 2449 井上　由悠(-) T&F.netKOBE
モリ　リョウスケ ヤマグチ [25.49] ヤスイ　セイイチロウ ハトジルシジーアンドティー [25.80]

7 14109 森　亮輔(2) 山口 7 231 安井　誠一郎(-) 鳩印Ｇ&Ｔ
ワカモト　テル アカシシミズ [25.47] ヤブニシ　ハヤト アカシジョウサイ [25.88]

8 538 若本　晃(1) 明石清水高 8 665 藪西　隼大(1) 明石城西高
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秋季記録会　共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

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
トモナリ　ユウタ ティーエフコウベ [26.99] スザキ　ダイガク タカラヅカダイイチ [27.97]

1 2464 友成　悠太(-) T&F.netKOBE 1 16114 壽崎　大学(2) 宝塚第一
モリモト　ショウキ イマヅ [27.09] アダチ　タカユキ オオクボ [27.80]

2 13774 森本　祥輝(2) 今津 2 31611 足立　嵩征(2) 大久保
ナカニシ　カオル タカラヅカダイイチ [26.50] クリハラ　ユウ ホウバイ [27.50]

3 16115 中西　郁(2) 宝塚第一 3 16274 栗原　優(1) 宝梅
イケダ　ハルト モトヤマミナミ [26.08] ヨネタニ　リク キタコウベ [27.38]

4 20638 池田　春翔(2) 本山南 4 24122 米谷　陸(2) 北神戸
ヨシノ　ケンショウ ビニャラティーシー [26.00] クルマ　リョウタ ハゼタニ [27.20]

5 5049 吉野　健翔(-) VignaraTC 5 27306 来馬　涼太(2) 櫨谷
オカダ　カイ イマヅ [26.55] アンドウ　タイガ オオクボ [27.15]

6 13754 岡田　快(3) 今津 6 31616 安藤　虎雅(2) 大久保
タカハシ　ソウタ モトヤマミナミ [26.81] フジヌマ　ユウキ アサギリ [27.77]

7 20641 高橋　空大(2) 本山南 7 31177 藤沼　優輝(2) 朝霧
イケノ　マサヒロ ハトジルシジーアンドティー [26.80] フルタニ　シュント ハゼタニ [27.62]

8 236 池野　昌弘(-) 鳩印Ｇ&Ｔ 8 27310 古谷　俊翔(2) 櫨谷

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
ヨシダ　テツヤ セイシン [28.71] ヤマモト　ソラ ハゼタニ [30.09]

1 29416 吉田　哲也(2) 西神 1 27316 山本　蒼空(1) 櫨谷
マルオ　リクト オオクボ [28.60] アリノ　マサキ イマヅ [30.28]

2 31625 丸尾　璃空斗(1) 大久保 2 13790 有野　将貴(1) 今津
ナカバヤシ　ケイスケ コウブ [28.33] ヨシカワ　ハヤト タカラヅカダイイチ [28.77]

3 13445 中林　慧輔(1) 甲武 3 16141 吉川　颯人(1) 宝塚第一
ヨシザキ　トア キタコウベ [28.00] ハラダ　レン モトヤマミナミ [29.00]

4 24163 吉崎　澄空(1) 北神戸 4 20692 原田　蓮(1) 本山南
ナダイ　アキラ タカラヅカダイイチ [28.09] イケダ　アカツキ イマヅ [29.01]

5 16116 灘井　明良(2) 宝塚第一 5 13794 池田　暁(1) 今津
カケヒ　ソウ イマヅ [28.20] サヤナギ　リョウセイ モトヤマミナミ [28.98]

6 13755 筧　颯(3) 今津 6 20634 佐柳　諒成　(2) 本山南
ヒサモト　カイト オオクボ [28.40] ナカソネ　マイト モトヤマミナミ [29.27]

7 31624 久本　開斗(1) 大久保 7 20687 仲宗根　万絃(1) 本山南
ムラカミ　ヒロヤ キタコウベ [28.43] モリカワ　カナト アサギリ [29.38]

8 24162 村上　紘也(1) 北神戸 8 31180 森川　奏友(1) 朝霧

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
オガワ　ユウト キタコウベ [32.03] タケガワ　ユウト オシベダニ

1 24132 小河　優斗(2) 北神戸 1 27530 武川　結音(1) 押部谷
タカサキ　ケント オオクボ [33.58] アキタ　イブキ ナカチョウ

2 31623 高崎　賢斗(1) 大久保 2 38801 秋田　芽生(2) 中町
シオミ　レオ イマヅ [30.71] ナカガイ　リト オオクボ [33.80]

3 13798 塩見　玲雄(1) 今津 3 31627 中貝　琉翔(1) 大久保
コンドウ　コハク イマヅ [30.99] イマエダ　ケイタロウ ミドリガオカ

4 13797 近藤　琥珀(1) 今津 4 35420 今枝　慶太郎(1) 緑が丘
ジンノウチ　カズマ オオクボ [30.60] ナカムラ　レン コウブ

5 31621 陣内　一磨(1) 大久保 5 13446 中村　怜(1) 甲武
マキノ　ユウト オオクボ [30.90] ツジ　ショウマ イマヅ [36.94]

6 31626 牧野　優斗(1) 大久保 6 13799 辻　壮真(1) 今津
コヤマ　ガク ハゼタニ [31.70] ヤマダ　レン ハリマ

7 27315 小山　樂(1) 櫨谷 7 39684 山田　蓮(1) 播磨
イマザト　カナト コウブ [31.74] オハラ　ケント アサギリ

8 13440 今里　哉斗(1) 甲武 8 31193 小原　健翔(1) 朝霧
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秋季記録会　共通男子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
ワカマツ　テンセイ ヒョウゴキョウイクダイ [53.00] オカモト　アキオ コウベダイイチ [55.00]

2 991 若松　天晴(3) 兵庫教育大 2 1452 岡本　旭央(2) 神戸第一高
フジモト　ユウキ カワサキジュウコウ [49.37] カタオカ　ユウタ コウベアスリートクラブ [53.50]

3 3072 藤本　悠希(-) 川崎重工 3 2652 片岡　佑太(-) KOBEATHLETECLUB

トミナガ　タクヤ フッコク [51.20] オノ　マナヤ ティーエフコウベ [54.50]

4 3571 富永　匠哉(-) 復刻AC 4 2451 小野　愛弥(-) T&F.netKOBE
ミヤタ　タイセイ タカショウエーシー [49.48] ヤブニシ　ハヤト アカシジョウサイ [53.42]

5 281 宮田　大聖(-) 鷹匠AC 5 665 藪西　隼大(1) 明石城西高
ヨシオカ　ミキト ヒョウゴケンリツダイ [51.26] サカグチ　カンタ ヒョウゴキョウイクダイ [53.00]

6 941 吉岡　樹永(2) 兵庫県立大 6 992 坂口　幹拓(3) 兵庫教育大
カタイ　タイキ ティーエフコウベ [52.50] トミイ　ハルト ミドリガオカ [54.72]

7 2458 片井　大貴(-) T&F.netKOBE 7 35458 冨井　晴翔(2) 緑が丘
ハヤミズ　シュウジ コウベガクインダイ [52.00] スギモト　テツヤ ニシノミヤシリッキョウ [54.75]

8 1047 速水　修史(3) 神戸学院大 8 1367 杉本　哲也(-) 西宮市陸協

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
ヨネダ　モモハル アカシミナミコウ [1:00.34] ホンダ　カケル タカラヅカダイイチ [1:04.00]

2 231 米田　百陽(1) 明石南高 2 16118 本多　翔(2) 宝塚第一
ハタ　リョウタロウ ヒョウゴケンリツダイ [55.50] ヨシオカ　シュン ミドリガオカ [1:00.59]

3 2385 畑　諒太郎(1) 兵庫県立大 3 35471 吉岡　駿(2) 緑が丘
スガワラ　マサキ ヤマテダイ [57.87] スザキ　ダイガク タカラヅカダイイチ [1:02.00]

4 17380 菅原　真樹(2) 山手台 4 16114 壽崎　大学(2) 宝塚第一
クボ　ユウク アカシミナミコウ [55.53] ムラタ　リュウシン タカラヅカダイイチ [1:03.00]

5 227 久保　優雲(1) 明石南高 5 16140 村田　龍真(1) 宝塚第一
ヒラザワ　タイキ アカシキタコウ [55.20] ヤナセ　ハルキ ハゼタニ [1:02.20]

6 373 平澤　泰輝(2) 明石北高 6 27312 栁瀬　陽基(2) 櫨谷
ワタノ　ヨシヒロ アカシリッキョウ [59.00] アンドウ　タイガ オオクボ [1:03.50]

7 3023 綿野　良洋(-) 明石陸協 7 31616 安藤　虎雅(2) 大久保
キシ　ユウト ハゼタニ [1:00.00]

8 27304 岸　祐斗(2) 櫨谷

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　トモキ ハリマ

2 39676 山﨑　朋希(1) 播磨
サヤナギ　リョウセイ モトヤマミナミ [1:07.89]

3 20634 佐柳　諒成　(2) 本山南
ニシガキ　リョウタ タカショウエーシー [1:05.00]

4 348 西垣　亮汰(-) 鷹匠AC
マキノ　ユウト オオクボ [1:05.00]

5 31626 牧野　優斗(1) 大久保
イノウエ　ユキヒサ ティーエフコウベ [1:05.22]

6 2449 井上　由悠(-) T&F.netKOBE
ハマダ　キッペイ タカツカサ [1:10.00]

7 16626 濵田　桔平(2) 高司
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秋季記録会　共通男子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
タジリ　アツキ ヤマテダイ [2:31.30] ヤマシタ　ハルヤ ハリマ

1 17381 田尻　敦己(2) 山手台 1 39686 山下　晴也(1) 播磨
タカタ　ハルキ ナカチョウ [2:27.95] カドタ　ケンジ ヒョウゴパラ [3:52.58]

2 38802 高田　陽輝(2) 中町 2 467 門田　健二(-) 兵庫パラ陸協
ミワ　コウタ アシヤコウ [2:14.00] マエダ　シュンスケ ハゼタニ [2:38.34]

3 4362 三輪　康太(1) 芦屋高 3 27311 前田　隼佑(2) 櫨谷
イマヨシ　ケンスケ アカシニシ [2:15.00] フジイ　ダイト オオクボ [2:35.11]

4 424 今吉　健介(1) 明石西 4 31614 藤井　大斗(2) 大久保
オハラ　タクミ ヤマテダイ [2:15.38] アベ　ヒサキ ヤマグチ [2:38.42]

5 17374 小原　匠海(2) 山手台 5 14101 阿部　寿希(2) 山口
ホンダ　カケル タカラヅカダイイチ [2:18.00] ヒサカ　ヒロト ハゼタニ [2:32.64]

6 16118 本多　翔(2) 宝塚第一 6 27308 日坂　優仁(2) 櫨谷
ツジ　ナユタ ヤマテダイ [2:21.29] アライ　キョウセイ ヤマグチ [2:42.14]

7 17382 辻　那悠太(2) 山手台 7 14102 荒井　響生(2) 山口
トヨオカ　ナオヤ ヒョウゴケンリツダイ [2:20.00] キヨセ　ユウ ハゼタニ [2:43.27]

8 923 豊岡　尚弥(5) 兵庫県立大 8 27305 清瀬　悠(2) 櫨谷
スミノ　ケイ ハリマミナミ [2:24.47] ハラダ　ソウマ ヤマテダイ [2:45.49]

9 39721 住野　圭(2) 播磨南 9 17312 原田　壮真(1) 山手台
オカダ　マサヒロ アシヤコウ [2:24.00] マツイ　カツキ ホウバイ [2:40.00]

10 4355 岡田　昌大(2) 芦屋高 10 16244 松井　克樹(2) 宝梅
カノウ　マサテル ハゼタニ [2:26.80] トキモト　ユウキ タカラヅカダイイチ [2:46.81]

11 27303 加納　壮晟(2) 櫨谷 11 16134 時本　悠生(1) 宝塚第一
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秋季記録会　共通男子1500m

〈〈 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
オギシタ　ナオタロウ ホウバイ [5:17.74] ワカミヤ　カズマ ハリマ

1 16235 荻下　直太郎(2) 宝梅 2 39685 若宮　一真(1) 播磨
ホンマ　シュン タカツカサ [5:13.21] ヤマグチ　ヒロキ モトヤマ [5:52.13]

2 16601 本間　瞬(1) 高司 3 20315 山口　泰生(1) 本山
ハタノ　シュンスケ タカツカサ [5:15.00] タカタ　ハルキ ナカチョウ [6:16.43]

3 16607 畑野　駿亮(1) 高司 4 38802 高田　陽輝(2) 中町
シモイ　アキトシ ホウバイ [5:21.52] ツジモト　シンスケ コウベシリッキョウ [6:36.55]

4 16276 下井　章歳(1) 宝梅 5 2797 辻本　晋資(-) 神戸市陸協
ツダカ　カズアキ イカワダニ [5:11.51] フジキ　コウスケ イカワダニ [6:06.95]

5 27235 津髙　和昭(2) 伊川谷 6 27251 藤木 　康介(1) 伊川谷
オオタ　シュウ ヤマグチ [5:11.04] ハヤシバラ　ショウ イカワダニ [5:51.34]

6 14106 太田　朱祐(2) 山口 7 27240 林原　匠(2) 伊川谷
ミトマ　ハルキ モトヤマミナミ [5:06.89] フジキ　ダイチ モトヤマミナミ [5:23.72]

7 20628 三笘　悠希(3) 本山南 8 20639 藤木　大地(2) 本山南
ハナザワ　アツシ スズランダイ [4:23.00] サナ　リュウセイ ヤマテダイ [5:34.91]

8 1817 花澤　篤史(-) 鈴蘭台AC 9 17304 佐奈　琉成(1) 山手台
タケ　ショウタロウ モトヤマ [4:28.27] ヨシダ　ユウキ セイシン [5:30.00]

9 20303 武　正太郎(3) 本山 10 29434 吉田　侑生(1) 西神
ホリウチ　セイハ シュクガワ [4:15.00] フカミ　アキヒト ヤマテダイ [5:28.68]

