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第１２回丹有地区高等学校陸上競技記録会要項 

                                                 （大会コード 21280799 ） 

１．主  催  兵庫県高等学校体育連盟丹有支部陸上競技部 

         三田市陸上競技協会 

２．日  時  令和３年３月２１日（日）記録会 ８時００分開門・準備  

９時４０分競技開始 

３．場  所  三木総合防災公園陸上競技場（競技場コード281070） 

４．種  目  （男子） 

１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ、 

１１０ｍＨ、４００ｍＨ、３０００ｍＳＣ、４×１００ｍ、４×４００ｍ、走高跳、 

走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投（１８種目） 

（女子） 

１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、３０００ｍ、 

１００ｍＨ、４００ｍＨ、４×１００ｍ、４×４００ｍ、走高跳、走幅跳、三段跳、 

砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投         （１７種目） 

６．出場資格  兵庫県高等学校体育連盟の加盟校であること。 

７．出場制限  一人２種目以内（リレーは除く）。 

８．競技規定  ２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による。 

９．競技方法  ①トラック競技は出場者全員の記録を計時する。 

         ②フィールド競技は走高跳を除いて出場者全員３回の記録を計測。 

１０．申込方法  本大会所定の用紙に記入の上、各顧問の責任において申し込む。 

         （用紙）参加一覧表を校長印押印の上、下記宛に郵送する。 

   （データ）メールにて下記メールアドレスに送付する。 

１１．参加料   一種目５００円 当日支払 

１２．申込期日  令和３年３月４日（木） 

            申込先 メールアドレス  hoku355-tanwork@yahoo.co.jp 

〒６６９－１５４５ 三田市狭間が丘１－１－１ 

             県立北摂三田高等学校内   前田 裕也 宛 

               ℡：079-563-6711  fax：079-563-6712 

１３．ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ  令和２年度登録番号を使用すること。未登録者については、令和３年度登録予定番号 

   を使用すること。 

１４．その他   １５００ｍ、３０００ｍ、５０００ｍ、３０００ｍＳＣについては、別ナンバーカードを 

使用する。 

社会状況などにより中止などの判断がされた場合、準備にかかった費用を後日申込数に応

   じて、負担を求める場合があります。（当日支払のため） 
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安田　恭典（三　　田） 秋山　秀文（西宮東） 毛笠　雅之（津　　名）

奥野　　淳（有　　馬）

（トラック）中村　　暁（豊岡総合） （フィールド）近藤　和彦（三田西陵）

(主任) 井上　　涼（三田松聖） 三枝　祥子（有馬） 森脇　　渉（豊　　岡）
日和　裕統（豊岡総合）

(主任) 梶村　康人（柏　　原） 前田　仁志（豊　　岡）

(主任) 吉村まみこ（三田西陵） 松島　一夫（三田西陵）
兼

(主任) 竹井　大司（西 宮 東） 田中　　勉（八　　鹿）

(主任) 金澤　　善（有　　馬） 清水　福夫（滝　　川）

(主任) 神野　友樹（三　　田） 一柳　昌孝（豊　　岡） 松本　純一（篠 山 産）

(主任) 森本聡一郎（篠山鳳鳴） 出発係兼務
兼

(主任) 前田　裕也（北摂三田） 高野　　祥（柏　　原） 吉野　哲生（氷　　上）
島　　耕史（篠 山 産）

(主任) 西田　文香（北摂三田） 白根　寿紀（三田松聖） 細川宗一郎（洲　　本）
芦田　真隆（津　　名）

(主任) 森本聡一郎（篠山鳳鳴） 鰕原　正人（滝　　川） 横山　昌弘（三田祥雲館）
近藤　洋平（三田祥雲館） 中田　和宏（関　　学）

(主任) 高野　　祥（柏　　原）
石川　信暁（淡路三原） 多田　協史（篠 山 産） 山本　洋介（尼崎小田）
吉野　哲生（氷　　上） 石田満里奈（氷　　上）

(主任) 前田　裕也（北摂三田）
山添　光治（淡路三原） 上野　真司（三 木 東） 島　　耕史（篠 山 産）
沖守　春樹（篠山鳳鳴） 長谷田貴士（津　　名） 石田　展一（近大豊岡）

総務員付 三田２ 記録員付 柏原３
アナウンサー付 柏原２ 写真判定付 北摂三田３
競技者係 三田西陵２ 出発係付 篠山産３　氷上１
別ナンバー係 篠山鳳鳴２ 風力付 有馬２
スターター付 三田松聖２
用器具係付 三田祥雲館３
跳躍付 4名 三田西陵２　柏原２
投擲付 6名

【準備担当】
本部 三田 放送関係

篠山鳳鳴・三田松聖 招集所
三田祥雲館 風力

スタート 三田松聖 跳躍
写真判定関係 北摂三田 投てき
記録 柏原 ハードル・スタブロ

柏原

【片付け・清掃担当】 三田西陵・篠山鳳鳴
有馬

用器具関係 三田祥雲館 柏原（幅）・三田西陵（高）・氷上（高）
投てきケージ・フィールド清掃 北摂三田 北摂三田（サークル・ライン）・有馬（砲丸）
スタンド清掃 三田 篠山産
２Fコンコースおよびトイレ清掃 篠山産業
１Fロビー 三田松聖
１F男女更衣室 柏原
バックスタンド下トイレ 有馬
駐車場トイレ 三田西陵
競技場外回り清掃 氷上（三田）

北摂三田３　三田松聖３

競技用具

監察員

スターター

出　発　係

跳躍審判員

投てき審判員

【補助員】

風力計測員

写真判定員

決勝点審判員
周回記録員

テント類

アナウンサー

競技者係
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ係

用器具係

競技役員

総　　　務

技  術 総  務

審判長

記録員
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競 技 注 意 事 項 

 

１ 本大会に適用する規則は、2020年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会規定による。 

 

２ 招集について 

（1） 招集所（競技者係）はメインスタンド１Fロビーに設ける。 

（２）トラック競技は、競技開始時刻９０分前から競技開始時刻２０分前までに競技者係でコール用

紙に○をつける（一次コール）。その際、1500m以上の種目については別ナンバーと腰ナン バーカー

ドを受け取る。その後、競技開始時刻５分前に現地で最終コールを行う（二次コール）。 

（３）フィールド競技は、競技開始時刻９０分前から競技開始時刻３０分前までに競技者係でコール

用紙に○をつける（一次コール）。その後、競技開始時刻２０分前に現地で最終コールを行う

 （二次コール）。 

（４）多種目出場する競技者の招集時間や試合時間が重なる場合は、本人が最初の種目の一次コール 

の際に申し出て、指示を受けること。 

（５）リレーオーダー用紙は、競技開始時刻９０分前までに競技者係に提出する（一次コール）。   

（用紙は競技者係に準備してある。） 

 

３ 競技について 

（１）レ－ン、試技はプログラムの記載の番号順とする。 

（２）ナンバーカードは胸部・背部ともにしっかりと付けること。800mまでの種目については、腰ナ 

ンバーを各校で用意すること。 

（３）跳躍種目のナンバーカードは胸か背のどちらか一方だけでよい。 

（４）走高跳のバーの上げ方や練習の高さは、下記を基本に審判員が判断する。 

        男子：1m40(練習)1m45－1m50－1m55……1m80  以降 3cm きざみ 

        女子：1m10(練習)1m15－1m20－1m25……1m50  以降 3cm きざみ 

 

４ 競技用具について 

（１）やり以外の競技用具は主催者が準備したものを使用しなければならない。 

（２）やりは検査をうけて自己のやりを使用できる。 

検査時間：９：１０～２０ １００ｍゴール地点の用器具庫前 

 

５ その他 

（１）競技中のウォーミングアップは安全に留意し、雨天練習場や競技場周辺でおこなうこと。 

（２）競技開始前の競技場内での練習は審判員の指示に従うこと。 

（３）投てき練習は、審判員の指示により競技場内でのみおこなうこと。 

（４）貴重品は各校各自で管理し、盗難には十分に注意すること。 

（５）各校の使用した場所は清掃に努め、ゴミは持ち帰ること。 

（６）競技中に発生した傷害・疾病についての応急処置は主催者において行うが、以後の責任は負わ 

   ない。 

 

（７）各種配布書類に相違があった場合、コロナ禍を鑑みて設定された「第１２回丹有高校記録会開

催に際するガイドライン、申し合わせ事項」を上位の事項として、状況に応じた判断を行う。 
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T１次 T２次 R１次 R２次 F１次 F２次

