
リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子100m
大会記録 10.96 安田　悠生 （阪神・川西） 2016 神戸総合 予選 9/29 15:05 (9-0+8)

10.96 溝口　塁生 （東播・野々池） 2016 神戸総合 決勝 9/29 16:10 
10.9 寄　晃嘉 （神戸・御影） 1986 王子

〈〈 予選 〉〉

1組 (-0.9 m/s) 2組 (-0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヨシダ　マサミチ フクサキニシ フジワラ　アツヤ オノミナミ

1 42481 吉田　正道(3) 福崎西 q 11.28 1 37001 藤原　篤弥(3) 小野南 q 11.15
フジワラ　リュウキ オダ キクチ　ハク ムコ

2 10933 藤原　琉暉(3) 小田 11.75 2 11483 菊池　晴空(3) 武庫 11.52
コヤシキ　ハヤト ワダヤマ ヤマダ　ナオ カミ

3 83419 小屋敷　隼斗(3) 和田山 11.79 3 38938 山田　那央(3) 加美 11.71
アベ　シュンスケ コウヨウガクイン ニシ　トシキ ゴシキ

4 15029 阿部　俊介(3) 甲陽学院 11.82 4 74070 西　俊樹(3) 五色 11.82
ハシモト　ジュンキ ワダヤマ イノウエ　ショウ カスガ

5 83420 橋本　隼貴(3) 和田山 12.06 5 65161 井上　翔海(3) 春日 11.84
タカオ　ソウイチロウ ヒメジナダ ウエサカ　コウキ トヨオカミナミ

6 40999 高尾　颯一郎(3) 姫路灘 12.07 6 80196 上阪　亘輝(3) 豊岡南 11.86
タカハシ　ショウマ ミカゲ サイトウ　リョウスケ ミカゲ

7 20528 髙橋　翔真(3) 御影 12.12 7 20525 齊藤　涼介(3) 御影 12.00
サカイ　ハルナ セイリョウダイ ヤマウチ　タイヨウ ミドリガオカ

29534 酒井　春名(3) 星陵台 DNS 8 35409 山内　大遥(3) 緑が丘 12.06
タケウチ　リクヤ オゾノ カヤノ　リオン ヒロハタ

12331 竹内　璃空弥(3) 小園 DNS 41325 茅野　璃音(3) 広畑 DNS

3組 (-0.4 m/s) 4組 (-1.9 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
アボ　ユウキ ヒョウゴ カネクラ　ホマレ シカマヒガシ

1 22400 安保　祐希(3) 兵庫 q 11.31 1 41055 金倉　帆希(3) 飾磨東 q 11.36
アンラク　リュウト ヤマグチ フジモト　リュウセイ ミナミヒバリガオカ

2 14141 安楽　竜斗(3) 山口 11.59 2 16711 藤本　琉世(3) 南ひばりガ丘 11.69
アズマ　ヒカル コウブ イシカワ　テルアキ ハッケイ

3 13411 東　光流(3) 甲武 11.62 3 60385 石川　輝朗(3) 八景 11.81
ヒロタニ　コウスケ ヤマテダイ カシワギ　シュウヤ サンダガクエン

4 17313 廣谷　航介(3) 山手台 11.78 4 60101 柏木　秀也(3) 三田学園 11.92
ソウノ　ユウト ヒロハタ コバヤシ　ヤマト ヤマグチ

5 41322 宗野　佑斗(3) 広畑 11.86 5 14142 小林　大和(3) 山口 12.00
オオツカ　ソウ ハッケイ ウチヌノ　ユキヤ サンヨウ

6 60370 大塚　奏(3) 八景 11.92 6 40877 内布　優稀也(3) 山陽 12.11
アカシ　コウキ ホンジョウ ニッタ　ショウイチロウ サコシ

7 20134 明石　光希(3) 本庄 11.94 7 50867 新田　將一朗(3) 坂越 12.26
ホソダ　ユウト ジョウヨウ コジマ　アユト サンダガクエン

8 12127 細田　悠斗(3) 常陽 12.04 60103 小島　碧斗(3) 三田学園 DNS
ハザマ　カイト コウリョウ シラヒゲ　ケイト キタコウベ

9 13277 狹間　海人(3) 甲陵 12.26 24107 白髭　慶乙(3) 北神戸 DNS
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-1.7 m/s) 6組 (-1.7 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
シモザト　ヒナタ シオセ ヤオ　ランマ シオセ

1 14222 下里　日向汰(3) 塩瀬 q 11.36 1 14209 八尾　藍麻(3) 塩瀬 q 11.21
ヤストミ　イツキ ヒロハタ ニシダ　ヒデフミ キタコウベ

2 41330 安富　厳(3) 広畑 11.45 2 24115 西田　英史(3) 北神戸 11.75
ウエマツ　ミズキ イズシ イイノ　アオイ イタミキタ

3 81831 植松　瑞希(3) 出石 11.59 3 19425 飯野　碧(3) 伊丹北 11.93
ツクヤ　ヨシミツ ハクリョウ オカダ　トモヤ カスミダイイチ

4 36683 佃屋　慶光(3) 白陵 11.75 4 81093 岡田　智哉(3) 香住第一 11.95
ミウラ　ケンスケ ボウカイ オシベ　ケイゴ ヒカリガオカ

5 31537 三浦　賢亮(3) 望海 11.89 5 17077 押部　圭悟(3) 光ガ丘 12.06
タカタニ　ノゾミ オダ キタヤマ　トウマ ヤシロ

6 10939 髙谷　望巳(3) 小田 12.08 6 38107 北山　冬真(3) 社 12.20
マツザキ　アオバ アコウ オザキ　リュウヤ タカス

7 50573 松﨑　碧羽(3) 赤穂 12.18 7 14641 尾崎　琉弥(3) 高須 12.26
ヒガシ　ケンタロウ カミコウシエン ナカト　ショウタ キヌガワ