10 2316 堀内　彗覇(2) 夙川高 11 17313 深見　亮仁(1) 山手台
ダンドコ　ケンタ キタオウジアールシー [4:15.00] ムラカミ　カズハ モトヤマミナミ [5:38.65]

11 5265 段床　健太(-) 北王子RC 12 20632 村上　和榮(2) 本山南
オガワ　ヒサムネ モトヤマミナミ [4:53.85] ミキ　ソウタ イカワダニ [5:51.19]

12 20614 小川　榮心(3) 本山南 13 27243 三木　蒼大(2) 伊川谷
カゲヤマ　コウキ モトヤマミナミ [5:05.61] サトウ　ソウイチロウ モトヤマ [5:50.00]

13 20640 影山　晃基(2) 本山南 14 20313 佐藤　奏一郎(1) 本山
オカモト　アスマ イカワダニ [5:02.03] ウエシマ　カツキ ヤマグチ [5:47.69]

14 27230 岡本　明日馬(2) 伊川谷 15 14105 上島　克己(2) 山口
ババ　ユウタ タカラヅカダイイチ [4:41.35] マルヤマ　ルキヤ イカワダニ [5:40.00]

15 16117 馬場　祐多(2) 宝塚第一 16 27242 丸山　琉希也(2) 伊川谷
ウエダ　ヨウスケ コウベシリッキョウ [4:47.00] タカクラ　ソウタ キタコウベ [5:49.70]

16 2694 植田　遥介(2) 神戸市陸協 17 24145 高倉　颯太(1) 北神戸
タカタ　ユキヤ アワジリクジョウキョウシツ [4:40.92] トキモト　ユウキ タカラヅカダイイチ [5:36.12]

17 7689 髙田　有希也(1) 淡路陸上教室 18 16134 時本　悠生(1) 宝塚第一
ミヤガキ　ミナト タカラヅカダイイチ [5:00.00]

18 16121 宮垣　湊(2) 宝塚第一
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秋季記録会　共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカホリ　ユウト ヤマテダイ [10:54.48]

1 17385 中堀　優仁(2) 山手台
トクヤマ　ヨシナオ ハゼタニ [10:51.74]

2 27399 德山　毅直(3) 櫨谷
カノウ　マサテル ハゼタニ [10:54.09]

3 27303 加納　壮晟(2) 櫨谷
ナカムラ　ユヅキ ヤマグチ [10:20.00]

4 14159 中村　優月(3) 山口
ホリウチ　セイハ シュクガワ [9:30.00]

5 2316 堀内　彗覇(2) 夙川高
オハラ　タクミ ヤマテダイ [9:54.52]

6 17374 小原　匠海(2) 山手台
シンカイ　リョウジ ニシノミヤシリッキョウ [10:05.00]

7 1402 新開　亮二(-) 西宮市陸協
カシハラ　ダイキ ハゼタニ [9:47.72]

8 27394 柏原　大輝(3) 櫨谷
ババ　ユウタ タカラヅカダイイチ [10:00.00]

9 16117 馬場　祐多(2) 宝塚第一
ニシヤマ　カイ ヤマグチ [10:06.08]

10 14160 西山　櫂(3) 山口
ツジ　ナユタ ヤマテダイ [10:10.78]

11 17382 辻　那悠太(2) 山手台
サエキ　ジョウ ヤマグチ [10:16.03]

12 14155 佐伯　丈(3) 山口
スガワラ　マサキ ヤマテダイ [10:10.59]

13 17380 菅原　真樹(2) 山手台
フジワラ　イブキ ハリマ

14 39675 藤原　衣吹(1) 播磨
ハラダ　ソウマ ヤマテダイ [12:26.61]

15 17312 原田　壮真(1) 山手台
マエダ　シュンスケ ハゼタニ [12:30.04]

16 27311 前田　隼佑(2) 櫨谷
ヒサカ　ヒロト ハゼタニ [11:46.29]

17 27308 日坂　優仁(2) 櫨谷
フジナミ　タクロウ ハゼタニ [10:56.69]

18 27302 藤濤　拓郎(3) 櫨谷
ウエダ　ハルヒ ヤマテダイ [11:16.59]

19 17373 上田　悠陽(2) 山手台
タジリ　アツキ ヤマテダイ [11:04.59]

20 17381 田尻　敦己(2) 山手台
カナダ　ハヤト タカツカサ [11:20.00]

21 16620 金田　勇渡(2) 高司
キヨセ　ユウ ハゼタニ [11:25.42]

22 27305 清瀬　悠(2) 櫨谷
フカミ　アキヒト ヤマテダイ [11:30.00]

23 17313 深見　亮仁(1) 山手台
ムカイ　マドカ ヤマテダイ [11:29.14]

24 17395 向井　円(2) 山手台
サナ　リュウセイ ヤマテダイ [11:36.96]

25 17304 佐奈　琉成(1) 山手台
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秋季記録会　共通男子5000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカダ　ヒロキ アカシオオハシエーシー [16:38.75]

1 2272 高田　大樹(-) 明石大橋AC
ナカシマ　ユイト コウベショウコウ [17:00.00]

2 4999 中島　唯翔(1) 神戸商高
キシガミ　フウマ コウベショウコウ [17:00.00]

3 4901 岸上　風馬(1) 神戸商高
ウチダ　タケユキ アカシオオハシエーシー [18:30.00]

4 2175 内田　豪幸(-) 明石大橋AC
オカダ　トシヤ カワサキジュウコウ [17:30.00]

5 3071 岡田　俊哉(-) 川崎重工
ウジベ　ミズヒロ モトヤマミナミ

6 20635 氏部　瑞啓(2) 本山南
ムラセ　タカヒト カワサキジュウコウ [17:45.00]

7 3066 村瀬　貴仁(-) 川崎重工
タルエ　ヤマト コウベショウコウ [16:00.00]

8 4902 樽栄　大和(1) 神戸商高
ナガハタ　ユウマ コウベショウコウ [16:00.00]

9 4984 長畑　優真(3) 神戸商高
サトウ　ユウスケ コウベショウコウ [15:10.00]

10 4996 佐藤　祐介(1) 神戸商高
ハシモト　カズキ コウベショウコウ [15:10.00]

11 4987 橋本　和希(3) 神戸商高
タジカ　ユウリ コウベショウコウ [16:20.00]

12 4985 多鹿　優里(3) 神戸商高
タナカ　シンノスケ コウベショウコウ [16:30.00]

13 4997 田中　慎乃亮(1) 神戸商高
ミネシタ　ソウ コウベショウコウ [16:20.00]

14 4998 峯下　蒼(1) 神戸商高
ニシオカ　ショウゴ コウベショウコウ [16:00.00]

15 4990 西岡　翔悟(2) 神戸商高
マチノ　タロウ コウベショウコウ [16:30.00]

16 4994 町野　太郎(2) 神戸商高
キクチ　リュウヤ アカシシミズ [16:10.00]

17 507 菊池　流弥(3) 明石清水高
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秋季記録会　小学生男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジタ　ハク ナカサキショウガッコウ

1 325 藤田　珀久(2) 中崎小学校
イシグロ　ダイチ ナカサキショウガッコウ

2 325 石黒　大地(4) 中崎小学校
ヨシダ　コタロウ ナカサキショウガッコウ

3 325 吉田　光太郎(4) 中崎小学校
タカイシ　セイタ ナカサキショウガッコウ

4 325 髙石　清太(6) 中崎小学校
オノ　タケヤ アカシジェイアールシー [5:51.59]

5 329 苧野　剛也(4) 明石JRC
イシザキ　ユウト ナカサキショウガッコウ

6 325 石﨑　悠斗(6) 中崎小学校
イイダ　トウヤ アカシジェイアールシー [6:09.68]

7 329 飯田　桃矢(4) 明石JRC
フジワラ　ソウスケ ニシキガオカショウガッコウ

8 320 藤原　蒼介(3) 明石市立錦が丘小学校

イシグロ　ラン ナカサキショウガッコウ

9 325 石黒　藍(2) 中崎小学校
イシカワ　サク ナカサキショウガッコウ

10 325 石川　朔(3) 中崎小学校
フナコシ　アキ アカシジェイアールシー

11 329 船越　彬葵(3) 明石JRC
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秋季記録会　高校・一般男子110mH (106.7:13.72-9.14-14.02)

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒウラ　コウキ アカシシミズ [17.51]

4 533 日浦　皓稀(1) 明石清水高
センゴク　イツキ フッコク [14.82]

5 3577 仙石　樹(-) 復刻AC
ナカモリ　タクマ ハトジルシジーアンドティー [15.15]

6 207 中森　拓馬(-) 鳩印Ｇ&Ｔ

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　中学生男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

〈〈 決勝 〉〉

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
オガワ　カイト キタコウベ [18.79] ハシモト　シモン ハリマ

1 24128 小河　迦斗(2) 北神戸 2 39689 橋本　士門(1) 播磨
シダ　コウキ ミドリガオカ [18.85] エモト　エイチ モトヤマミナミ [19.73]

2 35457 志田　煌來(2) 緑が丘 3 20683 江本　英知(1) 本山南
イハラ　ケイイチ ハリマミナミ [17.71] イシイ　リク ヤマグチ [19.47]

3 39723 井原　佳一(2) 播磨南 4 14103 石井　理久(2) 山口
ウラカド　ソウケン ヤマグチ [14.52] イシノ　ユウマ ハリマ [19.22]

4 14152 浦門　爽絢(3) 山口 5 39668 石野　佑磨(2) 播磨
コニシ　タクミ ハリマ [16.82] ハマ　エイタ コウブ [19.04]

5 39669 小西　拓実(2) 播磨 6 13425 濵　英汰(2) 甲武
ヨコヤマ　ユウマ ホウバイ [16.06] クスダ　ソウスケ ヤマグチ [20.00]

6 16254 横山　裕馬(2) 宝梅 7 14122 楠田　蒼甫(1) 山口
ナカムラ　シュン コウブ [18.00] ハマダ　キッペイ タカツカサ [20.15]

7 13420 中村　旬(2) 甲武 8 16626 濵田　桔平(2) 高司
ナカムラ　リンタロウ コウブ [18.06]

8 13421 中村　凜太朗(2) 甲武
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秋季記録会　共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
イマヅ [46.29] アカシキタコウ [43.50]

2 今津 6 明石北高
[  ] ヒラヤマ　カイリ [  ] オカダ　カイ [  ] リュウモト　ヒナタ [  ] ミョウエ　リョウタロウ [  ] ツノダ　シュン [  ] ウメダ　コウセイ

13750 平山 浬(3) 13754 岡田 快(3) 13759 劉本 陽向(3) 370 明榮 凌太朗(2) 374 角田 俊(2) 375 梅田 晃成(2)
[  ] ツジ　カイト [  ] フルタ　カズキ [  ] スギムラ　リョウタ [  ] キノシタ　キョウタロウ [  ] マツイ　ハルキ

13772 辻 快統(2) 13775 古田 紀貴(2) 380 杉村 瞭太(2) 381 木下 恭太朗(1) 382 松井 悠輝(1)
アカシシミズ [43.48] ティックバレー [46.04]

3 明石清水高 7 TICvalley
[  ] イマオカ　ユウキ [  ] オオニシ　セイト [  ] スナダ　イッペイ [  ] マエダ　シンイチ [  ] タバタ　ユウキ

514 今岡 侑希(2) 520 大西 勢翔(1) 521 砂田 一平(1) 2621 前田 真一(-) 2623 田畑 有貴(-)

[  ] タナカ　レオ [  ] セト　オウガ [  ] オオツカ　ケンジ [  ] スギヤマ　タクミ

522 田中 玲央(1) 530 瀬戸 凰牙(1) 2624 大塚 健司(-) 2626 杉山 巧(-)
コウベダイイチ [43.55] アカシショウコウ [43.99]

4 神戸第一高 8 明石商高
[  ] ウエスギ　タクミ [  ] カドノ　タクト [  ] タムラ　ショウキ [  ] タカヤマ　レツ [  ] ミウラ　セイゴ [  ] フジサト　ソラ

1450 上杉 拓海(2) 1454 楞野 匠人(2) 1457 田村 翔輝(2) 783 高山 烈(2) 784 三浦 勢悟(2) 785 藤里 奏良(2)
[  ] イシイ　シンイチロウ [  ] カワイ　カズマ [  ] ダイドウ　シュンタ [  ] コニシ　イチタロウ [  ] ハタ　ユウヤ [  ] クニトモ　イッキ

1461 石井 慎一郎(1) 1463 川井 一馬(1) 1464 大道 竣太(1) 787 小西 一太朗(2) 792 畑 優矢(1) 793 國友 勇旗(1)
アシヤコウ [43.88]

5 芦屋高
[  ] オクノ　シュン [  ] イケダ　ショウゴ

4353 奥野 舜(2) 4354 池田 匠吾(2)

[  ] フジイ　ユウセイ [  ] イムタ　イッセイ

4358 藤井 佑誠(2) 4359 飯牟田 一惺(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ヤマテダイ [48.13] タカツカサ [47.50]

2 山手台 5 高司
[  ] アカザワ　タクマ [  ] ウエダ　ハル [  ] クニエダ　キョウジ [  ] マルイ　ソラ [  ] ヒラセ　レイタ [  ] カナダ　ハヤト

17301 赤澤 拓真(1) 17372 植田 葉瑠(2) 17376 國枝 警嗣(2) 16617 丸井 蒼空(3) 16619 平瀨 玲太(3) 16620 金田 勇渡(2)

[  ] ホリエ　ユウト [  ] ミヤモト　タケノリ [  ] ムカイ　コウキ [  ] ニシ　ライト [  ] サカシタ　イブキ [  ] ハマダ　キッペイ

17387 堀江 悠人(2) 17393 宮本 武典(2) 17394 向井 恒稀(2) 16622 仁志 月人(2) 16623 坂下 衣歩樹(2) 16626 濵田 桔平(2)

オオクボ [47.60] イカワダニ [46.78]