0:20 0:05 1:30 0:05 0:30 0:20

組 一次 二次 人数 組 一次 二次

9:50 女 １５００ｍ 1 9:30 9:45 9:40 女 三段跳 4 9:10 9:20

10:00 男 １５００ｍ 3 9:40 9:55 9:40 男 三段跳 11 9:10 9:20

10:20 女 １００ｍ 4 10:00 10:15 11:30 女 走高跳 4 11:00 11:10

10:30 男 １００ｍ 11 10:10 10:25 11:30 男 走高跳 14 11:00 11:10

11:00 女 ４００ｍH 1 10:40 10:55 12:30 女 走幅跳 12 12:00 12:10

11:05 男 ４００ｍH 1 10:45 11:00 12:30 男 走幅跳 33 12:00 12:10

11:20 女 ８００ｍ 2 11:00 11:15

11:30 男 ８００ｍ 3 11:10 11:25

11:45 女 ２００ｍ 2 11:25 11:40

11:50 男 ２００ｍ 5 11:30 11:45

12:15 男 ３０００ｍSC 1 11:55 12:10

13:30 女 １００ｍH 1 13:10 13:25

13:35 男 １１０ｍH 1 13:15 13:30 人数 組 一次 二次

13:40 女 ４００ｍ 2 13:20 13:35 9:40 女 砲丸投 7

13:45 男 ４００ｍ 3 13:25 13:40 9:40 男 砲丸投 11

14:10 女 ３０００ｍ 1 13:50 14:05 9:50 女 やり投 10

14:35 女 ４×１００ｍ 1 13:05 14:30 9:50 男 やり投 17

14:45 男 ４×１００ｍ 2 13:15 14:40 13:00 女 円盤投 7

14:55 男 ５０００ｍ 2 14:35 14:50 13:00 男 円盤投 15

15:40 女 ４×４００ｍ 1 14:10 15:35 15:00 女 ハンマー投 2

15:45 男 ４×４００ｍ 2 14:15 15:40 15:00 男 ハンマー投 5

Aピット

種目

A・B
ピット

A・B
ピット

招集完了時間

招集完了時間

1

1 12:30

9:10 9:20

9:20 9:30

12:40

競技日程

競技終了時刻１６：００

競技開始時刻９：４０

開始時刻 種目 開始時刻 種目

開始時刻

1

招集完了時間

14:30 14:40

1
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２０２１年２月１５日  

丹有高体連陸上競技部  

第１２回丹有高校記録会 

開催に際するガイドライン、申し合わせ事項 

 

【基本事項】 

 

１．無観客開催とする → 保護者、関係者への周知  

 

２．日々の体調管理と検温を実施し、参加生徒の健康状態を各校顧問で把握すること。 な

お、競技会開催前７日間および開催後１４日間は、所定の健康チェックシートに必要

事項を 記録すること。（開催前健康チェックシートは、当日大会本部に提出） 

 

３．｢３密」の回避  

＊ソーシャルディスタンスの確保。  

・競技場のスタンド席を利用する場合は、席を 1人分は空けて座ること。 

・各校待機場所テントは最少人数で利用すること。  

・近距離での会話や発声・高唱を避ける。  

・十分な換気。  

・更衣室の滞在を短時間にする。（シャワーの使用は禁止する）  

 

４．感染症対策  

（１）マスクの着用  

・選手は運動以外の場面（待機場所、招集所、移動時など）では必ずマスクを着用す

ること。 

  

（２）手洗い、手指消毒の徹底  

・競技前、競技後の手洗い。  

・手指消毒用アルコール液の設置。 （中央ロビー、競技者係、役員控室、トイレ、ト

ラック競技のフィニッシュ 地点付近、フィールド競技の待機場所 用器具庫 等）  

＊競技役員、補助員の任務内容によってはゴム手袋を着用する。  

 

５．競技会への参加について（選手、補助員、大会役員・競技役員、報道関係者）  

＊参加生徒については、各校で本ガイドラインに同意し遵守することを確認のうえ、保

護者の承諾を得ていること。 

＊下記の①～④の場合は参加を認めない。  

①競技会当日の朝の検温で体温が３７．５℃を超えた場合。  

②発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。  

③過去７日以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水など）で受診や服薬をした

者。  

④同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。  

 

【競技運営面での対策】  

１．競技日程  

＊招集時刻、招集組数の分散化・細分化を図ったタイムテーブルの設定。  

①トラック競技  

スタート付近の待機場所における「３密」の回避。（スターター・出発係） 

②フィールド競技 
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・競技待機場所でのソーシャルディスタンスの確保。（特に公式練習前の注意事項

等の説明時）  

・用器具類の共用は避けられないので、競技後の手洗い、手指消毒を徹底させる。  

２．招集方法 

 招集は○付コール（一次コール）後、全て現地招集とする。  

 

３．その他  

・給水を実施する場合は、感染防止対策に十分留意すること。  

・長距離・競歩種目においては、先頭から著しく遅れた場合は競技を打ち切る場合があ

る。  

・記録および番組編成の掲示については、掲示板の配置を工夫し「３密」を回避する。  

 

【その他の対策】  

１．受付時の 3密を回避する為、代表者 1名が受付を済ませること。また一次コールの 3

密回避の為、一次コールの用紙は、競技開始 1時間 30分前に競技者係が掲示する。 

 

２．競技会当日朝の競技場への入場、競技会終了後の退場時に密にならないように指導す

る。 

 

３．競技会終了後は速やかに帰宅させる。  

 

４．各校待機場所について  

・他校の待機場所との距離を離す。  

・各校、各自での消毒液の準備を要請する。  

 

５．清掃の簡略化  

ゴミは各自持ち帰りとする。  

 

６．応援について  

感染防止のため、声を出しての応援(ラップタイムの読み上げも含む)、集団での応援

は禁止する。（手拍子などは可とする）  

 

７．ミーティングについて  

感染防止対策を講じて、連絡事項など必要最小限のものにとどめ短時間で終える。 

  

８．大会参加者・関係者（保護者含む）への周知  

別紙「大会参加者・保護者の皆様へのお願い」のＨＰ掲載と各校での周知・徹底。 
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第12回丹有高校記録会

１組 風 ( -2.2m ) ２組 風 ( -1.4m )

8 349 出雲  滉己 (2) 八鹿 (1) 11”33 -2.2 6 2295 能瀬航太郎 (2) 三木東 (1) 11”85

5 3532 目黒　雄大 (2) 滝川 (2) 11”43 -2.2 7 352 原田  大輝 (1) 八鹿 (2) 11”90

3 118 岡田  幸大 (2) 洲本 (3) 11”45 -2.2 8 994 梅垣  朋宏 (1) 柏原 (3) 11”94

6 1021 木村     烈 (2) 豊岡総合 (4) 11”49 -2.2 2 2296 三宅     空 (2) 三木東 (4) 11”97

1 185 清田  空月 (3) 三田 (5) 11”62 -2.2 1 527 岸本  広大 (1) 篠山鳳鳴 (5) 12”02

7 1352 阿部　航大 (2) 三田祥雲館 (6) 11”69 -2.2 5 1124 岸田  親吾 (2) 近畿大豊岡 (6) 12”02

2 824 藤川亜都夢(2) 淡路三原 (7) 11”84 -2.2 9 981 高橋  志門 (2) 柏原 (7) 12”06

4 901 清水  結太 (1) 柏原 (8) 11”85 -2.2 4 113 小畑多希琉(2) 洲本 (8) 12”09

9 344 笹谷     蓮 (2) 八鹿 DNS -2.2 3 355 橋本  隼貴 (1) 八鹿 (9) 12”11

３組 風 ( -1.1m ) ４組 風 ( -0.9m )

5 3533 西辻　泰都 (2) 滝川 (1) 11”74 -1.1 1 362 田中  秀弥 (1) 八鹿 (1) 12”06

3 986 秋山  鴻太 (2) 柏原 (2) 11”81 ( -1.1m )4 1364 鈴木　友翔 (1) 三田祥雲館 (2) 12”07

2 189 柏木  秀也 (2) 三田 (3) 11”82 ( -1.1m )9 357 石橋  隼人 (1) 八鹿 (3) 12”15

1 3544 清水　爽太 (2) 滝川 (3) 11”82 ( -1.1m )8 1026 清水  輝人 (2) 豊岡総合 (4) 12”28

4 1018 大嶋  来空 (2) 豊岡総合 (5) 11”88 ( -1.1m )5 1355 田中　亜門 (2) 三田祥雲館 (5) 12”28

7 904 上田  隼也 (1) 柏原 (6) 11”95 ( -1.1m )2 341 羽渕  光佑 (2) 八鹿 (6) 12”32

9 192 小前　晴雅 (1) 三田 (7) 12”00 ( -1.1m )6 1217 西畑  壮琉 (1) 三田西陵 (7) 12”38

6 522 揚田  将人 (2) 篠山鳳鳴 (8) 12”15 ( -1.1m )3 819 円行  拓海 (2) 淡路三原 (8) 12”60

8 1216 北田  晴翔 (1) 三田西陵 (9) 12”39 ( -1.1m )7 521 阪本  昂太 (2) 篠山鳳鳴 DNS

５組 風 ( -0.9m ) ６組 風 ( -0.9m )

