
2021年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 令和3年4月10日（土）

　成績一覧表 （大会コード：21282304） 姫路市陸上競技場(ｳｨﾝｸ陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 荒木奈々子(3) 13.20 黒崎  紀花(3) 13.52 藤原  瑠生(2) 14.14 山根  未愛(3) 14.22 杉立  唯華(2) 14.53 奥平    愛(3) 15.38 高階  咲良(2) 16.00

豊岡 -1.7 豊岡総合 -1.7 香住 -3.9 出石 -3.4 豊岡 -2.9 日高 -2.1 豊岡総合 -2.1

２００ｍ 黒崎  紀花(3) 28.30 中村  莉子(3) 31.79 奥平    愛(3) 32.13

豊岡総合 -2.8 近大豊岡 -4.2 日高 -2.5
戸田  美里(3)  1:04.29

八鹿

吉田  陽花(3)  2:27.19 古西  亜海(3)  2:27.31 小谷  紗貴(3)  2:37.60 澤本はづき(3)  2:43.56 村上  桃菜(2)  2:52.37 佐々木花鈴(2)  2:56.59 湊    亜美(2)  2:59.45

日高 豊岡総合 豊岡 豊岡 豊岡 豊岡総合 日高

太田垣楓華(2)  4:42.56 吉田  陽花(3)  4:58.67 古西  亜海(3)  5:06.84 木村日香莉(2)  5:22.60 小谷  紗貴(3)  5:22.98 林    奈緒(2)  5:28.79 吉谷  歩輝(3)  5:31.35 澤本はづき(3)  5:35.58

八鹿 日高 豊岡総合 近大豊岡 豊岡 豊岡総合 豊岡 豊岡

杉立  唯華(2) 17.58

豊岡

長野  里咲(2)  1:17.01

八鹿

八　　鹿 53.31

   戸田  美里(3)

   山根三早咲(3)

   土野  栞摘(3)

   長野  里咲(2)

八　　鹿  4:19.73

   戸田  美里(3)

   太田垣楓華(2)

   長野  里咲(2)

   山根三早咲(3)

小笹  恵維(2) 1m50

八鹿

上杉  真由(3)   4m54 山根三早咲(3)   4m32 藤原  菜月(3)   4m29 伊地智天音(3)   4m17 宇野  月那(2)   4m05 大林真由香(3)   4m03

近大豊岡 +2.9 八鹿 -0.4 八鹿 +3.1 豊岡 +2.6 豊岡総合 *F2  +2.1 八鹿 +1.6

大林真由香(3)   9m23 山根三早咲(3)   9m22

八鹿 +2.2 八鹿 +1.4

松本  美空(3)   7m56 土野  栞摘(3)   7m47 村上  理彩(3)   7m13

八鹿 八鹿 日高

田中ちひろ(3)  23m25 梅田    葵(3)  21m67 村上  理彩(3)  20m03

八鹿 豊岡総合 日高

向井  詩乃(2)  30m57 坂本  眞悠(3)  26m51 土野  栞摘(3)  23m03 田中ちひろ(3)  22m90 松本  美空(3)  22m70

八鹿 和田山 八鹿 八鹿 八鹿

気象状況
天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時
(09:00) 晴れ 14 　東　・1.3m 37% 主  催：姫路市陸上競技協会
(10:00) 晴れ 15 北北東・1.7m 30% 主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 総　　　   務： 水田　雅幸 印

(11:00) 晴れ 16 西南西・1.1m 41% 後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会 総　　　   務： 中村　　暁 印

正午時 晴れ 16.5 南南西・2.6m 32% 記   録  主  任： 敏森　勝也 印

(13:00) 晴れ 17 南　西・2.9m 34% トラック審判長： 西脇　泰司 印

(14:00) 晴れ 17 南南西・2.8m 34% フィールド審判長： 谷河　　歩 印

(15:00) 晴れ 17 南南西・2.8m 34%

(16:00) 晴れ 16.5℃ 南南西・3.4m 32%
競技終了時
(16:57) 晴れ 16 　南　・1.2m 28%
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2021年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 令和3年4月10日（土）

　成績一覧表 （大会コード：21282304） 姫路市陸上競技場(ｳｨﾝｸ陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 水田  陸斗(3) 11.25 岸田  親吾(3) 11.73 原田  大輝(2) 11.76 橋本  隼貴(2) 11.86 山口　晴哉(3) 11.90 同順:田中  秀弥(2) 12.01 増田  翔太(3) 12.13 西村  仁志(2) 12.16

豊岡 -2.5 近大豊岡 -2.2 八鹿 -2.2 八鹿 -2.2 姫路 -2.0 八鹿 -3.2 香住 -0.8 豊岡 -2.2

２００ｍ 水田  陸斗(3) 22.47 中嶋  颯良(2) 23.16 前田恒太郎(2) 23.25 大嶋  来空(3) 23.54 田中  秀弥(2) 23.89 橋本  隼貴(2) 24.19 山下  翔生(3) 25.08 吉谷  優真(2) 25.25