3 大久保 6 伊川谷
[  ] カミモト　アオト [  ] アダチ　タカユキ [  ] タイラ　エイジ [  ] ノムラ　コウタロウ [  ] ハナオカ　リュウヤ

31610 神本 碧人(2) 31611 足立 嵩征(2) 27233 平 瑛司(2) 27238 野村 晃太郎(2) 27239 花岡 龍也(2)

[  ] オグラ　リオン [  ] ヒサモト　カイト [  ] ミヤワキ　ヒカル [  ] ワタナベ　イチゴ [  ] ヨリオカ　カンタ

31615 小倉 龍音(2) 31624 久本 開斗(1) 27244 宮脇 輝(2) 27245 渡部 一護(2) 27255 依岡 敢太(1)

モトヤマミナミ [48.00] コウブ [48.00]

4 本山南 7 甲武
[  ] マツモト　ユイ [  ] イケダ　ハルト [  ] タカハシ　ソウタ [  ] サカモト　ユウマ [  ] ナカムラ　シュン [  ] ナカムラ　リンタロウ

20636 松本 悠生(2) 20638 池田 春翔(2) 20641 高橋 空大(2) 13415 坂本 悠真(2) 13420 中村 旬(2) 13421 中村 凜太朗(2)

[  ] シミズ　ユウキ [  ] エモト　エイチ [  ] ナカソネ　マイト [  ] ハマ　エイタ [  ] マエダ　サクタロウ [  ] ナカバヤシ　ケイスケ

20642 清水 勇樹(2) 20683 江本 英知(1) 20687 仲宗根 万絃(1) 13425 濵 英汰(2) 13426 前田 朔太朗(2) 13445 中林 慧輔(1)

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オオクラ [50.00] セイシン [48.61]

2 大蔵 5 西神
[  ] オガワ　リク [  ] ヤスダ　タクマ [  ] チバ　ジュウザブロウ [  ] ヤジマ　コタロウ [  ] ヨシダ　テツヤ [  ] フジワラ　タイチ

31211 小川 陸(2) 31214 安田 逞(2) 31216 千葉 柊三朗(2) 29415 矢島 琥太郎(2) 29416 吉田 哲也(2) 29432 藤原 太一(1)

[  ] ババ　コウシロウ [  ] カナザワ　ハヤオ [  ] ヨシナリ　ソラ [  ] オオダン　リク [  ] ヨシダ　ユウキ [  ] オガワ　キラ

31221 馬場 航史朗(1) 31224 金澤 快勇(1) 31225 吉成 碧(1) 29433 大段 璃空(1) 29434 吉田 侑生(1) 29435 小川 煌月(1)

ヤマグチ [49.00] ハリマミナミ [48.65]

3 山口 6 播磨南
[  ] イシイ　リク [  ] イワモト　タクト [  ] マノ　ハルト [  ] クボウチ　ユウキ [  ] スミノ　ケイ [  ] ウチダ　タクト

14103 石井 理久(2) 14104 岩本 拓翔(2) 14107 眞野 陽斗(2) 39720 窪内 勇輝(2) 39721 住野 圭(2) 39722 内田 琢斗(2)

[  ] ムラカミ　アキト [  ] モリ　リョウスケ [  ] イナガキ　タクミ [  ] イハラ　ケイイチ [  ] オオウチ　ショウタロウ [  ] シマダ　トア

14108 村上 亮斗(2) 14109 森 亮輔(2) 14110 稲垣 匠(2) 39723 井原 佳一(2) 39724 大内 章太郎(2) 39725 島田 翔空(2)

タカラヅカダイイチ [48.67] キタコウベ [49.80]

4 宝塚第一 7 北神戸
[  ] ウエハラ　カズキ [  ] スザキ　ダイガク [  ] ナカニシ　カオル [  ] ウハラ　リョウタロウ [  ] オガワ　カイト [  ] オガワ　ユウト

16111 上原 和希(2) 16114 壽崎 大学(2) 16115 中西 郁(2) 24126 菟原 椋太郎(2) 24128 小河 迦斗(2) 24132 小河 優斗(2)

[  ] ナダイ　アキラ [  ] タケウチ　ソウマ [  ] ヨシカワ　ハヤト [  ] ドンド　コウ [  ] ムラカミ　ヒロヤ [  ] ヨシザキ　トア

16116 灘井 明良(2) 16132 竹内 湊真(1) 16141 吉川 颯人(1) 24158 どんど 琥羽(1) 24162 村上 紘也(1) 24163 吉崎 澄空(1)
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秋季記録会　共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ボウカイ ナカチョウ [54.23]

2 望海 5 中町
[  ] ニシノ　ロクロウ [  ] ハナヤマ　ケイト [  ] ヨシイ　ダイキ [  ] アキタ　イブキ [  ] タカタ　ハルキ [  ] オオニシ　シュリ

31517 西野 緑朗(1) 31519 花山 啓斗(1) 31522 吉井 大貴(1) 38801 秋田 芽生(2) 38802 高田 陽輝(2) 38811 大西 柊璃(1)

[  ] ウエダ　アオイ [  ] ハタナカ　ダイジュ [  ] ゴトウ　ショウム [  ] タケニシ　ユウシン [  ] フジイ　ダイスケ [  ] フジワラ　リョウガ

31559 上田 蒼(3) 31570 幡中 大珠(2) 31579 後藤 翔夢(2) 38812 竹西 優心(1) 38813 藤井 大輔(1) 38814 藤原 涼雅(1)

ハゼタニ [50.06] モトヤマ [54.00]

3 櫨谷 6 本山
[  ] キシ　ユウト [  ] クルマ　リョウタ [  ] フルタニ　シュント [  ] マエハラ　ソウシ [  ] アラマチ　ハルキ [  ] イシサカ　ケイスケ

27304 岸 祐斗(2) 27306 来馬 涼太(2) 27310 古谷 俊翔(2) 20307 前原 総司(2) 20310 荒町 治輝(1) 20312 石阪 慶介(1)

[  ] ヤナセ　ハルキ [  ] コヤマ　ガク [  ] ヤマモト　ソラ [  ] サトウ　ソウイチロウ [  ] ヤマグチ　ヒロキ

27312 栁瀬 陽基(2) 27315 小山 樂(1) 27316 山本 蒼空(1) 20313 佐藤 奏一郎(1) 20315 山口 泰生(1)

ウオズミヒガシ [52.00] オオクボキタ [55.00]

4 魚住東 7 大久保北
[  ] アサダ　フウマ [  ] カマタニ　ソウスケ [  ] ダンジョウ　ショウ [  ] イノウエ　ナオヤ [  ] カワハラ　ユウスケ [  ] ナルミ　アツノリ

32011 麻田 楓真(1) 32012 鎌谷 奏佑(1) 32013 檀上 翔(1) 32212 井上 直哉(1) 32215 川原 佑介(1) 32223 鳴海 篤紀(1)

[  ] ヒノ　ソウスケ [  ] フジタ　リュウシン [  ] ヤマザワ　ユウト [  ] ニシムラ　レン [  ] ミヤハラ　カナム [  ] ヤマモト　ダイア

32015 日野 創介(1) 32016 藤田 琉心(1) 32017 山澤 悠斗(1) 32224 西村 蓮(1) 32227 宮原 叶夢(1) 32230 山本 橙空(1)
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秋季記録会　共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ゲシ　タケヒサ カワサキジュウコウ [1.95]

1 3054 下司　剛久(-) 川崎重工
タヤ　ヨシアキ ニシノミヤシリッキョウ [1.90]

2 416 田屋　良晃(-) 西宮市陸協
カナタニ　タクミ カンサイダイ [1.85]

3 2405 金谷　拓弥(1) 関西大
タニグチ　リンタロウ アカシキタコウ [1.80]

4 368 谷口　輪太郎(2) 明石北高
ナカト　ダイキ カンサイダイ [1.80]

5 2260 中戸　大樹(1) 関西大
カトウ　タイガ コウベダイイチ [1.77]

6 1462 加藤　大雅(1) 神戸第一高
ツクダ　コウキ ホウバイ [1.75]

7 16211 佃　洸樹(3) 宝梅
ハセガワ　ソラ ミドリガオカ [1.70]

8 35465 長谷川　蒼空(2) 緑が丘
イシノ　ユウマ ハリマ [1.67]

9 39668 石野　佑磨(2) 播磨
ワキモト　タクミ アカシジョウサイ [1.60]

10 662 脇本　拓海(1) 明石城西高
ナカニシ　カオル タカラヅカダイイチ [1.50]

11 16115 中西　郁(2) 宝塚第一
コダマ　ジュンセイ ヤマテダイ [1.45]

12 17377 小玉　淳聖(2) 山手台
クスダ　ソウスケ ヤマグチ [1.40]

13 14122 楠田　蒼甫(1) 山口
ヒラミ　シュン キタコウベ [1.40]

14 24130 平見　駿(2) 北神戸
サカモト　ユウマ コウブ [1.40]

15 13415 坂本　悠真(2) 甲武
アマノ　カオル タカラヅカダイイチ [1.30]

16 16125 天野　薫(1) 宝塚第一
ミハラ　タクト モトヤマミナミ [1.30]

17 20695 三原　拓斗(1) 本山南
カネコ　ナオト タカラヅカダイイチ [1.30]

18 16130 金子　尚仁(1) 宝塚第一
ハママツ　ソラ モトヤマミナミ [1.30]

19 20691 浜松　そら(1) 本山南
マツモト　ユイ モトヤマミナミ [1.25]

20 20636 松本　悠生(2) 本山南
クリヤ　タケヒロ コウブ [1.25]

21 13443 栗屋　岳弘(1) 甲武
ヤマモト　ハルマ ヤマテダイ [1.25]

22 17318 山本　温真(1) 山手台
フクイ　ダイチ キタコウベ

23 24156 福井　大地(1) 北神戸
ハナダ　ゼン ミハラ

24 72032 花田　善(2) 三原
ハマモト　リキ ハリマ

25 39672 濵本　力輝(2) 播磨

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通男子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　ユウト アカシショウコウ [4.80]

1 780 山本　湧斗(3) 明石商高
アサノ　ヨシヒロ ハトジルシジーアンドティー [4.80]

2 481 浅野　喜洋(-) 鳩印Ｇ&Ｔ
タカヤマ　レツ アカシショウコウ [4.60]

3 783 高山　烈(2) 明石商高
スギモト　サトアキ ウエノ [4.40]

4 21124 杉本　惺昭(3) 上野
クチハラ　ムツキ ウエノ [4.11]

5 21121 口原　睦生(3) 上野
コニシ　イチタロウ アカシショウコウ [4.01]

6 787 小西　一太朗(2) 明石商高
イケノ　マサヒロ ハトジルシジーアンドティー [3.80]

7 236 池野　昌弘(-) 鳩印Ｇ&Ｔ
サカイ　ヒロノブ ハトジルシジーアンドティー [3.60]

8 130 酒井　宏晋(-) 鳩印Ｇ&Ｔ
ヤマモト　ヤスト アカシショウコウ [3.40]

9 788 山本　靖斗(1) 明石商高
ウチダ　タクト ハリマミナミ [2.40]

10 39722 内田　琢斗(2) 播磨南
ツユリ　ソウスケ ウエノ [2.20]

11 21147 栗花落　崇祐(1) 上野
シマダ　トア ハリマミナミ [2.00]

12 39725 島田　翔空(2) 播磨南
イワモト　ソラ ウエノ [2.00]

13 21154 岩本　大空(1) 上野

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通男子走幅跳

〈〈 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
マルイ　ソラ タカツカサ [6.45] ヤマモト　ダイア オオクボキタ [4.15]

1 16617 丸井　蒼空(3) 高司 1 32230 山本　橙空(1) 大久保北
イシヅ　タクマ ヒョウゴケンリツダイ [6.44] ナカオ　リク キタコウベ [4.10]

2 2225 石津　琢磨(2) 兵庫県立大 2 24153 中尾　理来(1) 北神戸
タマリミズ　ルイ コウベダイイチ [6.22] アカザワ　タクマ ヤマテダイ [4.09]

3 1456 溜水　琉偉(2) 神戸第一高 3 17301 赤澤　拓真(1) 山手台
スナダ　イッペイ アカシシミズ [6.18] ハセガワ　カズキ ボウカイ [4.09]

4 521 砂田　一平(1) 明石清水高 4 31572 長谷川　和輝(2) 望海
ヤマギワ　タツヤ コウベダイイチ [6.13] ニシムラ　レン オオクボキタ [4.00]

5 1447 山際　達也(3) 神戸第一高 5 32224 西村　蓮(1) 大久保北
ノサカ　ハヤト フッコク [6.08] マツモト　リク オオクボキタ [4.00]

6 3582 野坂　迅斗(-) 復刻AC 6 32226 松本　璃玖(1) 大久保北
アリタ　ケイスケ ニシワキシリッキョウ [6.00] ワタナベ　ソウタ オオクボキタ [3.93]

7 4602 有田　圭佑(-) 西脇市陸協 7 32200 渡邊　蒼大(2) 大久保北
キムラ　カズヒト コウベダイイチ [5.92] カンベ　ヒイロ モトヤマミナミ [3.92]

8 1466 木村　航人(1) 神戸第一高 8 20684 神戸　陽彩(1) 本山南
シバヤマ　リョウヤ アカシジョウサイ [5.76] ナサダ　カイセイ ハリマ [3.87]

9 663 柴山　凌弥(1) 明石城西高 9 39670 名定　快晟(2) 播磨
モロオカ　シュンスケ アカシジョウサイ [5.70] カタオカ　タクト タカラヅカダイイチ [3.86]

10 646 諸岡　俊亮(2) 明石城西高 10 16129 片岡　拓翔(1) 宝塚第一
オガワ　カイト キタコウベ [5.56] ウナテ　リュウ ウオズミ [3.85]

11 24128 小河　迦斗(2) 北神戸 11 31936 宇奈手　琉(1) 魚住
マルオ　ヨシユキ フッコク [5.50] カナオ　スバル ミドリガオカ [3.84]

12 3565 丸尾　義幸(-) 復刻AC 12 35454 金尾　昴(2) 緑が丘
ウエハラ　カズキ タカラヅカダイイチ [5.50] フジキ　リョウセイ モトヤマミナミ [3.74]