4 401 小谷  将馬 (1) 三田松聖 (1) 11”83 ( -0.9m )5 1657 石本  綾汰 (2) 西宮東 (1) 12”03

8 486 堤     大空 (2) 三田松聖 (2) 11”88 ( -0.9m )4 1365 新田　修平 (1) 三田祥雲館 (2) 12”10

3 403 西田  輝斗 (1) 三田松聖 (3) 12”04 ( -0.9m )2 529 堂本  翔太 (1) 篠山鳳鳴 (3) 12”35

9 704 宮本　恵成 (1) 尼崎小田 (4) 12”10 ( -0.9m )8 957 吉谷  優真 (1) 豊岡 (4) 12”49

6 382 田中大二朗 (1) 有馬 (5) 12”42 ( -0.9m )6 3534 小野裕二郎(2) 滝川 (5) 12”59

5 956 黒﨑  洋介 (1) 豊岡 (6) 12”44 ( -0.9m )9 262 奈良平  宙 (1) 北摂三田 (6) 12”77

7 402 炭谷  歩杜 (1) 三田松聖 (7) 12”49 ( -0.9m )3 2293 橘川  友一 (2) 三木東 DNS

2 999 太田  温也 (1) 柏原 (8) 12”54 ( -0.9m )7 1660 相生     礼 (1) 西宮東 DNS

1 ( -0.9m )1 ( -0.9m )

７組 風 ( -0.1m ) ８組 風 ( -0.8m )

5 3550 池田　天斗 (1) 滝川 (1) 12”25 ( -0.1m )7 998 臼井  大晴 (1) 柏原 (1) 12”39

4 267 藤本　一平 (1) 北摂三田 (2) 12”28 ( -0.1m )3 657 髙山　優希 (1) 篠山産業 (2) 12”43

7 520 青野  寛大 (2) 篠山鳳鳴 (3) 12”47 ( -0.1m )8 3551 菅原　海斗 (1) 滝川 (3) 12”46

9 988 畑  諒太郎 (2) 柏原 (4) 12”54 ( -0.1m )5 1218 稲葉真之介 (1) 三田西陵 (4) 12”52

3 479 瀧本　圭汰 (1) 津名 (5) 12”68 ( -0.1m )4 115 下鶴      響 (2) 洲本 (5) 12”54

2 993 田中  雷人 (2) 柏原 (6) 12”71 ( -0.1m )6 1663 濵本  大聖 (1) 西宮東 (6) 12”74

6 258 浅田  拓海 (1) 北摂三田 (7) 12”79 ( -0.1m )9 116 新崎  奨介 (2) 洲本 (7) 12”81

8 989 山田  晴天 (2) 柏原 (8) 13”04 ( -0.1m )2 2297 村前  海斗 (2) 三木東 (8) 12”81

1 ( -0.1m )1 ( -0.8m )

男子 100ｍ
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９組 風 ( -1.9m ) 10組 風 ( -1.9m )

6 194 藤田　啓伍 (1) 三田 (1) 12”19 ( -1.9m )7 984 大木    健 (2) 柏原 (1) 12”33

4 195 檜皮壮一郎 (1) 三田 (2) 12”65 ( -1.9m )8 983 垣内  郁未 (2) 柏原 (2) 12”51

5 186 小山  直樹 (3) 三田 (3) 12”68 ( -1.9m )6 663 西口　主将 (1) 篠山産業 (3) 12”57

8 2298 井上  直飛 (1) 三木東 (4) 12”78 ( -1.9m )9 661 畑　　樹生 (1) 篠山産業 (4) 12”65

2 656 清水　晃俊 (1) 篠山産業 (5) 12”82 ( -1.9m )4 980 足立  昌聡 (2) 柏原 (5) 12”80

9 1664 竹村  莉来(1) 西宮東 (6) 12”87 ( -1.9m )2 1214 三澤  浩樹 (2) 三田西陵 (6) 13”15

3 902 永井  結斗 (1) 柏原 (7) 13”00 ( -1.9m )3 379 西中  雄一 (1) 有馬 (7) 13”17

7 997 上田  和也 (1) 柏原 (8) 13”55 ( -1.9m )5 710 中野　修吾 (1) 尼崎小田 (8) 13”37

1 ( -1.9m )1 ( -1.9m )

11組 風 ( -1.8m )

3 977 采女  智範 (2) 柏原 (1) 12”98 ( -1.8m )

7 1219 上野  陽輝 (1) 三田西陵 (2) 13”00 ( -1.8m )

5 1220 藤本  虎白 (1) 三田西陵 (3) 13”34 ( -1.8m )

6 1221 森岡  俊介 (1) 三田西陵 (4) 13”50 ( -1.8m )

9 528 谷口  絢哉 (1) 篠山鳳鳴 (5) 13”54 ( -1.8m )

4 531 楠        駿 (1) 篠山鳳鳴 (6) 13”68 ( -1.8m )

8 405 岡田  真聖 (1) 三田松聖 (7) 14”08 ( -1.8m )

2 409 柳澤  志貴 (1) 三田松聖 (8) 15”11 ( -1.8m )

1 ( -1.8m )

男子 100ｍ
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１組 風 ( -1.0m ) ２組 風 ( -0.6m )

7 950 前田恒太郎 (1) 豊岡 (1) 22”78 -1.0 6 1018 大嶋  来空 (2) 豊岡総合 (1) 22”96

5 3532 目黒　雄大(2) 滝川 (2) 22”89 -1.0 8 192 小前　晴雅 (1) 三田 (2) 23”66

6 1352 阿部　航大 (2) 三田祥雲館 (3) 23”15 -1.0 2 352 原田  大輝 (1) 八鹿 (3) 23”76

4 118 岡田  幸大(2) 洲本 (4) 23”49 -1.0 9 3535 堀口　大智(2) 滝川 (4) 24”19

2 113 小畑多希琉(2) 洲本 (5) 23”70 -1.0 3 994 梅垣  朋宏 (1) 柏原 DNS

9 3531 柴田　倫太郎(2)滝川 (6) 23”72 -1.0 4 185 清田  空月 (3) 三田 DNS

3 349 出雲  滉己 (2) 八鹿 DNS -1.0 5 344 笹谷    蓮 (2) 八鹿 DNS

8 944 金澤  岳晃 (2) 豊岡 DNS -1.0 7 901 清水  結太 (1) 柏原 DNS

1 -1.0 1 ( -0.6m )

３組 風 ( -0.9m ) ４組 風 ( -0.8m )

2 1364 鈴木　友翔 (1) 三田祥雲館 (1) 23”88 ( -0.9m )6 259 大塚    奏 (1) 北摂三田 (1) 23”38

7 487 楠田  正弘 (2) 三田松聖 (2) 23”94 ( -0.9m )4 268 加門　昂大 (1) 北摂三田 (2) 23”89

6 1030 上阪  亘輝 (1) 豊岡総合 (3) 24”06 ( -0.9m )3 362 田中  秀弥 (1) 八鹿 (3) 24”11

5 355 橋本  隼貴 (1) 八鹿 (4) 24”40 ( -0.9m )5 1217 西畑  壮琉 (1) 三田西陵 (4) 24”98

3 996 矢尾健太郎 (1) 柏原 DNS ( -0.9m )7 489 吉田  翔悟 (2) 三田松聖 (5) 24”99

4 189 柏木  秀也 (2) 三田 DNS ( -0.9m )2 262 奈良平  宙 (1) 北摂三田 (6) 26”25

8 981 高橋  志門 (2) 柏原 DNS ( -0.9m )8 186 小山  直樹 (3) 三田 (7) 27”61

1 ( -0.9m )1

9 ( -0.9m )9

５組 風 ( -0.8m )

5 986 秋山  鴻太 (2) 柏原 (1) 23”34 ( -0.8m )1

4 2295 能瀬航太郎 (2) 三木東 (2) 23”39 ( -0.8m )2

2 376 東山  明輝 (1) 有馬 (3) 24”48 ( -0.8m )3

7 2298 井上  直飛 (1) 三木東 (4) 24”74 ( -0.8m )4

6 993 田中  雷人 (2) 柏原 (5) 25”44 ( -0.8m )5

3 983 垣内  郁未 (2) 柏原 (6) 26”09 ( -0.8m )6

8 989 山田  晴天 (2) 柏原 DNS ( -0.8m )7

1 ( -0.8m )8

9 ( -0.8m )9

男子 200ｍ
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１組 ２組

7 948 水田  陸斗 (2) 豊岡 (1) 49”53 5 1662 太田  和樹(1) 西宮東 (1) 50”32

8 484 東    秀太 (2) 三田松聖 (2) 49”83 6 950 前田恒太郎 (1) 豊岡 (2) 51”13

1 1034 中嶋  颯良 (1) 豊岡総合 (3) 50”84 7 1216 北田  晴翔 (1) 三田西陵 (3) 52”77

2 2296 三宅    空 (2) 三木東 (4) 52”21 8 271 西村　知隼 (1) 北摂三田 (4) 54”30

9 825 前川  蒼空(2) 淡路三原 (5) 54”36 9 524 月森  公貴 (2) 篠山鳳鳴 (5) 54”98

5 402 炭谷  歩杜 (1) 三田松聖 (6) 54”64 3 657 髙山　優希 (1) 篠山産業 (6) 55”50

4 405 岡田  真聖 (1) 三田松聖 (7) 1'05”77 2 988 畑  諒太郎 (2) 柏原 (7) 56”16

6 409 柳澤  志貴 (1) 三田松聖 (8) 1'10”54 4 996 矢尾健太郎 (1) 柏原 DNS

3 188 島  真之介 (2) 三田 DNS 1

３組

5 193 白石　　 稜 (1) 三田 (1) 53”23

4 479 瀧本　圭汰(1) 津名 (2) 55”71

6 959 田中  大輝 (1) 豊岡 (3) 57”13

7 1033 塚原優希翔 (1) 豊岡総合 (4) 57”44

2 340 衣川  杏平 (2) 八鹿 (5) 57”74

3 658 竹田　未來 (1) 篠山産業 (6) 58”73

1 528 谷口  絢哉 (1) 篠山鳳鳴 (7) 59”24

8 659 谷垣　文規 (1) 篠山産業 (8) 1'00”00

9

男子 400ｍ
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１組（400        ） ２組（400        ）