豊岡 -3.9 豊岡総合 -2.5 豊岡 -3.9 豊岡総合 -2.5 八鹿 -2.5 八鹿 -3.0 出石 -2.5 豊岡 -3.3
金澤  岳晃(3) 52.04 中尾    悠(3) 53.92 清水  輝人(3) 56.45 上坂  悠人(2) 57.08 衣川  杏平(3) 57.84 塚原優希翔(2) 58.27

豊岡 和田山 豊岡総合 出石 八鹿 豊岡総合

山本  貴心(3)  2:02.54 大谷誠士郎(2)  2:03.46 川上    碧(3)  2:03.50 岡田  颯星(2)  2:03.78 和田  颯太(3)  2:04.75 遠池  悠貴(3)  2:04.81 久保田凌平(2)  2:05.15 廣瀬  創大(2)  2:05.71

豊岡 豊岡 豊岡 八鹿 近大豊岡 豊岡 豊岡 八鹿

岡田  颯星(2)  4:15.44 福井  涼太(3)  4:21.15 山口    凜(3)  4:22.60 久保田凌平(2)  4:22.78 廣瀬  創大(2)  4:22.91 藤原  琉羽(3)  4:27.72 足立  貴昭(3)  4:29.12 上崎  圭吾(2)  4:29.49

八鹿 豊岡 八鹿 豊岡 八鹿 和田山 八鹿 近大豊岡

福井    峻(2) 16:30.47 西川  智生(3) 16:38.27 飯田  博志(3) 16:44.07 松上  隼和(2) 17:04.61 中川  康平(3) 17:42.08 中山  慶祐(2) 18:17.83 三崎  龍真(3) 19:31.03

八鹿 豊岡 豊岡総合 八鹿 豊岡総合 出石 香住

足立  蓮珠(2) 57.01 児島  啓太(3)  1:03.06

八鹿 八鹿

八　　鹿 43.36 豊　　岡 44.72 香　　住 47.17 出　　石 49.40

   田中  秀弥(2)    岡林  俊樹(2)    増田  翔太(3)    永原  琉太(2)

   出雲  滉己(3)    前田恒太郎(2)    吉野  杏偲(3)    山下  翔生(3)

   原田  大輝(2)    吉谷  優真(2)    喜多村  涼(3)    廣井    渉(2)

   石橋  隼人(2)    黒﨑  洋介(2)    橋本  智稀(2)    上坂  悠人(2)

豊　　岡  3:26.37 八　　鹿  3:34.10 豊岡総合  3:38.23

   前田恒太郎(2)    足立  蓮珠(2)    塚原優希翔(2)

   水田  陸斗(3)    廣瀬  創大(2)    中嶋  颯良(2)

   黒﨑  洋介(2)    橋本  隼貴(2)    大嶋  来空(3)

   金澤  岳晃(3)    田中  秀弥(2)    清水  輝人(3)

平山  陽登(3) 1m75 岸田  大輝(2) 1m70 炭屋  一颯(2) 1m65 岡林  俊樹(2) 1m65

八鹿 豊岡 豊岡総合 豊岡

西村  修汰(3) 3m50 上田  直都(3) 3m20 岸田  大輝(2) 2m60

豊岡 香住 豊岡

岸田  親吾(3)   6m42 西垣  祐輝(3)   6m04 吉野  杏偲(3)   5m97 橋本  智稀(2)   5m51 池田  一颯(3)   5m15 石橋  隼人(2)   4m98 岡野  修己(3)   4m78 森岡  大智(2)   4m77

近大豊岡 +0.7 近大豊岡 *F2  +3.7 香住 *F2  +4.1 香住 +1.9 八鹿 -2.0 八鹿 +1.3 豊岡 +2.0 和田山 -1.1

藤原  大将(3)  13m79 下村  雄輝(3)  11m19 田中  友基(3)  10m93

生野 *F2  +2.1 和田山 +2.3 近大豊岡 +1.9

垣谷  雄豪(3)  11m38 津森  恵斗(3)   9m53 岸本  航弥(3)   8m69

豊岡総合 和田山 近大豊岡

垣谷  雄豪(3)  27m23 永原  琉太(2)  24m46 廣井    渉(2)  22m50

豊岡総合 出石 出石

酒井  洋輝(2)  25m01 笹谷    陸(2)  15m80

八鹿 八鹿

中川  洸希(3)  47m46 西垣  日向(3)  46m27 荒木　瑛真(3)  43m41 上垣  真透(2)  41m44 小林  泰世(2)  37m01 廣井    渉(2)  28m54

近大豊岡 和田山 八鹿 八鹿 近大豊岡 出石

総　　　   務： 水田　雅幸 印

※気象状況は女子の欄に記載 主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　   務： 中村　　暁 印 ﾄﾗｯｸ審判長： 西脇　泰司 印

主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 記   録  主  任： 敏森　勝也 印 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 谷河　　歩 印

後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会
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