13 16111 上原　和希(2) 宝塚第一 13 20694 藤木　亮成(1) 本山南
タキイ　リュウガ アカシシミズ [5.42] タナカ　タクト タカツカサ [3.56]

14 531 滝井　琉雅(1) 明石清水高 14 16600 田中　拓斗(1) 高司
タノ　ヒロツグ コウベダイイチ [5.30] ウエモト　ルイ オオクボキタ [3.52]

15 1446 田野　紘嗣(3) 神戸第一高 15 32213 上本　瑞偉(1) 大久保北
サワウチ　ユウセイ ミハラ [5.25] コバタ　リク コウブ [3.42]

16 72009 澤内　裕正(2) 三原 16 13453 小畑　璃空(1) 甲武
ヨシダ　カイト ホウバイ [5.08] マルヤマ　タダヒサ エイガシマ [3.28]

17 16252 吉田　海翔(2) 宝梅 17 31835 丸山　惟央(1) 江井島
ムラカミ　アキト ヤマグチ [5.04] ワカマツ　リク オオクラ [3.14]

18 14108 村上　亮斗(2) 山口 18 31217 若松　莉久(2) 大蔵
オオニシ　セイト アカシシミズ [5.00] タケ　ユウタ オオクラ [3.04]

19 520 大西　勢翔(1) 明石清水高 19 31220 竹　佑太(1) 大蔵
ウエダ　ハル ヤマテダイ [4.97] エトウ　ガク キタコウベ

20 17372 植田　葉瑠(2) 山手台 20 24168 江藤　我駆(1) 北神戸
オガワ　ユウト キタコウベ [4.79] カナザワ　ハヤオ オオクラ

21 24132 小河　優斗(2) 北神戸 21 31224 金澤　快勇(1) 大蔵
ウハラ　リョウタロウ キタコウベ [4.76] イズミダ　ユウダイ モトヤマミナミ

22 24126 菟原　椋太郎(2) 北神戸 22 20682 泉田　悠太(1) 本山南
アリハラ　ソウマ コウブ [4.64] イマエダ　ケイタロウ ミドリガオカ

23 13411 有原　崇真(2) 甲武 23 35420 今枝　慶太郎(1) 緑が丘
タケウチ　ソウマ タカラヅカダイイチ [4.50] スズキ　ソウセイ モトヤマミナミ

24 16132 竹内　湊真(1) 宝塚第一 24 20685 鈴木　壮誠(1) 本山南
ミヤハラ　カナム オオクボキタ [4.42] ミズハラ　カイト キタコウベ

25 32227 宮原　叶夢(1) 大久保北 25 24131 水原　海翔(2) 北神戸
イノウエ　ナオヤ オオクボキタ [4.41] ナカムラ　シュウゴ モトヤマミナミ

26 32212 井上　直哉(1) 大久保北 26 20689 中村　修吾(1) 本山南
トミイ　ユウト ミドリガオカ [4.41] ヨシオカ　ショウタ アサギリ

27 35459 冨井　悠翔(2) 緑が丘 27 31172 吉岡　将汰(2) 朝霧
イマハシ　ハクト ヤマグチ [4.40] エグチ　リュウキ コウブ

28 14121 今橋　珀斗(1) 山口 28 13442 江口　琉喜(1) 甲武
サトウ　ヒナタ フタミ [4.40] ニシハタ　ライセイ キタコウベ

29 32114 佐藤　暖(1) 二見 29 24701 西畑　来星(1) 北神戸
タカセ　ヒロ ヤマテダイ [4.36] クロダ　ケイゴ オオクボキタ

30 17306 高瀬　陽路(1) 山手台 30 32217 黒田　恵梧(1) 大久保北
カワハラ　ユウスケ オオクボキタ [4.28] オザワ　コウタ オオクボキタ

31 32215 川原　佑介(1) 大久保北 31 32214 小澤　恰太(1) 大久保北
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秋季記録会　小学生男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サダマツ　ソウスケ タカオカニシ [3.55]

1 322 定松　宗佑(6) 高丘西
ウメハラ　トワ タカオカニシ [3.35]

2 322 梅原　叶羽(5) 高丘西
サカイ　ハルキ タカオカニシ [3.15]

3 322 酒井　陽生(4) 高丘西
フクダ　ユウト タカオカニシ [3.14]

4 322 福田　悠斗(6) 高丘西
キノシタ　ユウト タカオカニシ [2.69]

5 322 木下　結翔(3) 高丘西
エジリ　ハルト タカオカニシ

6 322 江尻　陽翔(3) 高丘西
ミヤジ　ナリアキ ナカサキショウガッコウ

7 325 宮地　功晟(2) 中崎小学校
ヤマナカ　エンゾウ ナカサキショウガッコウ

8 325 山中　円蔵(1) 中崎小学校
イオズミ　ケンシン タカオカニシ

9 322 五百住　謙臣(3) 高丘西
スミノ　キハル ナカサキショウガッコウ

10 325 住野　喜春(4) 中崎小学校

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通男子三段跳

〈〈 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
ヤマモト　ユウト アカシショウコウ [14.40] スナダ　イッペイ アカシシミズ [11.41]

1 780 山本　湧斗(3) 明石商高 1 521 砂田　一平(1) 明石清水高
クニトモ　イッキ アカシショウコウ [13.17] ヒラヤマ　カイリ イマヅ [11.35]

2 793 國友　勇旗(1) 明石商高 2 13750 平山　浬(3) 今津
イシヅ　タクマ ヒョウゴケンリツダイ [13.00] イケダ　トモカゲ ホウバイ [11.12]

3 2225 石津　琢磨(2) 兵庫県立大 3 16231 池田　智景(2) 宝梅
キムラ　カズヒト コウベダイイチ [12.60] ウチダ　タクト ハリマミナミ [11.07]

4 1466 木村　航人(1) 神戸第一高 4 39722 内田　琢斗(2) 播磨南
ヤマギワ　タツヤ コウベダイイチ [12.56] オチ　イッセイ アカシキタコウ [10.69]

5 1447 山際　達也(3) 神戸第一高 5 387 越智　一誠(1) 明石北高
サカモト　ユウタ ヒョウゴケンリツダイ [12.00] クニエダ　キョウジ ヤマテダイ [10.67]

6 933 坂本　裕太(3) 兵庫県立大 6 17376 國枝　警嗣(2) 山手台
ヤスイ　セイイチロウ ハトジルシジーアンドティー [11.94] ムラカミ　アキト ヤマグチ [10.28]

7 231 安井　誠一郎(-) 鳩印Ｇ&Ｔ 7 14108 村上　亮斗(2) 山口
タノ　ヒロツグ コウベダイイチ [11.87] スミノ　ケイ ハリマミナミ [10.13]

8 1446 田野　紘嗣(3) 神戸第一高 8 39721 住野　圭(2) 播磨南
タキイ　リュウガ アカシシミズ [11.70] ウエハラ　カズキ タカラヅカダイイチ [10.00]

9 531 滝井　琉雅(1) 明石清水高 9 16111 上原　和希(2) 宝塚第一
タナカ　カイト アカシキタコウ [11.52] キムラ　アサヒ ボウカイ [9.50]

10 386 田中　快翔(1) 明石北高 10 31578 木村　旭(2) 望海
ノハラ　ユウスケ コウブ [8.71]

11 13424 野原　悠介(2) 甲武
オオシオ　アキヒロ アサギリ

12 31195 大塩　晟滉(2) 朝霧
サイトウ　ソラ ミドリガオカ

13 35456 斉藤　蒼空(2) 緑が丘
フジタ　リョウセイ ミドリガオカ

14 35467 藤田　涼生(2) 緑が丘
オオウチ　ショウタロウ ハリマミナミ

15 39724 大内　章太郎(2) 播磨南
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秋季記録会　高校生男子砲丸投  6k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ジュニイ コウベダイイチ [13.68]

1 1455 田中　鷲仁生(2) 神戸第一高
ナカオ　イブキ アカシショウコウ [11.22]

2 789 中尾　維吹(1) 明石商高
キタムラ　ショウヤ アカシショウコウ [11.21]

3 786 北村　翔也(2) 明石商高
カタオカ　ユセイ コウベダイイチ [11.00]

4 1453 片岡　勇星(2) 神戸第一高
アララギ　タイヨウ コウベダイイチ [9.99]

5 1460 蘭　太陽(1) 神戸第一高
アンラク　ダイキ アカシショウコウ [8.78]

6 791 安楽　大輝(1) 明石商高
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秋季記録会　中学生男子砲丸投  5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マルセロ　ホーワン ホンジョウ [10.26]

1 20120 マルセロ　ホーワン(2) 本庄
イナガキ　タクミ ヤマグチ [9.89]

2 14110 稲垣　匠(2) 山口
コダマ　アイジ モトヤマミナミ [9.80]

3 20631 児玉　愛侍(2) 本山南
メグロ　ハヤト ホウバイ [9.60]

4 16246 目黒　颯人(2) 宝梅
クボウチ　ユウキ ハリマミナミ [8.66]

5 39720 窪内　勇輝(2) 播磨南
マノ　ハルト ヤマグチ [8.04]

6 14107 眞野　陽斗(2) 山口
ヤナセ　ハルキ ハゼタニ [8.00]

7 27312 栁瀬　陽基(2) 櫨谷
マツウラ　イクト コウブ [7.77]

8 13427 松浦　生登(2) 甲武
アサイ　ユウタ ミドリガオカ [7.70]

9 35450 浅井　結太(2) 緑が丘
ホリエ　ユウト ヤマテダイ [7.60]

10 17387 堀江　悠人(2) 山手台
オオノ　タイキ タカラヅカダイイチ [7.42]

11 16128 大野　太暉(1) 宝塚第一
マツカワ　ルイ イマヅ [6.74]

12 13773 松川　瑠偉(2) 今津
ドンド　コウ キタコウベ [6.50]

13 24158 どんど　琥羽(1) 北神戸
ヤストコ　オキト ホンジョウ [6.36]

14 20141 安床　興人(1) 本庄
マルオノ　カイ タカツカサ [6.23]

15 16604 丸小野　魁(1) 高司
トリイ　シュン ホンジョウ [5.84]

16 20135 鳥居　旬(1) 本庄
ナカムラ　カナメ ボウカイ [5.69]

17 31581 中村　要(2) 望海
キッタ　エイイチ ミドリガオカ [5.65]

18 35472 橘田　鋭一(2) 緑が丘
マツオカ　マサト ボウカイ [5.56]

19 31520 松岡　真里(1) 望海
マエダ　リュウキ ボウカイ [5.56]

20 31575 前田　龍稀(2) 望海
ナガタ　カイリ モトヤマミナミ [5.39]

21 20688 永田　海莉(1) 本山南
ナカバヤシ　ノリヒロ ホウバイ [5.23]

22 16280 中林　慶博(1) 宝梅
マツオ　タイチ ホンジョウ [4.72]

23 20139 松尾　泰地(1) 本庄
タカエ　ヨシトモ モトヤマミナミ

24 20686 髙榮　良知(1) 本山南
ヤマサキ　コウキ ホウバイ

25 16284 山崎　煌貴(1) 宝梅
タキ　ユウタ ハリマ

26 39687 瀧　祐太(1) 播磨
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秋季記録会　一般男子円盤投  2.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カジタニ　タツロウ カコグンリッキョウ [38.80]

1 3290 梶谷　達郎(-) 加古郡陸協
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秋季記録会　高校生男子円盤投  1.75k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ジュニイ コウベダイイチ [41.13]

1 1455 田中　鷲仁生(2) 神戸第一高
キタムラ　ショウヤ アカシショウコウ [40.76]

2 786 北村　翔也(2) 明石商高
ナカタニ　レオン コウベダイイチ [38.72]

3 1465 中谷　澪音(1) 神戸第一高
カタオカ　ユセイ コウベダイイチ [35.70]

4 1453 片岡　勇星(2) 神戸第一高
エビス　セイダイ コウベダイイチ [30.00]

5 1451 戎　晴大(2) 神戸第一高
ハヤシ　カイト アカシショウコウ [29.31]

6 790 林　海翔(1) 明石商高
マツザキ　ネオ コウベダイイチ [27.70]

7 1458 松﨑　嶺央(2) 神戸第一高
ヨシカワ　ケイ アカシニシ [24.20]

8 428 吉川　慶(1) 明石西
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秋季記録会　中学生男子円盤投  1.5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカタ　ナオ ハリマ [28.15]

1 39674 高田　尚朗(2) 播磨
クボウチ　ユウキ ハリマミナミ [23.80]

2 39720 窪内　勇輝(2) 播磨南
タナカ　シンシ ハリマ [23.23]

3 39673 田中　心詩(2) 播磨
イナガキ　タクミ ヤマグチ [20.00]

4 14110 稲垣　匠(2) 山口
モトイケ　ユウタ ホウバイ [19.47]

5 16247 本池　柚太(2) 宝梅
エガワ　リンスケ コウブ [18.09]

6 13441 江川　凜祐(1) 甲武
イワモト　タクト ヤマグチ [17.98]

7 14104 岩本　拓翔(2) 山口
カタヤマ　イツキ オオクボキタ [17.10]

8 32292 片山　樹(2) 大久保北
タカタ　シュウタ コウブ [13.44]

9 13444 高田　柊大(1) 甲武
ヨシダ　ナオヒロ タカラヅカダイイチ [13.32]

10 16142 吉田　尚大(1) 宝塚第一
キタダ　アマネ フタミ [12.74]

11 32155 北田　天音(2) 二見
モリタ　ヒカリ オオクボキタ [9.95]

12 32229 森多　輝(1) 大久保北
トミサカ　ジン ボウカイ [9.29]

13 31516 富阪　仁(1) 望海
マエダ　ヒナタ アサギリ [9.27]

14 31175 前田　陽太(2) 朝霧
ハシモト　ヒビキ ウオズミ

15 31937 橋本　響(1) 魚住
タキ　ユウタ ハリマ

16 39687 瀧　祐太(1) 播磨

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　高校・一般男子やり投  800g 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒガシモリ　カズキ スズランダイ [52.45]