5 484 東    秀太 (2) 三田松聖 (1) 1'53”12 6 2363 川島　伶太(2) 関西学院 (1) 2'07”33

7 338 山口    凜 (2) 八鹿 (2) 2'02”35 3 2383 南　柊成(1) 関西学院 (2) 2'07”62

8 946 山本  貴心 (2) 豊岡 (3) 2'02”58 4 1661 中村  龍星(1) 西宮東 (3) 2'07”68

2 954 大谷誠士郎 (1) 豊岡 (4) 2'03”08 7 938 森友  康太 (2) 豊岡 (4) 2'14”41

4 945 川上    碧 (2) 豊岡 (5) 2'03”13 8 1356 中田　遼太 (2) 三田祥雲館 (5) 2'14”66

6 359 廣瀬  創大 (1) 八鹿 (6) 2'04”12 9 1213 永喜  友哉 (2) 三田西陵 (6) 2'15”14

3 939 岩本    真 (2) 豊岡 (7) 2'05”88 2 180 鍛示  智志 (3) 三田 (7) 2'22”97

1 1651 米田  竜太(2) 西宮東 (8) 2'08”78 5 1130 上崎  圭吾 (1) 近畿大豊岡 DNS

9 1121 和田  颯太 (2) 近畿大豊岡 (9) 2'12”34 1

３組（400        ）

9 1215 森玉  鳳雅 (1) 三田西陵 (1) 2'09”93

5 197 永井　柊羽 (1) 三田 (2) 2'13”20

6 342 宇佐見侑也 (2) 八鹿 (3) 2'19”93

7 181 須崎  泰成 (3) 三田 (4) 2'20”06

3 654 岩澤　一樹 (1) 篠山産業 (5) 2'20”45

2 706 宮田　楓也 (1) 尼崎小田 (6) 2'24”37

4 121 坂口  隆文(1) 洲本 DNS

8 1133 中村  佳祐 (1) 近畿大豊岡 DNS

1

男子 800ｍ
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１組 （400m　　　800m　　　1200m 　　　) ２組 （400m　　　800m　　　1200m 　　　)

5 2367 大島　滉平(2) 関西学院 (1) 4'10”32 16 906 中川  祥汰 (1) 柏原 (1) 4'24”07

15 2355 福地　叶夢(2) 関西学院 (2) 4'10”95 12 248 東郷  将也 (3) 北摂三田 (2) 4'26”44

14 905 田中  聡吾 (1) 柏原 (3) 4'14”70 15 955 久保田凌平 (1) 豊岡 (3) 4'26”78

12 255 植田  順也 (2) 北摂三田 (4) 4'18”79 11 190 中務  新太 (2) 三田 (4) 4'28”44

11 354 岡田  颯星 (1) 八鹿 (5) 4'19”42 13 260 中道　裕太 (1) 北摂三田 (5) 4'30”56

9 1121 和田  颯太 (2) 近畿大豊岡 (6) 4'21”23 10 1651 米田  竜太(2) 西宮東 (6) 4'30”89

8 947 西川  智生 (2) 豊岡 (7) 4'21”31 5 273 平澤宏一朗 (1) 北摂三田 (7) 4'30”99

13 261 氏原功志郎 (1) 北摂三田 (8) 4'24”13 3 907 宮城  亮佑 (1) 柏原 (8) 4'33”35

2 371 藤原  魁人 (2) 有馬 (9) 4'25”36 7 350 野田  陸斗 (2) 八鹿 (9) 4'33”65

7 817 粟井  駿平(2) 淡路三原 (10) 4'25”81 1 1665 田中  健吾(1) 西宮東 (10) 4'34”59

3 478 杖谷　武流(2) 津名 (11) 4'27”32 9 1666 市川  誉土(1) 西宮東 (11) 4'35”66

6 1650 中川  悠(2) 西宮東 (12) 4'30”80 14 272 土持　　奏 (1) 北摂三田 (12) 4'44”89

1 348 足立  貴昭 (2) 八鹿 (13) 4'33”01 8 380 津隈  功吉 (1) 有馬 (13) 4'47”79

4 477 德田　天馬(2) 津名 (14) 4'41”04 2 480 多田　愛翔(1) 津名 DNS

10 3515 坂本  亘生(3) 滝川 DNS 4 992 岡林  和貴 (2) 柏原 DNS

16 251 奥野  颯太 (2) 北摂三田 DNS 6 821 奥野  颯太(2) 淡路三原 DNS

３組 （400m　　　800m　　　1200m 　　　)

8 114 円行  歩夢(2) 洲本 (1) 4'37”40 9 179 大西  秀弥 (3) 三田 (9) 4'52”78

10 481 山内　健流(1) 津名 (2) 4'38”84 12 1134 和久  大起 (1) 近畿大豊岡 (10) 5'04”17

1 378 西川    颯 (1) 有馬 (3) 4'39”75 11 385 大西    芯 (1) 有馬 (11) 5'31”06

5 356 松上  隼和 (1) 八鹿 (4) 4'39”89 2 121 坂口  隆文(1) 洲本 DNS

6 985 須原  祐斗 (2) 柏原 (5) 4'40”53 4 655 来島　悠斗 (1) 篠山産業 DNS

3 526 田淵  文也 (2) 篠山鳳鳴 (6) 4'42”98 7 1031 奥仲  蒼羽 (1) 豊岡総合 DNS

13 196 小柳  琉渡 (1) 三田 (7) 4'50”43 15 373 嶋田  祐仁 (2) 有馬 DNS

14 1126 小山  歩夢 (2) 近畿大豊岡 (8) 4'52”36

男子 1500ｍ
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１組 （1000m            2000m            3000m            4000m             )

18 354 岡田  颯星 (1) 八鹿 (1) 16'05”04 9 1659 岩津幸志郎(1) 西宮東 (10) 17'06”95

3 3540 辻　良晴(2) 滝川 (2) 16'06”90 7 2382 沖　悠太(1) 関西学院 (11) 17'13”04

5 338 山口    凜 (2) 八鹿 (3) 16'09”71 10 356 松上  隼和 (1) 八鹿 (12) 17'57”63

15 478 杖谷　武流(2) 津名 (4) 16'21”81 14 831 平  恭輔(1) 淡路三原 (13) 18'29”33

4 828 富山  拓郎(1) 淡路三原 (5) 16'22”30 1 818 伊吹  悠佑(2) 淡路三原 DNS

2 3548 平野　歩(1) 滝川 (6) 16'42”11 6 905 田中  聡吾 (1) 柏原 DNS

16 1025 飯田  博志 (2) 豊岡総合 (7) 16'58”77 8 3547 藤原　凜太朗(2)滝川 DNS

12 523 荒木    光 (2) 篠山鳳鳴 (8) 17'01”78 11 3515 坂本  亘生(3) 滝川 DNS

17 353 福井    峻 (1) 八鹿 (9) 17'05”98 13 477 德田　天馬(2) 津名 DNS

２組 （1000m            2000m            3000m            4000m             )

6 906 中川  祥汰 (1) 柏原 (1) 16'52”25 10 1351 吉岡　空音 (2) 三田祥雲館 (10) 17'46”96

15 955 久保田凌平 (1) 豊岡 (2) 17'00”86 16 381 岩波  翔太 (1) 有馬 (11) 17'53”56

11 1362 野一色雄善 (1) 三田祥雲館 (3) 17'02”18 9 652 山口　利来 (2) 篠山産業 (12) 18'04”01

4 481 山内　健流(1) 津名 (4) 17'08”01 17 408 有延　彰彬 (1) 三田松聖 (13) 18'11”57

5 2390 有吉健太郎(1) 関西学院 (5) 17'10”51 14 488 森本  稜也 (2) 三田松聖 (14) 18'40”83

3 114 円行  歩夢(2) 洲本 (6) 17'13”58 7 480 多田　愛翔(1) 津名 (15) 19'39”25

8 1024 中川  康平 (2) 豊岡総合 (7) 17'23”52 12 1361 中谷　翔一 (1) 三田祥雲館 DNS

2 907 宮城  亮佑 (1) 柏原 (8) 17'30”92 13 1130 上崎  圭吾 (1) 近畿大豊岡 DNS

1 2389 高坂　駿吾(1) 関西学院 (9) 17'42”82

１組 風 ( ー0.5m )

6 824 藤川亜都夢(2) 淡路三原 (1) 15”99 ー0.5

4 904 上田  隼也 (1) 柏原 (2) 16”33 ー0.5

7 401 小谷  将馬 (1) 三田松聖 (3) 16”88 ー0.5

3 521 阪本  昂太 (2) 篠山鳳鳴 DNS ー0.5

5 1021 木村    烈 (2) 豊岡総合 DNS ー0.5

1 ー0.5

2 ー0.5

8 ー0.5

9 ー0.5

男子 110ｍH

男子 5000ｍ
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１組

9 361 足立  蓮珠 (1) 八鹿 (1) 57”66

5 1360 竹内　　漣 (1) 三田祥雲館 (2) 58”07

6 343 児島  啓太 (2) 八鹿 (3) 1'03”51

4 485 牛嶋  拓人 (2) 三田松聖 (4) 1'03”67

7 1358 菅原  大和 (1) 三田祥雲館 (5) 1'06”68

8 997 上田  和也 (1) 柏原 (6) 1'10”08

2 1022 多田  大和 (2) 豊岡総合 DNS

3 1020 木村  寧緒 (2) 豊岡総合 DNS

1

１組 （1000m            2000m              )

1 3547 藤原　凜太朗(2)滝川 (1) 10'07”17 8 937 福井  涼太 (2) 豊岡 (9) 10'39”48

10 1658 印部  優志(2) 西宮東 (2) 10'15”62 6 257 久山  大祐 (1) 北摂三田 (10) 10'41”28

12 3548 平野　歩(1) 滝川 (3) 10'17”05 4 979 小橋稿太朗 (2) 柏原 (11) 10'49”01

9 3540 辻　良晴(2) 滝川 (4) 10'17”68 13 248 東郷  将也 (3) 北摂三田 (12) 11'00”93

14 829 上野  快晟(1) 淡路三原 (5) 10'18”74 2 2294 繁田  慧翔 (2) 三木東 (13) 11'15”30

15 371 藤原  魁人 (2) 有馬 (6) 10'21”81 7 987 永井  洋介 (2) 柏原 (14) 11'31”88

11 251 奥野  颯太 (2) 北摂三田 (7) 10'29”30 3 263 山田　瑞揮 (1) 北摂三田 DNS

16 1653 下茂  孝輔(2) 西宮東 (8) 10'30”19 5 254 伊藤  飛岳 (2) 北摂三田 DNS

男子 400ｍH

男子 3000ｍSC
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１組

1 三田西陵 (6) 48”40 2 三木東 (3) 45”47 3 有馬A (2) 45”46

1212 上田  夏歩 (2) 2293 橘川  友一 (2) 369 村上    司 (2) 3

1214 三澤  浩樹 (2) 2 2294 繁田  慧翔 (2) 372 北脇  尚弥 (2) 2

1216 北田  晴翔 (1) 2295 能瀬航太郎 (2) 2 376 東山  明輝 (1)

1217 西畑  壮琉 (1) 1 2296 三宅    空 (2) 4 382 田中大二朗 (1) 4

1218 稲葉真之介 (1) 2297 村前  海斗 (2) 1 383 羽立　　 敬(1) 1

1219 上野  陽輝 (1) 4 2298 井上  直飛 (1) 3

1220 藤本　虎白（1） 3

4 三田 DNS 5 柏原A (1) 44”17 6 滝川 DNS

185 清田  空月 (3) 901 清水  結太 (1) 3531 柴田　倫太郎(2)

186 小山  直樹 (3) 904 上田  隼也 (1) 2 3532 目黒　雄大(2)

187 木内  康太 (3) 981 高橋  志門 (2) 1 3533 西辻　泰都(2)

188 島  真之介 (2) 986 秋山  鴻太 (2) 4 3534 小野　裕二郎(2)

189 柏木  秀也 (2) 994 梅垣  朋宏 (1) 3 3535 堀口　大智(2)

191 道原　拓人 (2) 3544 清水　爽太(2)

7 八鹿 DNS 8 柏原B (5) 47”52 9 三田松聖 (4) 46”56

341 羽渕  光佑 (2) 902 永井  結斗 (1) 3 485 牛嶋  拓人 (2) 3

344 笹谷    蓮 (2) 988 畑  諒太郎 (2) 486 堤    大空 (2) 1

349 出雲  滉己 (2) 989 山田  晴天 (2) 4 487 楠田  正弘 (2) 4

352 原田  大輝 (1) 993 田中  雷人 (2) 2 489 吉田  翔悟 (2) 2

355 橋本  隼貴 (1) 996 矢尾健太郎 (1)

357 石橋  隼人 (1) 999 太田  温也 (1) 1

２組

1 篠山産業 (4) 46”85 2 有馬B (6) 47”79 3 三田B (1) 44”71

647 井関  良太 (2) 4 374 東出  輝陽 (1) 192 小前　晴雅 (1) 3

656 清水　晃俊 (1) 1 375 山野  覇功 (1) 3 193 白石　　 稜 (1) 4

657 髙山　優希 (1) 377 神足  悠生 (1) 1 194 藤田　啓伍 (1) 2

661 畑　　樹生 (1) 3 379 西中  雄一 (1) 4 195 檜皮壮一郎 (1) 1

663 西口　主将 (1) 2 383 羽立    敬 (1) 196 小柳  琉渡 (1)

376 東山　明輝（1） 2 197 永井　柊羽 (1)

4 洲本 (2) 45”14 5 西宮東 DNS 6 尼崎小田 (5) 47”34

113 小畑多希琉(2) 2 1657 石本  綾汰(2) 704 宮本　恵成 (1) 2

115 下鶴    響(2) 1 1660 相生  礼(1) 709 大野　圭翔 (1) 1

116 新崎  奨介(2) 3 1662 太田  和樹(1) 710 中野　修吾 (1) 3

118 岡田  幸大(2) 4 1663 濵本  大聖(1) 797 江口　賢次 (2) 4

1664 竹村  莉来(1)

7 篠山鳳鳴 (7) 49”50 8 三田松聖B (3) 46”53 9 三田祥雲館 DNS

520 青野  寛大 (2) 3 401 小谷  将馬 (1) 4 1350 橋本　寿一 (2)

521 阪本  昂太 (2) 402 炭谷  歩杜 (1) 2 1354 菅野　壱心 (2)

522 揚田  将人 (2) 4 403 西田  輝斗 (1) 1 1355 田中　亜門 (2)

527 岸本  広大 (1) 2 405 岡田  真聖 (1) 3 1363 亀田壮一郎 (1)

529 堂本  翔太 (1) 1 1364 鈴木　友翔 (1)

男子 4×100ｍ
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１組
1 北摂三田B (8) 3’44”70 2 八鹿 (7) 3’40”00 3 西宮東 (5) 3’38”35

248 東郷  将也 (3) 4 344 笹谷    蓮 (2) 1650 中川  悠(2) 2

251 奥野  颯太 (2) 3 349 出雲  滉己 (2) 1651 米田  竜太(2)

254 伊藤  飛岳 (2) 1 352 原田  大輝 (1) 3 1658 印部  優志(2) 4

257 久山  大祐 (1) 2 355 橋本  隼貴 (1) 4 1660 相生  礼(1)

263 山田　瑞揮 (1) 359 廣瀬  創大 (1) 2 1661 中村  龍星(1) 3

273 平澤宏一朗 (1) 361 足立  蓮珠 (1) 1 1662 太田  和樹(1) 1

4 北摂三田A (2) 3’36”78 5 柏原A (1) 3’35”17 6 滝川 (3) 3’37”28

252 宮田  晴人 (2) 2 901 清水  結太 (1) 3531 柴田　倫太郎(2) 4

258 浅田  拓海 (1) 904 上田  隼也 (1) 2 3532 目黒　雄大(2) 3

259 大塚    奏 (1) 3 986 秋山  鴻太 (2) 1 3533 西辻　泰都(2) 1

265 浅倉　慶太 (1) 988 畑  諒太郎 (2) 3 3534 小野　裕二郎(2)

268 加門　昂大 (1) 1 994 梅垣  朋宏 (1) 4 3535 堀口　大智(2) 2

271 西村　知隼 (1) 4 996 矢尾健太郎 (1) 3544 清水　爽太(2)

7 有馬A (6) 3’39”25 8 三田A (4) 3’38”22 9 柏原B (9) 4’00”13

369 村上    司 (2) 3 185 清田  空月 (3) 1 902 永井  結斗 (1) 2

371 藤原  魁人 (2) 2 186 小山  直樹 (3) 981 高橋  志門 (2)

372 北脇  尚弥 (2) 1 187 木内  康太 (3) 2 989 山田  晴天 (2)

376 東山  明輝 (1) 188 島  真之介 (2) 993 田中  雷人 (2)