1 1825 東森　知生(-) 鈴蘭台AC
ナカタニ　レオン コウベダイイチ [49.14]

2 1465 中谷　澪音(1) 神戸第一高
タマリミズ　ルイ コウベダイイチ [45.09]

3 1456 溜水　琉偉(2) 神戸第一高
オオタニ　ユウスケ フッコク [44.06]

4 3538 大谷　祐介(-) 復刻AC
タナカ　カイト アカシキタコウ [41.86]

5 386 田中　快翔(1) 明石北高
オオニシ　セイト アカシシミズ [41.45]

6 520 大西　勢翔(1) 明石清水高
キタヤマ　ケイタ アシヤコウ [41.00]

7 4356 北山　慧太(2) 芦屋高
タナカ　フミタカ アカシキタコウ [37.52]

8 376 田中　章貴(2) 明石北高
シミズ　ノゾミ フッコク [30.00]

9 3578 清水　希望(-) 復刻AC

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　中学生男子ジャベリックスロー

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
テラダ　ユウト キタコウベ

1 24159 寺田　優都(1) 北神戸
ヨシウラ　ナオキ キタコウベ

2 24161 芳浦　直希(1) 北神戸
ドンド　コウ キタコウベ

3 24158 どんど　琥羽(1) 北神戸

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
キムラ　スズカ ソノダガクエンジョシダイガク [13.01] ハナヤマ　ヒヨリ セイシン [13.26]

1 34 木村　鈴香(3) 園田学園女子大学 1 29406 花山　陽葉里(2) 西神
ウエダ　ミサキ アカシキタコウ [12.86] ヨシカワ　ミウ ハリマミナミ [13.38]

2 340 上田　心咲(2) 明石北高 2 39772 吉川　美海(2) 播磨南
タナカ　サホ アカシキタコウ [12.72] ハヤシ　ユア タカツカサ [13.20]

3 344 田中　咲帆(1) 明石北高 3 16623 林　佑亜(2) 高司
ウエダ　ナナミ アカシニシ [12.72] サガラ　ルナ キタコウベ [13.21]

4 457 植田　菜々美(2) 明石西 4 24168 相良　月奏(2) 北神戸
フクモト　ミズキ ソノダガクエンジョシダイガク [12.72] ナカムラ　アンリ ヤマテダイ [13.07]

5 42 福本　瑞季(3) 園田学園女子大学 5 17351 中村　杏梨(2) 山手台
ニカイドウ　サキ タカツカサ [12.80] シントウ　ユウカ フッコク [13.05]

6 16621 二階堂　咲(2) 高司 6 3584 新藤　有夏(-) 復刻AC
ヨシザワ　カリン アカシニシ [12.85] ヤマシタ　メイカ タカツカサ [13.22]

7 460 吉澤　佳倫(2) 明石西 7 16620 山下　芽歌(2) 高司
タカダ　マオ タカツカサ [12.85] イケダ　シュリ アカシニシ [13.21]

8 16612 髙田　真央(3) 高司 8 467 池田　朱里(1) 明石西

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
ヤマガタ　アサ モトヤマ [13.83] ミウラ　チハル イカワダニ [14.02]

1 20308 山形　安紗(2) 本山 1 27266 三浦　千陽(2) 伊川谷
ナカモト　キキ ヤマグチ [13.81] ヒコサカ　アオイ キタコウベ [14.01]

2 14106 中元　輝希(2) 山口 2 24166 彦坂　葵(2) 北神戸
オンダ　ミオ アカシニシ [13.60] ミチダ　サチナ アカシキタコウ [13.90]

3 463 恩田　美桜(2) 明石西 3 351 道田　幸奈(1) 明石北高
ハマナカ　メイ ミドリガオカ [13.58] ヤマサキ　カホ アカシキタコウ [13.90]

4 35401 濱中　芽衣(1) 緑が丘 4 357 山崎　花帆(1) 明石北高
シンドウ　アツミ ボリーティーシー [13.51] ワタナベ　ココロ ハリマ [13.83]

5 3513 進藤　温美(-) BORYTC 5 39664 渡邊　心(2) 播磨
ヒラマツ　アカリ アワジリクジョウキョウシツ [13.56] フクモト　スズネ ソノダガクエンジョシダイガク [13.90]

6 7690 平松　明莉(1) 淡路陸上教室 6 889 福本　涼音(1) 園田学園女子大学

キムラ　シュリ キタコウベ [13.67] オカダ　リナ イカワダニ [13.93]

7 24108 木村　朱里(1) 北神戸 7 27260 岡田　莉奈(2) 伊川谷
オオニシ　リオ ハリマミナミ [13.80] ナカニシ　コトミ イカワダニ [13.94]

8 39776 大西　莉央(2) 播磨南 8 27264 中西　詞美(2) 伊川谷

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
シギョウ　ミチカ ホンジョウ [14.17] ワダ　コトハ タカラヅカダイイチ [14.36]

1 20160 執行　美誓(2) 本庄 1 16179 和田　琴葉(2) 宝塚第一
ホンダ　ミユウ イマヅ [14.18] ヤマサキ　コトネ タカツカサ [14.41]

2 13700 本田　実優(3) 今津 2 16624 山﨑　琴音(2) 高司
オカダ　ミク イカワダニ [14.07] カトウ　ミユウ アカシキタコウ [14.30]

3 27261 岡田　美紅(2) 伊川谷 3 341 加藤　心優(2) 明石北高
イソワキ　ユウ キタコウベ [14.14] キノシタ　ユイカ コウブ [14.33]

4 24171 礒脇　結羽(2) 北神戸 4 13414 木下　結賀(2) 甲武
マルタニ　ヒヨリ モトヤマ [14.11] ホリ　ココネ アカシキタコウ [14.30]

5 20305 丸谷　ひより(2) 本山 5 337 堀　心寧(2) 明石北高
ハブ　カンナ モトヤマ [14.10] セコ　ハヅキ モトヤマ [14.25]

6 20311 土生　栞奈(2) 本山 6 20302 世古　葉月(2) 本山
イトウ　ニコ ミドリガオカ [14.15] コミヤ　ルリ コウブ [14.34]

7 35421 伊藤　丹来(2) 緑が丘 7 13441 小宮　瑠莉(1) 甲武
テラノ　ユウリ ミドリガオカ [14.14] ノジ　ミオ ハリマミナミ [14.35]

8 35427 寺野　友梨(2) 緑が丘 8 39780 野路　美桜(1) 播磨南

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
ニシウミ　ココネ オオクボ [14.59] ホリグチ　ルナ ナカチョウ [14.75]

1 31621 西海　心音(2) 大久保 1 38817 堀口　るな(1) 中町
シマザキ　コノカ モトヤマミナミ [14.56] クラサコ　ラン ミドリガオカ [14.72]

2 20636 嶋崎　快乃花(2) 本山南 2 35422 藏迫　蘭(2) 緑が丘
ナガヨシ　ユイ ヤマグチ [14.51] シンドウ　スズ ハリマ [14.59]

3 14174 永吉　結衣(3) 山口 3 39668 進藤　すず(1) 播磨
ヒラタ　ワカナ オオクボ [14.51] ハヤシ　アマネ モトヤマ [14.65]

4 31624 平田　わかな(2) 大久保 4 20321 林　あまね(1) 本山
サカイ　ハンナ コウブ [14.48] アカギ　リノア オシベダニ [14.59]

5 13416 酒井　帆菜(2) 甲武 5 27536 赤木　凛乃杏(1) 押部谷
クマガイ　フジノ ヤマテダイ [14.48] ミヤナガ　ユウカ アサギリ [14.62]

6 17343 熊谷　藤乃(2) 山手台 6 31144 宮永　優花(1) 朝霧
アベ　サクラ コウブ [14.54] フジワラ　ユズハ タカラヅカダイイチ [14.70]

7 13410 阿部　桜來(2) 甲武 7 16177 藤原　柚花(2) 宝塚第一
マツモト　サラ ホンジョウ [14.53] ハツダ　メイ タカラヅカダイイチ [14.72]

8 20112 松本　彩良(1) 本庄 8 16185 初田　芽衣(1) 宝塚第一

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
エンドウ　カエデ セイシン [14.91] キシモト　ツムギ ヤマグチ [15.05]

1 29403 遠藤　楓(2) 西神 1 14104 岸本　紬(2) 山口
キタガワ　シオリ イカワダニ [14.89] トビオカ　ユウカ モトヤマミナミ [15.02]

2 27272 北川　詩央里(1) 伊川谷 2 20604 飛岡　佑香(1) 本山南
コバヤシ　リオ タカラヅカダイイチ [14.85] ヨコガワ　サエ ヤマテダイ [14.97]

3 16182 小林　莉音(1) 宝塚第一 3 17367 横川　咲恵(1) 山手台
クロカワ　ユイナ タカラヅカダイイチ [14.75] コダマ　アヤネ ミドリガオカ [14.98]

4 16173 黒川　結菜(2) 宝塚第一 4 35424 児玉　彩音(2) 緑が丘
ヤマウチ　イツキ イカワダニ [14.78] マナベ　ノドカ モトヤマミナミ [14.92]

5 27267 山内　樹(2) 伊川谷 5 20634 眞鍋　和(2) 本山南
オクヤマ　コハル キタコウベ [14.82] ウエノ　ユイナ ハリマミナミ [14.91]

6 24100 奥山　心陽(1) 北神戸 6 39774 上野　唯菜(2) 播磨南
ミヤジマ　アヤカ ヤマテダイ [14.89] カワノ　シヅキ キタコウベ [15.02]

7 17364 宮島　采花(1) 山手台 7 24167 川野　詩月(2) 北神戸
オクダ　ミユウ モトヤマ [14.89] オダ　ヒマリ ハゼタニ [15.02]

8 20315 奥田　美祐(1) 本山 8 27358 小田　ひまり(1) 櫨谷

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
ヨシムラ　ヒナ モトヤマミナミ [15.14] タカハシ　アオイ モトヤマミナミ [15.28]

1 20609 吉村　日那(1) 本山南 1 20603 髙橋　あおい(1) 本山南
サイカ　ミナ ハリマ [15.15] ミゾグチ　セイナ タカラヅカダイイチ [15.23]

2 39667 雜賀　美奈(1) 播磨 2 16187 溝口　世愛(1) 宝塚第一
マツタニ　アヤナ モトヤマミナミ [15.08] カワブチ　シホミ タカラヅカダイイチ [15.18]

3 20608 松谷　彩菜(1) 本山南 3 16172 河渕　志穂美(2) 宝塚第一
ミカタ　スミレ イカワダニ [15.07] ウエダ　リオ モトヤマミナミ [15.16]

4 27276 見方　すみれ(1) 伊川谷 4 20697 上田　理央(1) 本山南
タケウチ　アヤカ アサギリ [15.06] オゾエ　ミキ ハゼタニ [15.19]

5 31131 竹内　彩夏(2) 朝霧 5 27357 尾副　美樹(1) 櫨谷
タカハシ　アコ ミドリガオカ [15.06] ワタナベ　リナ ハゼタニ [15.16]

6 35426 高橋　亜湖(2) 緑が丘 6 27356 渡部　里菜(2) 櫨谷
カミザワ　シイカ コウブ [15.10] ヒラノ　ミナミ ハリマ [15.20]

7 13411 神澤　詩花(2) 甲武 7 39673 平野　未那美(1) 播磨
ホソカワ　ミク コウベアスリートクラブ [15.10] ヤマモト　リオ イカワダニ [15.21]

8 2647 細川　未来(-) KOBEATHLETECLUB 8 27278 山本　莉桜(1) 伊川谷

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
ツボイ　ココノ ヤマテダイ [15.41] ナカヤマ　アヤハ モトヤマミナミ [15.62]

1 17348 坪井　香瑚乃(2) 山手台 1 20637 中山　絢葉(2) 本山南
ヤマウチ　チエ オオクボ [15.42] ワタナベ　ユウカ タカラヅカダイイチ [15.59]

2 31620 山内　智恵(2) 大久保 2 16189 渡邊　由宇華(1) 宝塚第一
アキタ　ハルヒ タカラヅカダイイチ [15.31] キシナカ　マナ コウブ [15.48]

3 16170 秋田　悠(2) 宝塚第一 3 13413 岸中　愛(2) 甲武
タナカ　クルミ モトヤマ [15.33] コバヤシ　ホノカ ナカチョウ [15.56]

4 20318 田中　来実(1) 本山 4 38803 小林　歩叶(2) 中町
ヤマモト　リオ イカワダニ [15.32] タケナカ　アスミ コウブ [15.48]

5 27268 山本　梨央(2) 伊川谷 5 13442 竹中　彩純(1) 甲武
カシワドウ　アカリ タカラヅカダイイチ [15.29] オバタ　ココア ヤマテダイ [15.57]

6 16171 柏堂　朱里(2) 宝塚第一 6 17341 小畑　心愛(2) 山手台
サトウ　エリ モトヤマ [15.41] ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ [15.58]

7 20309 佐藤　衣莉(2) 本山 7 27354 中山　優菜(2) 櫨谷
ムラカミ　アイビ コウブ [15.40] イノウエ　メイサ ハリマミナミ [15.58]

8 13422 村上　愛美(2) 甲武 8 39784 井上　芽紗(1) 播磨南

15組 (-  .  m/s) 16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
ニシタニ　フウカ モトヤマミナミ [15.76] フジタ　ワカナ オオクボ [15.97]

1 20605 西谷　風花(1) 本山南 1 31626 藤田　和奏(2) 大久保
カケヒ　ユナ モトヤマ [15.83] マエダ　ジュナ アサギリ [15.95]

2 20316 筧　友那(1) 本山 2 31140 前田　珠愛(1) 朝霧
アオキ　ミサ モトヤマミナミ [15.65] フクイ　ユキノ キタコウベ [15.87]

3 20631 青木　心咲(2) 本山南 3 24169 福井　友岐乃(2) 北神戸
モリモト　ホノカ キタコウベ [15.67] ヤシキ　ネオン ティーエフコウベ [15.92]