379 西中  雄一 (1) 189 柏木  秀也 (2) 3 997 上田  和也 (1) 1

382 田中大二朗 (1) 4 191 道原　拓人 (2) 999 太田  温也 (1)

197 永井　柊羽（1） 4 987 永井  洋介　  (2) 3

979 小橋稿太朗   (2) 4

２組
1 2 有馬B (6) 3’52”40 3 篠山鳳鳴 (7) 3’56”54

374 東出  輝陽 (1) 520 青野  寛大 (2) 2

377 神足  悠生 (1) 3 521 阪本  昂太 (2)

380 津隈  功吉 (1) 4 523 荒木    光 (2)

382 田中大二朗 (1) 524 月森  公貴 (2) 1

383 羽立    敬 (1) 2 528 谷口  絢哉 (1) 3

376 東山　明輝（1） 1 531 楠      駿 (1) 4

4 三木東 (2) 3’40”07 5 三田祥雲館 (4) 3’41”51 6 三田松聖 (3) 3’41”40

2293 橘川  友一 (2) 1352 阿部　航大 (2) 4 401 小谷  将馬 (1)

2294 繁田  慧翔 (2) 4 1357 松田　龍拓 (2) 485 牛嶋  拓人 (2) 4

2295 能瀬航太郎 (2) 1 1358 菅原  大和 (1) 2 486 堤    大空 (2) 3

2296 三宅    空 (2) 2 1360 竹内　　漣 (1) 3 487 楠田  正弘 (2) 1

2297 村前  海斗 (2) 1365 新田　修平 (1) 1 489 吉田  翔悟 (2) 2

2298 井上  直飛 (1) 3

7 三田西陵 (1) 3’38”41 8 三田B (5) 3’51”75 9 有馬C DQ

1212 上田  夏歩 (2) 3 192 小前　晴雅 (1) 2 373 嶋田  祐仁 (2)

1214 三澤  浩樹 (2) 193 白石　  稜 (1) 4 375 山野  覇功 (1) 1

1215 森玉  鳳雅 (1) 4 194 藤田　啓伍 (1) 3 378 西川    颯 (1) 2

1216 北田  晴翔 (1) 1 195 檜皮壮一郎 (1) 1 381 岩波  翔太 (1)

1217 西畑  壮琉 (1) 196 小柳  琉渡 (1) 385 大西    芯 (1) 3

1218 稲葉真之介 (1) 2 197 永井　柊羽 (1) 379 西中　雄一（1） 4

男子 4×400ｍ
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10 951 岡林  俊樹 (1) 豊岡 (1) 1m70 3 709 大野　圭翔 (1) 尼崎小田 (8) 1m60

11 346 平山  陽登 (2) 八鹿 (2) 1m70 6 653 芦田  光基 (1) 篠山産業 (9) 1m55

5 252 宮田  晴人 (2) 北摂三田 (3) 1m65 4 1355 田中　亜門 (2) 三田祥雲館 (10) 1m50

14 383 羽立    敬 (1) 有馬 (3) 1m65 7 902 永井  結斗 (1) 柏原 (11) 1m50

9 952 岸田  大輝 (1) 豊岡 (5) 1m65 8 1664 竹村  莉来 (1) 西宮東 (12) 1m45

12 265 浅倉　慶太 (1) 北摂三田 (6) 1m65 1 660 都野守快成 (1) 篠山産業 NM

2 984 大木    健 (2) 柏原 (7) 1m60 13 1660 相生    礼 (1) 西宮東 DNS

32 1350 橋本　寿一 (2) 三田祥雲館 (1) 6m52 ( -0.3 ) 13 1363 亀田壮一郎 (1) 三田祥雲館 (18) 5m39 ( -0.2 )

29 704 宮本　恵成 (1) 尼崎小田 (2) 6m16 ( +0.0 ) 9 661 畑　　樹生 (1) 篠山産業 (19) 5m34 ( -0.3 )

31 1212 上田  夏歩 (2) 三田西陵 (3) 6m04 ( +0.8 ) 24 357 石橋  隼人 (1) 八鹿 (20) 5m30 ( -0.1 )

30 1124 岸田  親吾 (2) 近畿大豊岡 (4) 5m97 ( +0.4 ) 14 3542 塩﨑　潤　 (2) 滝川 (21) 5m22 ( -0.3 )

26 1657 石本  綾汰 (2) 西宮東 (5) 5m78 ( -0.1 ) 12 999 太田  温也 (1) 柏原 (22) 5m19 ( +0.0 )

27 187 木内  康太 (3) 三田 (6) 5m77 ( +0.0 ) 19 339 池田  一颯 (2) 八鹿 (23) 5m17 ( -1.2 )

28 476 山崎晴志郎 (2) 津名 (7) 5m72 ( +0.0 ) 5 375 山野  覇功 (1) 有馬 (24) 5m16 ( +0.0 )

15 797 江口　賢次 (2) 尼崎小田 (8) 5m63 ( -0.0 ) 16 647 井関  良太 (2) 篠山産業 (25) 5m14 ( -0.1 )

21 1365 新田　修平 (1) 三田祥雲館 (9) 5m62 ( -0.4 ) 6 656 清水　晃俊 (1) 篠山産業 (26) 5m09 ( -0.5 )

23 115 下鶴    響 (2) 洲本 (10) 5m62 ( -0.7 ) 4 116 新崎  奨介 (2) 洲本 (27) 4m82 ( -0.5 )

25 527 岸本  広大 (1) 篠山鳳鳴 (11) 5m61 ( +0.0 ) 3 710 中野　修吾 (1) 尼崎小田 (28) 4m36 ( -0.5 )

10 482 福原　央士 (1) 津名 (12) 5m57 ( +0.2 ) 33 475 海道　藍真 (2) 津名 NM ( )

11 961 西村  仁志 (1) 豊岡 (13) 5m55 ( -0.0 ) 1 1357 松田　龍拓 (2) 三田祥雲館 DNS ( )

20 520 青野  寛大 (2) 篠山鳳鳴 (14) 5m49 ( -0.5 ) 7 1366 金岡伸太朗 (1) 三田祥雲館 DNS ( )

2 1032 竹森  元宣 (1) 豊岡総合 (15) 5m47 ( -1.2 ) 8 258 浅田  拓海 (1) 北摂三田 DNS ( )

22 980 足立  昌聡 (2) 柏原 (16) 5m46 ( +0.6 ) 18 2293 橘川  友一 (2) 三木東 DNS ( )

17 267 藤本　一平 (1) 北摂三田 (17) 5m40 ( -0.1 )

11 475 海道　藍真 (2) 津名 (1) 14m30 ( +2.7 ) 4 1363 亀田壮一郎 (1) 三田祥雲館 (7) 11m63 ( +1.4 )

10 252 宮田  晴人 (2) 北摂三田 (2) 13m82 ( +1.3 ) 2 482 福原　央士 (1) 津名 (8) 11m50 ( +4.7 )

9 1350 橋本　寿一 (2) 三田祥雲館 (3) 13m09 ( +1.9 ) 5 341 羽渕  光佑 (2) 八鹿 (9) 11m02 ( +2.7 )

7 377 神足  悠生 (1) 有馬 (4) 12m56 ( +3.8 ) 3 647 井関  良太 (2) 篠山産業 (10) 10m95 ( +2.6 )

6 372 北脇  尚弥 (2) 有馬 (5) 11m91 ( +2.4 ) 1 1357 松田　龍拓 (2) 三田祥雲館 (11) 10m16 ( +3.5 )

8 369 村上    司 (2) 有馬 (6) 11m78 ( +1.4 )

男子 走高跳

男子 走幅跳

男子 三段跳
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11 1353 梅﨑　瑛介 (2) 三田祥雲館 (1) 12m88 4 191 道原　拓人 (2) 三田 (7) 8m79