4 24102 森本　帆香(1) 北神戸 4 2470 屋敷　音桜(-) T&F.netKOBE
テラダ　ハズキ ハゼタニ [15.68] マツシタ　ミスズ コウブ [15.84]

5 27359 寺田　羽沙希(1) 櫨谷 5 13444 松下　美涼(1) 甲武
モリガキ　ウタ オオクボ [15.70] オオムラ　クルミ イカワダニ [15.90]

6 31622 森垣　詩(2) 大久保 6 27271 大村　未来(1) 伊川谷
ニシワキ　ハナ モトヤマ [15.73] マツモト　リカ セイシン [15.94]

7 20310 西脇　羽南(2) 本山 7 29408 松本　梨花(2) 西神
クドウ　サキ ティーエフコウベ [15.71] カワハタ　ミキ モトヤマミナミ [15.94]

8 2469 工藤　沙姫(-) T&F.netKOBE 8 20601 川畑　美清(1) 本山南

17組 (-  .  m/s) 18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
フクイ　ミウ モトヤマミナミ [16.69] ウチダ　ヒナノ ハリマミナミ

1 20607 福井　美羽(1) 本山南 2 39786 打田　ひなの(1) 播磨南
ササキ　シエ イマヅ [16.60] タナカ　サヤ モトヤマ [17.02]

2 13720 佐々木　蒔恵(1) 今津 3 20319 田中　清彩(1) 本山
カミシマ　セナ キタコウベ [16.24] ヨシガイ　ユウヒ アサギリ [17.32]

3 24101 神嶌　惺那(1) 北神戸 4 31143 吉開　優妃(1) 朝霧
ヤマモト　ムア ホンジョウ [15.98] コボリ　アヤカ ハリマミナミ [16.99]

4 20113 山本　夢空(1) 本庄 5 39781 小堀　綺華(1) 播磨南
ヤマグチ　ユメカ モトヤマ [16.18] キムラ　サキ モトヤマ [16.80]

5 20323 山口　夢花(1) 本山 6 20307 木村　咲希(2) 本山
サクライ　レイカ オオクボ [16.03] モリ　トモミ タカラヅカダイイチ [17.39]

6 31648 櫻井　怜佳(1) 大久保 7 16188 森　智未(1) 宝塚第一
イソヤマ　アカリ モトヤマミナミ [16.32] ムカイタニ　ハルカ キタコウベ [17.88]

7 20666 磯山　朱里(1) 本山南 8 24170 向谷　陽花(2) 北神戸
タツタ　ミユ イカワダニ [16.34]

8 27263 龍田　美優(2) 伊川谷

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　小学生女子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
ノダ　ミリ ナカサキショウガッコウ イヌイ　シオリ ナカサキショウガッコウ

2 325 野田　実莉(4) 中崎小学校 2 325 乾　汐里(4) 中崎小学校
ニノミヤ　ハナ タカオカニシ [19.44] テライ　ヒナタ ナカサキショウガッコウ

3 322 二宮　花菜(4) 高丘西 3 325 寺井　陽(2) 中崎小学校
ツノ　ユウカ タカオカニシ [17.84] サクマ　アマネ ナカサキショウガッコウ

4 322 津野　優風(3) 高丘西 4 325 佐久間　天音(1) 中崎小学校
オカノ　シオリ フタミショウ [19.16] カミムラ　レナ ナカサキショウガッコウ

5 316 岡野　志織(5) 二見小 5 325 上村　嶺奈(3) 中崎小学校
ヨシダ　ハルカ ヤマテショウガッコウ [17.07] ヒサダ　コハル ナカサキショウガッコウ

6 311 吉田　陽香(5) 山手小学校 6 325 久田　心晴(2) 中崎小学校
イシカワ　ヒマリ ナカサキショウガッコウ ハセガワ　ハナ ナカサキショウガッコウ

7 325 石川　陽葵(5) 中崎小学校 7 325 長谷川　波那(2) 中崎小学校
ナカジマ　リホ ナカサキショウガッコウ コウズキ　フミ ナカサキショウガッコウ

8 325 中島　理歩(3) 中崎小学校 8 325 上月　風美(1) 中崎小学校

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケノシタ　サラ ナカサキショウガッコウ

2 325 竹之下　紗来(2) 中崎小学校
コクノウ　ユリコ ナカサキショウガッコウ

3 325 國納　優梨子(3) 中崎小学校
ミネモト　アカリ ナカサキショウガッコウ

4 325 峯本　灯里(1) 中崎小学校
シマダ　チホ ナカサキショウガッコウ

5 325 島田　知穂(4) 中崎小学校
サワダ　スミレ ナカサキショウガッコウ

6 325 澤田　すみれ(2) 中崎小学校
ナカタニ　イロハ ナカサキショウガッコウ

7 325 中谷　彩羽(3) 中崎小学校
イノウエ　マオ ナカサキショウガッコウ

8 325 井上　真緒(3) 中崎小学校

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

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
キサカ　アオイ アシヤコウ [29.03] ナカヤマ　アヤハ モトヤマミナミ [32.99]

2 4301 喜坂　葵(2) 芦屋高 2 20637 中山　絢葉(2) 本山南
モトオカ　マユウ ソノダガクエンジョシダイガク [25.70] ミツモト　ワカナ アカシショウコウ [30.62]

3 46 本岡　真悠(3) 園田学園女子大学 3 724 光本　若奈(1) 明石商高
フクミツ　ユカ ソノダガクエンジョシダイガク [26.40] テラダ　ハズキ ハゼタニ [31.25]

4 62 福光　由佳(2) 園田学園女子大学 4 27359 寺田　羽沙希(1) 櫨谷
キムラ　スズカ ソノダガクエンジョシダイガク [26.37] オダ　ヒマリ ハゼタニ [31.25]

5 34 木村　鈴香(3) 園田学園女子大学 5 27358 小田　ひまり(1) 櫨谷
フクモト　ミズキ ソノダガクエンジョシダイガク [26.34] ヤマサキ　コトネ タカツカサ [30.49]

6 42 福本　瑞季(3) 園田学園女子大学 6 16624 山﨑　琴音(2) 高司
イガワ　クレア ソノダガクエンジョシダイガク [27.75] ホソカワ　ミク コウベアスリートクラブ [32.00]

7 31 井川　紅亜(3) 園田学園女子大学 7 2647 細川　未来(-) KOBEATHLETECLUB

ズシ　ミナミ ヤマグチ [27.20] ワタナベ　リナ ハゼタニ [31.63]

8 14122 図師　みなみ(1) 山口 8 27356 渡部　里菜(2) 櫨谷

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオニシ　ノノカ ハリマ

2 39675 大西　望花(1) 播磨
オオシロ　チサト コウベアスリートクラブ [34.00]

3 1972 大城　千里(-) KOBEATHLETECLUB

キョウデン　チナミ オオクボ [33.60]

4 31649 経田　千波(1) 大久保
タケナカ　アスミ コウブ [34.08]

5 13442 竹中　彩純(1) 甲武
オノエ　フウカ ホウバイ [33.07]

6 16270 尾上　楓花(1) 宝梅
オガワ　サナ オオクボ [35.26]

7 31641 小川　紗奈(1) 大久保
フジタ　ワカナ オオクボ [34.64]

8 31626 藤田　和奏(2) 大久保

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミツモト　ワカナ アカシショウコウ [1:08.00]

1 724 光本　若奈(1) 明石商高
エノモト　レイラ ボウカイ [1:07.36]

2 31588 榎本　怜羅(3) 望海
コンドウ　ミホ ソノダガクエンジョシダイガク [1:00.30]

3 54 近藤　美穂(2) 園田学園女子大学

ヒラザワ　マイ アカシキタコウ [1:04.35]

4 342 平澤　舞(2) 明石北高
カワシモ　サリハ アカシニシ [57.40]

5 454 川下　さりは(2) 明石西
カワジリ　エル ヒョウゴケンリツダイ [1:03.50]

6 380 川尻　絵留(2) 兵庫県立大
ヨシダ　ナナミ ヤマグチ [1:05.00]

7 14175 吉田　七海(3) 山口
ホリ　ココネ アカシキタコウ [1:06.45]

8 337 堀　心寧(2) 明石北高

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子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
マツモト　アサヒ アカシニシ [2:47.00] オガワ　カンノ モトヤマミナミ [3:07.24]

1 472 松本　朝陽(1) 明石西 1 20698 小川　栞和(1) 本山南
フジモト　ウタ ハリマ [2:45.46] マエノ　エリカ ハゼタニ [3:04.83]

2 39669 藤本　歌(1) 播磨 2 27355 前野　絵里佳(2) 櫨谷
ヤマズミ　モモカ タカラヅカダイイチ [2:43.34] オバタ　ヒカリ モトヤマミナミ [3:06.92]

3 16178 山住　百花(2) 宝塚第一 3 20600 小幡　ひかり(1) 本山南
ヨシダ　リン アカシニシ [2:48.00] コヒラ　ミズキ ハリマ [3:25.64]

4 475 吉田　凜(1) 明石西 4 39670 小平　瑞希(1) 播磨
ワタナベ　ココロ ハリマ [2:31.38] ウチダ　ヒナノ ハリマミナミ [2:51.75]

5 39664 渡邊　心(2) 播磨 5 39786 打田　ひなの(1) 播磨南
オオモリ　チヅル ヒョウゴケンリツダイ [2:27.00] カワブチ　シホミ タカラヅカダイイチ [2:53.92]

6 999 大森　千鶴(1) 兵庫県立大 6 16172 河渕　志穂美(2) 宝塚第一
ウエサカ　リン ヤマグチ [2:34.39] アベ　クルミ アカシニシ [2:48.00]

7 14101 上坂　凜(2) 山口 7 470 阿部　胡桃(1) 明石西
スミ　ユリ ハリマミナミ [2:34.06] キタ　ミア タカラヅカダイイチ [2:52.70]

8 39782 角　侑哩(1) 播磨南 8 16181 喜多　美愛(1) 宝塚第一
ナガニシ　ノア タカラヅカダイイチ [2:42.12] ワタナベ　ユウヒ モトヤマミナミ [3:04.11]

9 16184 長西　乃愛(1) 宝塚第一 9 20665 渡邉　悠日(1) 本山南
ウラノ　コハル ハゼタニ [2:41.93] オオツカ　ハルキ タカラヅカダイイチ [2:58.12]

10 27352 浦野　小春(2) 櫨谷 10 16180 大塚　春綺(1) 宝塚第一
マエハタ　ユナ ナカチョウ [2:38.26] ヘサカ　ミユ ティーエフコウベ [3:03.00]

11 38805 前畑　柚奈(2) 中町 11 2471 部坂　美結(-) T&F.netKOBE
ヒラツカ　マホコ タカラヅカダイイチ [2:38.96] フジワラ　ユズハ タカラヅカダイイチ [3:02.01]

12 16186 平塚　慎秀子(1) 宝塚第一 12 16177 藤原　柚花(2) 宝塚第一

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　小学生女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
テライ　ヒナタ ナカサキショウガッコウ

1 325 寺井　陽(2) 中崎小学校
ナシロ　アンリ アカシジェイアールシー [2:58.00]

2 329 名代　杏里(4) 明石JRC
ツノ　ユウカ タカオカニシ [3:24.14]

3 322 津野　優風(3) 高丘西
ヤノ　ヒヨリ アカシジェイアールシー [3:07.49]

4 329 矢野　陽和(4) 明石JRC
エミ　カノハ アカシジェイアールシー [3:15.35]

5 329 江見　かのは(3) 明石JRC
マスモト　レイナ ヒョウキョウダイフゾクショウガッコウ [3:51.00]

6 931 桝本　怜奈(3) 兵教大付属小学校

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子1500m

〈〈 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
ミムラ　アオイ イカワダニ [5:43.88] ナカニシ　アヤネ イカワダニ

1 27257 三村　葵(3) 伊川谷 2 27275 中西　絢音(1) 伊川谷
マエハタ　ユナ ナカチョウ [5:33.57] スミ　ユリ ハリマミナミ

2 38805 前畑　柚奈(2) 中町 3 39782 角　侑哩(1) 播磨南
タテイシ　リコ ハリマミナミ [5:35.88] ナカタ　サアヤ タカラヅカダイイチ [6:30.61]

3 39785 立石　莉瑚(1) 播磨南 4 16175 中田　咲彩(2) 宝塚第一
ナカガワ　ナナ ヤマテダイ [5:30.38] ウエノ　ホノカ イカワダニ

4 17350 中川　菜々(2) 山手台 5 27269 植野　帆乃夏(1) 伊川谷
ウラノ　コハル ハゼタニ [5:35.39] ヒキシマ　マドカ タカラヅカダイイチ [5:45.00]

5 27352 浦野　小春(2) 櫨谷 6 16190 疋嶋　円(2) 宝塚第一
オクノ　カイア アワジリクジョウキョウシツ [4:52.03] アライ　ミヤビ ハリマミナミ [5:53.67]

6 7688 奥野　カイア(1) 淡路陸上教室 7 39760 新居　みやび(3) 播磨南
タムラ　ミウ ヤマテダイ [5:19.28] クボ　ミオナ イカワダニ [5:54.08]

7 17347 田村　美羽(2) 山手台 8 27273 久保　澪奈(1) 伊川谷
ヤマズミ　モモカ タカラヅカダイイチ [5:24.33] タニグチ　トモカ モトヤマ [5:49.86]

8 16178 山住　百花(2) 宝塚第一 9 20320 谷口　知代(1) 本山
フジモト　ミレナ イカワダニ [5:23.38] キタ　ミア タカラヅカダイイチ [6:00.00]

9 27250 藤本　みれな(3) 伊川谷 10 16181 喜多　美愛(1) 宝塚第一
スズキ　ハルノ モトヤマ [5:25.69] マエノ　エリカ ハゼタニ [6:03.33]

10 20304 鈴木　春乃(2) 本山 11 27355 前野　絵里佳(2) 櫨谷
ハマダ　アオイ ボリーティーシー [5:25.00] アライエ　マイ モトヤマ [6:05.31]

11 3508 浜田　葵(-) BORYTC 12 20312 新家　舞衣(1) 本山
ヒラツカ　マホコ タカラヅカダイイチ [5:30.00] ヤマダ　コハル イカワダニ [5:54.71]

12 16186 平塚　慎秀子(1) 宝塚第一 13 27252 山田　心晴(3) 伊川谷
ナガニシ　ノア タカラヅカダイイチ [5:27.22]

13 16184 長西　乃愛(1) 宝塚第一

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ソウサ　ユイ オオクボ [14:02.20]

1 31636 宗佐　友愛(2) 大久保
ヒロタニ　ミク モトヤマミナミ

2 20606 廣谷　実紅(1) 本山南
ホリ　カリナ ハリマミナミ

3 39777 堀　香里奈(2) 播磨南
アラキ　リオ ハリマミナミ

4 39778 荒木　理緒(2) 播磨南
マツモト　ヨウコ チームカベ [11:34.36]

5 1913 松本　容子(-) チーム壁
キタサコ　エミリ オオクボ [11:15.20]

6 31600 北迫　英美里(3) 大久保
アオ　マユ コウベショウコウ [11:15.00]

7 4903 阿尾　茉優(1) 神戸商高
オオガミ　イロハ オオクボ [10:48.00]

8 31637 大神　彩羽(2) 大久保
シモムラ　サエ オオクボ [12:26.78]

9 31632 下村　紗愛(2) 大久保
キタサコ　カレン オオクボ [12:29.60]

10 31642 北迫　佳恋(1) 大久保
オグニ　アヤカ ヤマグチ [12:00.00]

11 14102 小國　紋佳(2) 山口
タナカ　カズコ アカシオオハシエーシー [12:28.62]

12 2185 田中　和子(-) 明石大橋AC

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　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
サトウ　コトネ ヒョウゴケンリツダイ [15.39]

3 377 佐藤　琴音(3) 兵庫県立大
イノウエ　ナギサ キタコウベ [14.40]

4 24150 井上　凪紗(3) 北神戸

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　中学生女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 決勝 〉〉

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
キシダ　ナナミ ヤマテダイ [16.40] マスダ　マコ イマヅ [18.74]

2 17342 岸田　七海(2) 山手台 2 13710 増田　真心(2) 今津
ナカムラ　アンリ ヤマテダイ [15.82] オオニシ　リオ ハリマミナミ [17.20]

3 17351 中村　杏梨(2) 山手台 3 39776 大西　莉央(2) 播磨南
ミツヨシ　マイ ハリマミナミ [15.32] コミヤ　ルリ コウブ [17.85]

4 39771 光吉　真依(2) 播磨南 4 13441 小宮　瑠莉(1) 甲武
ニカイドウ　サキ タカツカサ [15.12] ワタナベ　ユウカ タカラヅカダイイチ [17.50]

5 16621 二階堂　咲(2) 高司 5 16189 渡邊　由宇華(1) 宝塚第一
ナガイ　ハルカ コウブ [14.40] タカダ　マオ タカツカサ [17.22]

6 13479 永井　遼(3) 甲武 6 16612 髙田　真央(3) 高司
サイカイ　ミズキ オシベダニ [16.24] ハヤシ　ユア タカツカサ [18.22]

7 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷 7 16623 林　佑亜(2) 高司

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ツツミ　マナ ホウバイ [21.95]

2 16272 堤　万菜(1) 宝梅
キタガワ　ナナカ オオクボ [19.86]

3 31634 北川　菜々夏(2) 大久保
キシナカ　マナ コウブ [20.64]

4 13413 岸中　愛(2) 甲武
ズシ　ミナミ ヤマグチ [19.00]

5 14122 図師　みなみ(1) 山口
ヨコガワ　サエ ヤマテダイ [19.00]

6 17367 横川　咲恵(1) 山手台
ヤノ　アオイ ハリマ [20.98]

7 39671 矢野　葵彩(1) 播磨

Powerd by AthleteRanking.com



秋季記録会　共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
モトヤマ [54.00] タカツカサ [52.03]

1 本山 5 高司
[  ] セコ　ハヅキ [  ] マルタニ　ヒヨリ [  ] ヤマガタ　アサ [  ] ヤマシタ　メイカ [  ] ニカイドウ　サキ

20302 世古 葉月(2) 20305 丸谷 ひより(2) 20308 山形 安紗(2) 16620 山下 芽歌(2) 16621 二階堂 咲(2)

[  ] ハブ　カンナ [  ] オクダ　ミユウ [  ] ハヤシ　アマネ [  ] ハヤシ　ユア [  ] ヤマサキ　コトネ

20311 土生 栞奈(2) 20315 奥田 美祐(1) 20321 林 あまね(1) 16623 林 佑亜(2) 16624 山﨑 琴音(2)

キタコウベ [53.61] イカワダニ [52.57]

2 北神戸 6 伊川谷
[  ] オクヤマ　コハル [  ] キムラ　シュリ [  ] ヨコヤマ　ミオ [  ] オカダ　リナ [  ] オカダ　ミク [  ] ナカニシ　コトミ

24100 奥山 心陽(1) 24108 木村 朱里(1) 24165 横山 未桜(2) 27260 岡田 莉奈(2) 27261 岡田 美紅(2) 27264 中西 詞美(2)

[  ] ヒコサカ　アオイ [  ] サガラ　ルナ [  ] イソワキ　ユウ [  ] ミウラ　チハル [  ] ヤマウチ　イツキ [  ] ミカタ　スミレ

24166 彦坂 葵(2) 24168 相良 月奏(2) 24171 礒脇 結羽(2) 27266 三浦 千陽(2) 27267 山内 樹(2) 27276 見方 すみれ(1)

アカシキタコウ [50.50] ヤマテダイ [53.57]

3 明石北高 7 山手台
[  ] ウエダ　ミサキ [  ] ヒラザワ　マイ [  ] タナカ　サホ [  ] キシダ　ナナミ [  ] クマガイ　フジノ [  ] サトウ　カノン

340 上田 心咲(2) 342 平澤 舞(2) 344 田中 咲帆(1) 17342 岸田 七海(2) 17343 熊谷 藤乃(2) 17344 佐藤 佳音(2)

[  ] ウエダ　リオ [  ] ムラカミ　メグミ [  ] ミチダ　サチナ [  ] ナカムラ　アンリ [  ] ミヤジマ　アヤカ [  ] ヨコガワ　サエ

345 上田 梨央(1) 347 村上 恵(1) 351 道田 幸奈(1) 17351 中村 杏梨(2) 17364 宮島 采花(1) 17367 横川 咲恵(1)

アカシニシ [49.21] ハリマミナミ [53.30]

4 明石西 8 播磨南
[  ] カワシモ　サリハ [  ] ウエダ　ナナミ [  ] ミツヨシ　マイ [  ] ヨシカワ　ミウ [  ] サエキ　アヤカ

454 川下 さりは(2) 457 植田 菜々美(2) 39771 光吉 真依(2) 39772 吉川 美海(2) 39773 佐伯 綾香(2)

[  ] ヨシザワ　カリン [  ] イケダ　シュリ [  ] オオニシ　リオ [  ] ホリ　カリナ [  ] アラキ　リオ

460 吉澤 佳倫(2) 467 池田 朱里(1) 39776 大西 莉央(2) 39777 堀 香里奈(2) 39778 荒木 理緒(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ハゼタニ [58.56] コウブ [55.00]

2 櫨谷 6 甲武
[  ] ナカヤマ　ユウナ [  ] ワタナベ　リナ [  ] オゾエ　ミキ [  ] アベ　サクラ [  ] カミザワ　シイカ [  ] キノシタ　ユイカ

27354 中山 優菜(2) 27356 渡部 里菜(2) 27357 尾副 美樹(1) 13410 阿部 桜來(2) 13411 神澤 詩花(2) 13414 木下 結賀(2)

[  ] オダ　ヒマリ [  ] テラダ　ハズキ [  ] サカイ　ハンナ [  ] ムラカミ　アイビ [  ] コミヤ　ルリ

27358 小田 ひまり(1) 27359 寺田 羽沙希(1) 13416 酒井 帆菜(2) 13422 村上 愛美(2) 13441 小宮 瑠莉(1)

ヤマグチ [55.00] モトヤマミナミ [57.00]

3 山口 7 本山南
[  ] ウエサカ　リン [  ] キシモト　ツムギ [  ] ナカセ　ミキ [  ] タカハシ　アオイ [  ] トビオカ　ユウカ [  ] マツタニ　アヤナ

14101 上坂 凜(2) 14104 岸本 紬(2) 14105 中瀬 美樹(2) 20603 髙橋 あおい(1) 20604 飛岡 佑香(1) 20608 松谷 彩菜(1)

[  ] ナカモト　キキ [  ] サカイ　アイハ [  ] ズシ　ミナミ [  ] ヨシムラ　ヒナ [  ] シマザキ　コノカ [  ] ウエダ　リオ

14106 中元 輝希(2) 14121 酒井 葵葉(1) 14122 図師 みなみ(1) 20609 吉村 日那(1) 20636 嶋崎 快乃花(2) 20697 上田 理央(1)

タカラヅカダイイチ [55.75] ボウカイ [56.00]

4 宝塚第一 8 望海
[  ] アキタ　ハルヒ [  ] クロカワ　ユイナ [  ] フジワラ　ユズハ [  ] モリ　アユミ [  ] ホヅミ　ミサキ [  ] フルカワ　レミ

16170 秋田 悠(2) 16173 黒川 結菜(2) 16177 藤原 柚花(2) 31502 森 歩美(2) 31507 保積 瑞咲(2) 31508 古川 怜実(2)

[  ] ワダ　コトハ [  ] コバヤシ　リオ [  ] ハツダ　メイ [  ] エモト　ミユ [  ] フクナカ　ミナミ [  ] クリワキ　キコ

16179 和田 琴葉(2) 16182 小林 莉音(1) 16185 初田 芽衣(1) 31525 江本 美優(1) 31529 福中 みな美(1) 31531 栗脇 貴子(2)

オオクボ [55.80]

5 大久保
[  ] コイダ　ユウナ [  ] オガワ　サナ [  ] サトウ　コトリ

31640 恋田 優奈(1) 31641 小川 紗奈(1) 31644 佐藤 小鳥(1)

[  ] ハマダ　リコ [  ] サクライ　レイカ [  ] キョウデン　チナミ

31646 濵田 莉子(1) 31648 櫻井 怜佳(1) 31649 経田 千波(1)
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秋季記録会　共通女子走高跳

〈〈 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
タカタ　サキ アカシショウコウ [1.71] ナカセ　ミキ ヤマグチ [1.25]

1 709 髙田　紗希(3) 明石商高 1 14105 中瀬　美樹(2) 山口
イノウエ　ナギサ キタコウベ [1.65] オカムラ　ユキナ コウブ [1.25]

2 24150 井上　凪紗(3) 北神戸 2 13440 岡村　倖奈(1) 甲武
マスモト　アヤナ ハマノミヤ [1.60] クロカワ　ユイナ タカラヅカダイイチ [1.25]

3 33438 升元　絢菜(3) 浜の宮 3 16173 黒川　結菜(2) 宝塚第一
サイカイ　ミズキ オシベダニ [1.54] ウエダ　リオ モトヤマミナミ [1.25]

4 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷 4 20697 上田　理央(1) 本山南
キシダ　ナナミ ヤマテダイ [1.49] イトウ　ニコ ミドリガオカ [1.25]

5 17342 岸田　七海(2) 山手台 5 35421 伊藤　丹来(2) 緑が丘
マスダ　マコ イマヅ [1.43] アオキ　ミサ モトヤマミナミ [1.25]

6 13710 増田　真心(2) 今津 6 20631 青木　心咲(2) 本山南
シンドウ　スズ ハリマ [1.40] ヨシムラ　ヒナ モトヤマミナミ [1.25]

7 39668 進藤　すず(1) 播磨 7 20609 吉村　日那(1) 本山南
キノシタ　ユイカ コウブ [1.40] カワノ　シヅキ キタコウベ [1.25]

8 13414 木下　結賀(2) 甲武 8 24167 川野　詩月(2) 北神戸
サトウ　カノン ヤマテダイ [1.40] ミサワ　シズク フタミ [1.20]

9 17344 佐藤　佳音(2) 山手台 9 32158 三澤　静空(2) 二見
カワニシ　ミキ ホウバイ [1.35] トリイ　ソフィヤ フタミ [1.20]

10 16236 河西　美姫(2) 宝梅 10 32157 鳥井　ソフィヤ(2) 二見
ウエダ　リオ アカシキタコウ [1.35] マツタニ　アヤナ モトヤマミナミ [1.20]

11 345 上田　梨央(1) 明石北高 11 20608 松谷　彩菜(1) 本山南
ムラカミ　メグミ アカシキタコウ [1.35] スギムラ　カホ ホウバイ [1.20]

12 347 村上　恵(1) 明石北高 12 16240 杉村　佳歩(2) 宝梅
イクラ　クルミ アシヤコウ [1.35] コバヤシ　リオ タカラヅカダイイチ [1.20]

13 4398 井倉　くるみ(2) 芦屋高 13 16182 小林　莉音(1) 宝塚第一
サカタ　シオリ アシヤコウ [1.35] スミタニ　リン フタミ [1.20]

14 4309 坂田　栞(1) 芦屋高 14 32116 角谷　凛(1) 二見
イシノ　タマキ アカシニシ [1.30] スズキ　ハナ ホウバイ [1.20]

15 458 石野　多麻季(2) 明石西 15 16271 鈴木　芭奈(1) 宝梅
クラサコ　ラン ミドリガオカ [1.30] フジワラ　ハナ ボウカイ [1.15]

16 35422 藏迫　蘭(2) 緑が丘 16 31530 藤原　華(1) 望海
サエキ　アヤカ ハリマミナミ [1.30] ヒラマツ　アイ ヤマテダイ [1.15]

17 39773 佐伯　綾香(2) 播磨南 17 17363 平松　愛彩(1) 山手台
ウメダ　ユウナ アカシニシ [1.30] サカイ　アイハ ヤマグチ [1.15]