10 1354 菅野　壱心 (2) 三田祥雲館 (2) 12m50 2 492 大内  陽風 (2) 三田松聖 (8) 7m48

9 3539 樫谷　  陽 (2) 滝川 (3) 11m38 1 406 中村  梁太 (1) 三田松聖 (9) 6m82

8 1019 垣谷  雄豪 (2) 豊岡総合 (4) 11m21 3 1127 岸本  航弥 (2) 近畿大豊岡 DNS

6 404 林      奏 (1) 三田松聖 (5) 10m19 7 3536 坂梨　凌雅(2) 滝川 DNS

5 949 西田  颯志 (1) 豊岡 (6) 9m37

15 1354 菅野　壱心 (2) 三田祥雲館 (1) 35m89 5 995 奥谷  柊哉 (1) 柏原 (9) 20m54

13 404 林      奏 (1) 三田松聖 (2) 30m21 7 492 大内  陽風 (2) 三田松聖 (10) 20m00

14 1353 梅﨑　瑛介 (2) 三田祥雲館 (3) 29m47 2 1219 上野  陽輝 (1) 三田西陵 (11) 18m82

12 648 金崎    樹 (2) 篠山産業 (4) 26m89 1 491 村田  隆輔 (2) 三田松聖 (12) 18m55

10 1019 垣谷  雄豪 (2) 豊岡総合 (5) 26m50 6 490 濱原  翔希 (2) 三田松聖 (13) 18m52

3 379 西中  雄一 (1) 有馬 (6) 23m31 9 960 谷村  泰星 (1) 豊岡 NM

4 1221 森岡  俊介 (1) 三田西陵 (7) 22m60 11 958 岡本  紘輝 (1) 豊岡 NM

8 264 車木　俊貴 (1) 北摂三田 (8) 22m59

5 995 奥谷  柊哉 (1) 柏原 (1) 31m84

3 662 上田  雅人 (1) 篠山産業 (2) 24m87

2 949 西田  颯志 (1) 豊岡 (3) 23m85

1 358 笹谷    陸 (1) 八鹿 (4) 17m43

4 351 酒井  洋輝 (1) 八鹿 DNS

16 1125 中川  洸希 (2) 近畿大豊岡 (1) 45m13

17 3539 樫谷　  陽 (2) 滝川 (2) 44m78

10 360 上垣  真透 (1) 八鹿 (3) 40m24

11 2297 村前  海斗 (2) 三木東 (4) 39m71

14 977 采女  智範 (2) 柏原 (5) 38m37

9 491 村田  隆輔 (2) 三田松聖 (6) 37m80

13 490 濱原  翔希 (2) 三田松聖 (7) 37m59

12 958 岡本  紘輝 (1) 豊岡 (8) 37m08

6 998 臼井  大晴 (1) 柏原 (9) 34m91

15 275 森田  泰斗 (1) 北摂三田 (10) 34m18

8 374 東出  輝陽 (1) 有馬 (11) 30m22

5 524 月森  公貴 (2) 篠山鳳鳴 (12) 29m63

4 191 道原　拓人 (2) 三田 (13) 28m12

3 651 鈴木  孝彌 (2) 篠山産業 (14) 27m50

2 660 都野守快成 (1) 篠山産業 (15) 22m13

1 410 吉井  一貴 (2) 三田松聖 (16) 21m63

7 1220 藤本  虎白 (1) 三田西陵 NM

男子 ﾊﾝﾏｰ投

男子 やり投

男子 砲丸投

男子 円盤投
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１組 風 ( -1.9m ) ２組 風 ( -1.7m )

7 1304 花谷　風南 (1) 三田祥雲館 (1) 13”49 ( -1.9m )8 919 鹿島かりん (1) 柏原 (1) 13”95

3 129 清水あいり (1) 三田 (2) 13”56 ( -1.9m )6 864 前田  薫那 (2) 淡路三原 (2) 14”07

8 926 近藤なつき (1) 柏原 (3) 13”82 ( -1.9m )2 465 馬場　希実 (2) 三田松聖 (3) 14”09

2 130 藤田　真凪 (1) 三田 (4) 13”95 ( -1.9m )3 466 瀧瀬  遥葵 (2) 三田松聖 (4) 14”39

6 1007 黒崎  紀花 (2) 豊岡総合 (5) 14”08 ( -1.9m )7 464 降矢  怜奈 (2) 三田松聖 (5) 14”40

4 869 紀本  優月 (1) 淡路三原 (6) 14”19 ( -1.9m )4 865 岡田  未優(2) 淡路三原 (6) 14”48

5 976 荒木奈々子 (2) 豊岡 DNS ( -1.9m )5 339 土野  栞摘 (2) 八鹿 (7) 14”88

1 ( -1.9m )1 ( -1.7m )

( -1.9m )9 ( -1.7m )

３組 風 ( -2.1m ) ４組 風 ( -3.6m )

6 415 太田　愛(1) 津名 (1) 14”10 ( -2.1m )6 129 広地  唯愛(2) 洲本 (1) 14”48

4 127 神野　沙英 (1) 三田 (2) 14”39 ( -2.1m )7 416 東口　桃亜(1) 津名 (2) 14”87

8 681 和泉  葵彩 (1) 篠山産業 (3) 14”49 ( -2.1m )3 980 小畑  奏遥 (1) 豊岡 (3) 14”97

7 2272 常深  彩香 (1) 三木東 (4) 14”52 ( -2.1m )4 131 髙森  桃佳(2) 洲本 (4) 15”22

2 262 山下  愛生 (1) 北摂三田 (5) 14”66 ( -2.1m )8 387 北上    昌 (2) 有馬 (5) 15”40

5 559 木戸  柚那 (2) 篠山鳳鳴 (6) 15”52 ( -2.1m )5 710 中森　結唯 (2) 尼崎小田 (6) 15”41

3 560 籾井  詩穂 (2) 篠山鳳鳴 DNS ( -2.1m )2 1221 川上　結菜 (1) 三田西陵 (7) 15”96

1 ( -2.1m )1 ( -3.6m )

9 ( -2.1m )9 ( -3.6m )

１組 風 ( -3.1m ) ２組 風 ( -0.9m )

7 132 石原明日香(1) 洲本 (1) 27”05 ( -2.1m )6 348 長野  里咲 (1) 八鹿 (1) 28”69

4 257 塩飽  佐英 (2) 北摂三田 (2) 27”48 ( -2.1m )4 410 坂井菜々美(2) 津名 (2) 30”23

3 265 嶋原美奈子 (1) 北摂三田 (3) 27”82 ( -2.1m )3 131 髙森  桃佳(2) 洲本 (3) 31”01

8 919 鹿島かりん (1) 柏原 (4) 27”97 ( -2.1m )7 1175 和田  純香 (1) 近畿大豊岡 (4) 31”02

6 1303 坂東  佳奈 (1) 三田祥雲館 (5) 27”99 ( -2.1m )8 389 原田  侑奈 (1) 有馬 (5) 31”17

5 976 荒木奈々子 (2) 豊岡 DNS ( -2.1m )5 1007 黒崎  紀花 (2) 豊岡総合 DNS

1 ( -2.1m )1 ( -0.9m )

2 ( -2.1m )2 ( -0.9m )

9 ( -2.1m )9 ( -0.9m )

女子　100ｍ

女子　200ｍ
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１組 ２組

5 132 石原明日香(1) 洲本 (1) 1’00”74 4 1695 堂馬  美羽 (1) 西宮東 (1) 1’06”91

4 1694 大西  花音 (2) 西宮東 (2) 1’01”89 3 465 馬場　希実 (2) 三田松聖 (2) 1’07”22

6 401 波部みかる (１) 三田松聖 (3) 1’06”98 5 678 平田胡桃実 (2) 篠山産業 (3) 1’10”06

3 918 中尾  友香 (1) 柏原 (4) 1’07”54 6 126 安部真梨子 (1) 三田 DNS

7 386 田淵  咲輝 (2) 有馬 (5) 1’07”93 7 348 長野  里咲 (1) 八鹿 DNS

1 1

2 2

8 8

9 9

１組 (400m          ) ２組 (400m          )

5 346 太田垣楓華 (1) 八鹿 (1) 2’21”04 6 918 中尾  友香 (1) 柏原 (1) 2’39”78

4 1302 小國　紗英 (2) 三田祥雲館 (2) 2’27”52 5 923 亀井  美来 (1) 柏原 (2) 2’52”27

6 1008 古西  亜海 (2) 豊岡総合 (3) 2’28”14 3 981 村上  桃菜 (1) 豊岡 (3) 2’54”07

7 256 小島  愛華 (2) 北摂三田 (4) 2’36”59 4 680 石田　　菫 (1) 篠山産業 (4) 3’00”53

8 867 吉田  好花 (1) 淡路三原 (5) 2’39”84 7 1013 佐々木花鈴 (1) 豊岡総合 (5) 3’15”43

3 862 中島  和夏(2) 淡路三原 DNS 1

1 2

2 8

9 9

１組 （400m　　　800m　　　1200m 　　　)

5 346 太田垣楓華 (1) 八鹿 (1) 4’57”59

6 1008 古西  亜海 (2) 豊岡総合 (2) 5’12”48

3 128 清水  結衣(2) 洲本 (3) 5’16”78

7 1220 坂本日真莉 (1) 三田西陵 (4) 5’17”48

2 1691 鴻巣  智咲 (2) 西宮東 (5) 5’35”74

8 390 細川瑛梨華 (1) 有馬 (6) 5’38”65

4 974 小谷  紗貴 (2) 豊岡 (7) 5’47”88

9 972 澤本はづき (2) 豊岡 (8) 5’54”12

1 1219 谷井  柚月 (1) 三田西陵 (9) 5’54”28

10 1601 荒永  紗寧 (1) 西宮東 DNS

女子　400ｍ

女子　800ｍ

女子　1500ｍ
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１組 （1000m            2000m              )

5 255 上﨑  柊侑 (2) 北摂三田 (1) 10’50”99 6 411 田中　心渚(1) 津名 DNS

8 1696 宮﨑  凛 (1) 西宮東 (2) 10’59”37 7 409 山崎瑛里菜(2) 津名 DNS

9 128 清水  結衣(2) 洲本 (3) 11’03”45 11 1699 中本さつき (1) 西宮東 DNS

4 408 杉浦　華(2) 津名 (4) 11’06”73

2 2332 浜田　華帆(2) 関西学院 (5) 11’15”85

10 390 細川瑛梨華 (1) 有馬 (6) 11’50”10

1 2342 北内　李弥(1) 関西学院 (7) 12’05”07

12 412 原田　心暖(1) 津名 (8) 12’05”53

14 125 堤     友希 (2) 三田 (9) 12’35”21

13 682 藤原  志歩 (1) 篠山産業 (10) 12’37”86

3 413 松村　穂夏(1) 津名 (11) 13’35”17

１組 風 ( -1.2m )

6 466 瀧瀬  遥葵 (2) 三田松聖 (1) 16”74 ( -1.2m )

4 926 近藤なつき (1) 柏原 (2) 17”51 ( -1.2m )

5 2271 河合  芽依 (2) 三木東 DNS ( -1.2m )

7 345 小笹  恵維 (1) 八鹿 DNS ( -1.2m )

1 ( -1.2m )

2 ( -1.2m )

3 ( -1.2m )

8 ( -1.2m )

9 ( -1.2m )

１組

5 261 内藤  香乃 (1) 北摂三田 (1) 1’04”70

8 124 小池  美咲 (2) 三田 (2) 1’14”02

4 386 田淵  咲輝 (2) 有馬 (3) 1’14”23

3 920 待場  渚羽 (1) 柏原 (4) 1’15”88

7 464 降矢  怜奈 (2) 三田松聖 (5) 1’17”70

6 336 戸田  美里 (2) 八鹿 DNS

1

2

9

女子　100ｍH

女子　400ｍH

女子　3000ｍ
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１組
1 2 西宮東 (2) 54”27 3 有馬 (3) 55”78

1691 鴻巣  智咲 (2) 386 田淵  咲輝 (2) 2

1694 大西  花音 (2) 4 387 北上    昌 (2) 1

1695 堂馬  美羽 (1) 2 388 辰巳    麗 (2)

1696 宮﨑  凛 (1) 389 原田  侑奈 (1) 3

1697 山本真亜裕 (1) 1 391 渡邉  眞子 (1) 4

1698 豊原  琴葉 (1) 3

4 三田 DNS 5 柏原 (1) 53”89 6 八鹿 DNS

124 小池  美咲 (2) 916 濵田  実李 (2) 336 戸田  美里 (2)

126 安部真梨子 (1) 918 中尾  友香 (1) 3 339 土野  栞摘 (2)

127 神野　沙英 (1) 919 鹿島かりん (1) 1 342 藤原  菜月 (2)

129 清水あいり (1) 921 足立佳奈香 (1) 4 344 山根三早咲 (2)

130 藤田　真凪 (1) 923 亀井  美来 (1) 345 小笹  恵維 (1)

926 近藤なつき (1) 2 348 長野  里咲 (1)

7 三田松聖 DNS 8 篠山鳳鳴 DNS 9 尼崎小田 (4) 56”97

401 波部みかる (１) 559 木戸  柚那 (2) 706 宍戸　琴里 (2) 3

464 降矢  怜奈 (2) 560 籾井  詩穂 (2) 708 米倉　 幸 (2) 1

465 馬場　希実 (2) 561 堀井このみ (2) 709 大畑　歩未 (2) 4

466 瀧瀬  遥葵 (2) 562 桑形 奈央  (1) 710 中森　結唯 (2) 2

１組

1 2 三田松聖 DNS 3 三田 DNS

401 波部みかる (1) 124 小池  美咲 (2)

464 降矢  怜奈 (2) 126 安部真梨子 (1)

465 馬場　希実 (2) 127 神野　沙英 (1)

466 瀧瀬  遥葵 (2) 129 清水あいり (1)

130 藤田　真凪 (1)

4 北摂三田B DNS 5 北摂三田A (1) 4’15”65 6 柏原 (4) 4’32”91

255 上﨑  柊侑 (2) 257 塩飽  佐英 (2) 2 916 濵田  実李 (2)

256 小島  愛華 (2) 261 内藤  香乃 (1) 4 918 中尾  友香 (1) 1

259 射場  知香 (2) 262 山下  愛生 (1) 3 919 鹿島かりん (1) 3

266 今津愛里葉 (1) 265 嶋原美奈子 (1) 1 920 待場  渚羽 (1) 2

267 藤井　実結 (1) 923 亀井  美来 (1)

926 近藤なつき (1) 4

7 八鹿 (2) 4’25”66 8 西宮東 (3) 4’32”79 9 有馬 (5) 4’51”23

334 大林真由香 (2) 1691 鴻巣  智咲 (2) 2 386 田淵  咲輝 (2) 1

336 戸田  美里 (2) 1694 大西  花音 (2) 1 387 北上    昌 (2) 4

344 山根三早咲 (2) 4 1695 堂馬  美羽 (1) 388 辰巳    麗 (2)

345 小笹  恵維 (1) 3 1696 宮﨑  凛 (1) 3 389 原田  侑奈 (1)

346 太田垣楓華 (1) 1 1697 山本真亜裕 (1) 390 細川瑛梨華 (1) 2

348 長野  里咲 (1) 2 1698 豊原  琴葉 (1) 4 391 渡邉  眞子 (1) 3

女子　4×100ｍ

女子　4×400ｍ
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2 1304 花谷　風南 (1) 三田祥雲館 (1) 1m45

3 706 宍戸　琴里 (2) 尼崎小田 (2) 1m40

4 916 濵田  実李 (2) 柏原 (3) 1m40

1 927 荻野　　灯 (1) 柏原 (4) 1m30

10 864 前田  薫那 (2) 淡路三原 (1) 4m63 ( +0.0 )

12 562 桑形 奈央  (1) 篠山鳳鳴 (2) 4m54 ( -0.5 )

9 921 足立佳奈香 (1) 柏原 (3) 4m48 ( +0.3 )

11 866 福本  涼音(2) 淡路三原 (4) 4m46 ( +0.0 )

8 681 和泉  葵彩 (1) 篠山産業 (5) 4m30 ( +0.0 )

7 342 藤原  菜月 (2) 八鹿 (6) 4m04 ( +0.0 )

4 1698 豊原  琴葉 (1) 西宮東 (7) 4m04 ( +0.0 )

6 709 大畑　歩未 (2) 尼崎小田 (8) 3m87 ( +0.3 )

1 1697 山本真亜裕 (1) 西宮東 (9) 3m81 ( +0.0 )

2 973 伊地智天音 (2) 豊岡 (10) 3m76 ( +0.0 )

3 334 大林真由香 (2) 八鹿 (11) 3m63 ( +0.0 )

5 979 裏戸  幸奈 (1) 豊岡 (12) 3m53 ( -0.0 )

1 921 足立佳奈香 (1) 柏原 (1) 10m06 ( +1.6 )

3 344 山根三早咲 (2) 八鹿 (2) 9m35 ( +1.7 )

4 334 大林真由香 (2) 八鹿 (3) 9m15 ( +3.8 )

2 2271 河合  芽依 (2) 三木東 DNS ( )

7 1052 井上みやび (2) 氷上 (1) 8m46 2 341 松本  美空 (2) 八鹿 (5) 7m37

5 1053 大符  妃菜 (1) 氷上 (2) 8m25 1 267 藤井　実結 (1) 北摂三田 (6) 6m61

4 339 土野  栞摘 (2) 八鹿 (3) 8m05 6 917 金山明美花 (2) 柏原    DNS

3 259 射場  知香 (2) 北摂三田 (4) 7m77

4 1053 大符  妃菜 (1) 氷上 (1) 26m31 3 259 射場  知香 (2) 北摂三田 (6) 20m99

7 708 米倉　 幸 (2) 尼崎小田 (2) 26m06 1 1178 安東  日菜 (1) 近畿大豊岡 (7) 17m70

6 388 辰巳    麗 (2) 有馬 (3) 23m70

5 1218 竹田  初音 (2) 三田西陵 (4) 23m01

2 338 田中ちひろ (2) 八鹿 (5) 22m98

2 388 辰巳    麗 (2) 有馬 (1) 26m69

1 337 小山  紗季 (2) 八鹿 (2) 24m53

10 129 広地  唯愛(2) 洲本 (1) 35m05 6 927 荻野　　灯 (1) 柏原 (6) 23m98

9 345 小笹  恵維 (1) 八鹿 (2) 29m66 5 391 渡邉  眞子 (1) 有馬 (7) 23m18

3 347 向井  詩乃 (1) 八鹿 (3) 28m62 2 561 堀井このみ (2) 篠山鳳鳴 (8) 22m09

7 401 波部みかる (1) 三田松聖 (4) 28m30 4 1052 井上みやび (2) 氷上 (9) 19m88

8 338 田中ちひろ (2) 八鹿 (5) 24m35 1 267 藤井　実結 (1) 北摂三田 (10) 15m48

女子　やり投

女子 三段跳

女子 ﾊﾝﾏｰ投

女子　走高跳

女子　走幅跳

女子　砲丸投

女子　円盤投

24