18 461 梅田　祐菜(2) 明石西 18 14121 酒井　葵葉(1) 山口
イマイ　サラ ボウカイ [1.15]

19 31524 今井　咲良(1) 望海
エモト　ミユ ボウカイ [1.15]

20 31525 江本　美優(1) 望海
ハシモト　カヅキ フタミ [1.10]

21 32118 橋本　華月(1) 二見
イノウエ　メイサ ハリマミナミ [1.10]

22 39784 井上　芽紗(1) 播磨南
ヤマグチ　アイリ アサギリ [1.10]

23 31145 山口　愛梨(1) 朝霧
ヤギ　ヒヨリ ヤマテダイ [1.10]

24 17365 八木　日和(1) 山手台
ウエノ　ユイナ ハリマミナミ

25 39774 上野　唯菜(2) 播磨南
ヨシガイ　ユウヒ アサギリ

26 31143 吉開　優妃(1) 朝霧
ヨコヤマ　ミオ キタコウベ

27 24165 横山　未桜(2) 北神戸
ハシマ　ミウ オオクボキタ

28 32288 橋間　未羽(1) 大久保北
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秋季記録会　共通女子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナス　マユ カゴタニ [4.33]

1 503 那須　眞由(-) KAGOTANI
フルバヤシ　エリ ソノダガクエンジョシダイガク [4.13]

2 64 古林　愛理(2) 園田学園女子大学

オオサカヤ　アカリ ソノダガクエンジョシダイガク [4.10]

3 50 大坂谷　明里(2) 園田学園女子大学

マツモト　モネ ソノダガクエンジョシダイガク [3.95]

4 99 松本　百音(1) 園田学園女子大学

モリ　ヒナ ソノダガクエンジョシダイガク [3.80]

5 47 森　陽菜(3) 園田学園女子大学

ミヨシ　ユメ ソノダガクエンジョシダイガク [3.70]

6 45 三好　結女(3) 園田学園女子大学

キタサコ　マリア アカシショウコウ [3.01]

7 720 北迫　茉梨愛(2) 明石商高
サコダ　マオ アカシショウコウ [2.50]

8 723 迫田　真桜(1) 明石商高
サカタ　ハル ウエノ [2.00]

9 21104 坂田　はる(2) 上野
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秋季記録会　共通女子走幅跳

〈〈 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
ユウヤ　ミズホ ボリーティーシー [5.00] ナガノ　リン オオクラ [3.66]

1 3530 祐谷　瑞穂(-) BORYTC 1 31226 永野　凜(2) 大蔵
ホングウ　アキコ ヒョウゴケンリツダイ [4.97] イモト　メイ ボウカイ [3.65]

2 378 本宮　亜希子(3) 兵庫県立大 2 31505 井本　めい(2) 望海
ナガイ　ハルカ コウブ [4.80] ハマダ　リコ オオクボ [3.65]

3 13479 永井　遼(3) 甲武 3 31646 濵田　莉子(1) 大久保
ミツヨシ　マイ ハリマミナミ [4.51] ニシドメ　リア エイガシマ [3.51]

4 39771 光吉　真依(2) 播磨南 4 31825 西留　凛空(1) 江井島
ヨシカワ　ミウ ハリマミナミ [4.50] ノジ　ミオ ハリマミナミ [3.44]

5 39772 吉川　美海(2) 播磨南 5 39780 野路　美桜(1) 播磨南
ヤマシタ　メイカ タカツカサ [4.47] ヤマシロ　ユウヒ ホウバイ [3.42]

6 16620 山下　芽歌(2) 高司 6 16245 山城　優飛(2) 宝梅
イシイ　カノ キタコウベ [4.46] ニシタニ　フウカ モトヤマミナミ [3.35]

7 24161 石井　楓乃(2) 北神戸 7 20605 西谷　風花(1) 本山南
サワダ　リソラ ヤマテダイ [4.26] タカシマ　アズサ オオクボキタ [3.30]

8 17345 澤田　哩空(2) 山手台 8 32282 高島　杏紗(1) 大久保北
クマガイ　フジノ ヤマテダイ [4.16] モリ　カナエ ヤマテダイ [3.27]

9 17343 熊谷　藤乃(2) 山手台 9 17352 森　香菜恵(2) 山手台
コイダ　ユウナ オオクボ [4.10] イソヤマ　アカリ モトヤマミナミ [3.27]

10 31640 恋田　優奈(1) 大久保 10 20666 磯山　朱里(1) 本山南
キタウラ　ヒナ ホウバイ [4.07] ヨコヤマ　リノン エイガシマ [3.20]

11 16238 北浦　枇奈(2) 宝梅 11 31826 横山　有暖(1) 江井島
ナガオ　ユイナ ホウバイ [4.04] マツシタ　ミスズ コウブ [3.13]

12 16241 長尾　優衣南(2) 宝梅 12 13444 松下　美涼(1) 甲武
オクヤマ　コハル キタコウベ [3.95] フクナカ　ミナミ ボウカイ [3.12]

13 24100 奥山　心陽(1) 北神戸 13 31529 福中　みな美(1) 望海
ハナヤマ　ヒヨリ セイシン [3.94] トリイ　アンナ ヤマテダイ [3.09]

14 29406 花山　陽葉里(2) 西神 14 17349 鳥居　杏菜(2) 山手台
ミヤジマ　アヤカ ヤマテダイ [3.80] ツルハラ　ホノハ フタミ [2.94]

15 17364 宮島　采花(1) 山手台 15 32156 鶴原　穂羽(2) 二見
フルカワ　レミ ボウカイ [3.78] キヨタ　ミユ ウオズミ [2.90]

16 31508 古川　怜実(2) 望海 16 31991 清田　美結(1) 魚住
イノウエ　チカコ ホウバイ [3.78] タカハシ　アオイ モトヤマミナミ

17 16231 井上　智香子(2) 宝梅 17 20603 髙橋　あおい(1) 本山南
ナカガワ　アユ タカラヅカダイイチ [3.77] ヤマネ　ユイ オオクボキタ

18 16183 中川　愛幸(1) 宝塚第一 18 32298 山根　結(1) 大久保北
オゾエ　ミキ ハゼタニ [3.74] イケノ　アヤネ ボウカイ

19 27357 尾副　美樹(1) 櫨谷 19 31523 池野　彩音(1) 望海
ハツダ　メイ タカラヅカダイイチ [3.72] ヒラノ　ミナミ ハリマ

20 16185 初田　芽衣(1) 宝塚第一 20 39673 平野　未那美(1) 播磨
イマイ　サラ ボウカイ [3.69] ハラノ　チホ キタコウベ

21 31524 今井　咲良(1) 望海 21 24172 原野　智穂(2) 北神戸
タナカ　ミク フタミ [3.67] サイカ　ミナ ハリマ

22 32155 田中　みく(2) 二見 22 39667 雜賀　美奈(1) 播磨
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秋季記録会　小学生女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マスモト　レイナ ヒョウキョウダイフゾクショウガッコウ [2.00]

1 931 桝本　怜奈(3) 兵教大付属小学校

ミネモト　アカリ ナカサキショウガッコウ

2 325 峯本　灯里(1) 中崎小学校
イノウエ　マオ ナカサキショウガッコウ

3 325 井上　真緒(3) 中崎小学校
ハセガワ　ハナ ナカサキショウガッコウ

4 325 長谷川　波那(2) 中崎小学校
イシカワ　ヒマリ ナカサキショウガッコウ

5 325 石川　陽葵(5) 中崎小学校
ナカタニ　イロハ ナカサキショウガッコウ

6 325 中谷　彩羽(3) 中崎小学校
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秋季記録会　共通女子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タムラ　リリカ ソノダガクエンジョシダイガク [11.93]

1 90 田村　璃々花(1) 園田学園女子大学

ヒロシタ　ユリ ソノダガクエンジョシダイガク [11.72]

2 22 弘下　由梨(4) 園田学園女子大学

マツモト　アヤカ ソノダガクエンジョシダイガク [11.34]

3 98 松本　彩華(1) 園田学園女子大学

ウエダ　リオ アカシキタコウ [11.11]

4 345 上田　梨央(1) 明石北高
ムラカミ　メグミ アカシキタコウ [10.95]

5 347 村上　恵(1) 明石北高
カトウ　ミユウ アカシキタコウ [10.64]

6 341 加藤　心優(2) 明石北高
アオエツ　サトコ アカシニシ [10.60]

7 464 青悦　聡子(2) 明石西
フジイ　リコ エイガシマ [9.60]

8 31817 藤井　莉子(2) 江井島
フクモト　スズネ ソノダガクエンジョシダイガク [9.20]

9 889 福本　涼音(1) 園田学園女子大学
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秋季記録会　中学生女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤスイ　リオ ハマノミヤ [12.08]

1 33432 安井　理央(3) 浜の宮
ミズノ　ユア ハリマ [10.47]

2 39665 水野　結愛(2) 播磨
ニシノ　サヨ ホウバイ [9.60]

3 16273 西野　紗世(1) 宝梅
イソワキ　ユウ キタコウベ [9.24]

4 24171 礒脇　結羽(2) 北神戸
タカハシ　アコ ミドリガオカ [8.18]

5 35426 高橋　亜湖(2) 緑が丘
カミザワ　シイカ コウブ [8.09]

6 13411 神澤　詩花(2) 甲武
コダマ　アヤネ ミドリガオカ [7.85]

7 35424 児玉　彩音(2) 緑が丘
フクイ　ユキノ キタコウベ [7.59]

8 24169 福井　友岐乃(2) 北神戸
オカムラ　ユキナ コウブ [7.42]

9 13440 岡村　倖奈(1) 甲武
サエキ　アヤカ ハリマミナミ [7.09]

10 39773 佐伯　綾香(2) 播磨南
サワダ　リソラ ヤマテダイ [7.00]

11 17345 澤田　哩空(2) 山手台
オオモリ　アオイ キタコウベ [6.84]

12 24173 大森　碧(2) 北神戸
トビオカ　ユウカ モトヤマミナミ [6.83]

13 20604 飛岡　佑香(1) 本山南
ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ [6.28]

14 27354 中山　優菜(2) 櫨谷
カワハタ　ミキ モトヤマミナミ [6.24]

15 20601 川畑　美清(1) 本山南
タキモト　ユイナ フタミ [5.92]

16 32154 瀧本　結奈(2) 二見
ササキ　シエ イマヅ [5.89]

17 13720 佐々木　蒔恵(1) 今津
シマタニ　リナ フタミ [5.60]

18 32114 島谷　莉菜(1) 二見
ヒガシモト　タマキ エイガシマ [5.57]

19 31822 東本　環(1) 江井島
ムカイタニ　ハルカ キタコウベ [5.53]

20 24170 向谷　陽花(2) 北神戸
ウシジマ　モエ ハリマミナミ [5.50]

21 39770 牛島　萌(2) 播磨南
ナガイ　ナナミ オオクボキタ

22 32284 長井　七海(1) 大久保北
ワシ　ココア エイガシマ

23 31823 鷲　心愛(1) 江井島
キシモト　ココミ オオクボキタ

24 32256 岸本　心美(2) 大久保北
イイノ　サラ エイガシマ

25 31812 飯野　咲来(2) 江井島
スガイ　ユカ エイガシマ

26 31824 菅井　優花(1) 江井島
オカダ　メイ エイガシマ

27 31814 岡田　芽依(2) 江井島
イイヅカ　ヒナ エイガシマ

28 31821 飯塚　陽菜(1) 江井島
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秋季記録会　共通女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オギノ　ユウミ ソノダガクエンジョシダイガク [33.14]

1 76 荻野　優実(1) 園田学園女子大学

カワニシ　アリサ ソノダガクエンジョシダイガク [32.43]

2 52 川西　可紗(2) 園田学園女子大学

アベ　サクラ コウブ [24.27]

3 13410 阿部　桜來(2) 甲武
ムラカミ　アイビ コウブ [19.83]

4 13422 村上　愛美(2) 甲武
キタ　ホノカ エイガシマ [13.80]

5 31816 北　萌伽(2) 江井島
アキタ　ハルヒ タカラヅカダイイチ [13.32]

6 16170 秋田　悠(2) 宝塚第一
マスタ　ユイナ ハリマ [12.83]

7 39674 桝田　結永(1) 播磨
モリタケ　ミサト ホウバイ [12.42]

8 16274 森竹　美仁(1) 宝梅
ウシジマ　モエ ハリマミナミ [12.09]

9 39770 牛島　萌(2) 播磨南
オカダ　メイ エイガシマ [11.55]

10 31814 岡田　芽依(2) 江井島
ナガノ　リン オオクラ [11.23]

11 31226 永野　凜(2) 大蔵
イイヅカ　ヒナ エイガシマ [10.03]

12 31821 飯塚　陽菜(1) 江井島
イイノ　サラ エイガシマ [9.98]

13 31812 飯野　咲来(2) 江井島
スガイ　ユカ エイガシマ [9.14]

14 31824 菅井　優花(1) 江井島
シミズ　サキ エイガシマ [8.46]

15 31828 清水　咲希(1) 江井島
ワシ　ココア エイガシマ [7.67]

16 31823 鷲　心愛(1) 江井島
カワベ　ハルカ コウブ

17 13412 河邊　悠(2) 甲武
オクナガ　ナツキ モトヤマミナミ

18 20699 奥永　菜月(1) 本山南
キムラ　ミサキ オオクラ

19 31233 木村　美咲(1) 大蔵
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秋季記録会　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
ニシムラ　リコ ミツビシデンキ [57.70]

1 337 西村　莉子(-) 三菱電機
ナガイ　クルミ ソノダガクエンジョシダイガク [45.43]

2 20 永井　来海(4) 園田学園女子大学

ナカハシ　ミコ アカシミナミコウ [26.36]

3 271 中橋　美琴(2) 明石南高
タムラ　リリカ ソノダガクエンジョシダイガク [21.50]

4 90 田村　璃々花(1) 園田学園女子大学
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秋季記録会　中学生女子ジャベリックスロー

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワサ　ナツキ アサギリ

1 31142 岩佐　夏希(1) 朝霧
オオモリ　アオイ キタコウベ

2 24173 大森　碧(2) 北神戸
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