8 13663 東　健太郎(3) 上甲子園 12.31 8 31342 中戸　翔大(3) 衣川 12.32
ミシマ　タイセイ ササヤマ イズタ　ジョウイチロウ タイシヒガシチュウガッコウ

9 62194 三島　大世(3) 篠山 12.43 51669 出田　丈一郎(3) 太子東 DNS

7組 (-1.8 m/s) 8組 (-0.7 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
フルサカ　ユウキ ヒメジナダ ナカオ　キョウゴ ゴテンヤマ

1 40905 古阪　優樹(3) 姫路灘 11.46 1 17253 中尾　恭吾(3) 御殿山 11.45
ニシムラ　ユウ アサヒチュウ スギヤマ　コウセイ ノノイケ

2 41544 西村　悠(3) 朝日 11.59 2 31404 杉山　昂生(3) 野々池 11.48
マツムラ　ヤマト ヒラキチュウガッコウ アサバ　タケル ナルオミナミ

3 13342 松村　大和(3) 平木 11.99 3 14307 浅羽　虎瑠(3) 鳴尾南 11.86
マルオ　タクマ キタコウベ ヤマモト　キョウヘイ ヒメジナダ

4 24116 丸尾　琢磨(3) 北神戸 12.04 4 40907 山本　恭平(3) 姫路灘 12.00
ヒガシウラ　ヨシマサ サンダガクエン イマムラ　ユウタ ヒメジタカオカ

5 60107 東浦　良昌(3) 三田学園 12.05 5 40361 今村　優汰(3) 姫路高丘 12.06
ヤハタ　アサヒ タイシヒガシチュウガッコウ イシバシ　カズキ タイシャ

6 51671 八幡　朝陽(3) 太子東 12.07 6 12960 石橋　一樹(3) 大社 12.07
マエカワ　ケンタロウ イナミキタ ヨリトミ　ハヤト ソノダヒガシ

7 39534 前川　賢太郎(3) 稲美北 12.17 7 11874 頼富　颯人(3) 園田東 12.07
ムギウダ　ユウキ オダ シミズ　ユウタ ヒカミ

8 10934 麦生田　有輝(3) 小田 12.25 64402 清水　結太(3) 氷上 DNS
マツモト　ソウマ シカマヒガシ イワサキ　ソウ サンヨウ

9 41065 松本　颯馬(3) 飾磨東 12.53 40871 岩崎　蒼(3) 山陽 DNS

9組 (-1.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ナカガワ　ウタ ミドリダイ

1 18494 中川　雅樂(3) 緑台 q 11.28
アオキ　イサク スマガクエンチュウガッコウ

2 29717 青木　威朔(3) 須磨学園 q 11.31
ヒガシ　シュンノスケ ミナミヒバリガオカ

3 16707 東　駿之介(3) 南ひばりガ丘 11.74
モリモト　ユウト ハクリョウ

4 36684 森本　悠斗(3) 白陵 12.06
オオナカ　イツキ カミカワ

5 43555 大中　一毅(3) 神河 12.18
オオタ　アツヤ ヒカミ

6 64406 太田　温也(3) 氷上 12.22
ウエダ　レンタ アサヒチュウ

41542 上田　蓮大(3) 朝日 DNS
キタズミ　ハヤト タカクラ

25335 北住　隼士(3) 高倉 DNS

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子100m
大会記録 10.96 安田　悠生 （阪神・川西） 2016 神戸総合 予選 9/29 15:05 (9-0+8)

10.96 溝口　塁生 （東播・野々池） 2016 神戸総合 決勝 9/29 16:10 
10.9 寄　晃嘉 （神戸・御影） 1986 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.7 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヤオ　ランマ シオセ  GR

1 14209 八尾　藍麻(3) 塩瀬 10.94
フジワラ　アツヤ オノミナミ

2 37001 藤原　篤弥(3) 小野南 11.12
カネクラ　ホマレ シカマヒガシ

3 41055 金倉　帆希(3) 飾磨東 11.23
ヨシダ　マサミチ フクサキニシ

4 42481 吉田　正道(3) 福崎西 11.23
アボ　ユウキ ヒョウゴ

5 22400 安保　祐希(3) 兵庫 11.23
アオキ　イサク スマガクエンチュウガッコウ

6 29717 青木　威朔(3) 須磨学園 11.30
ナカガワ　ウタ ミドリダイ

7 18494 中川　雅樂(3) 緑台 11.31
シモザト　ヒナタ シオセ

8 14222 下里　日向汰(3) 塩瀬 11.34

GR:大会記録  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
大会記録 21.72 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2009 神戸総合 予選 9/28 13:55 (6-1+2)

決勝 9/28 15:05 

〈〈 予選 〉〉

1組 (0.0 m/s) 2組 (-1.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
タケウチ　リクヤ オゾノ フルサカ　ユウキ ヒメジナダ

1 12331 竹内　璃空弥(3) 小園 Q 22.51 1 40905 古阪　優樹(3) 姫路灘 Q 22.91
シモザト　ヒナタ シオセ カワグチ　リク ハマワキ

2 14222 下里　日向汰(3) 塩瀬 23.02 2 12882 川口　吏功(3) 浜脇 23.20
フジワラ　リュウキ オダ ヤマグチ　カンタ メイホウ

3 10933 藤原　琉暉(3) 小田 23.51 3 17747 山口　幹太(3) 明峰 23.71
オカダ　トモヤ カスミダイイチ ヒロタニ　コウスケ ヤマテダイ

4 81093 岡田　智哉(3) 香住第一 23.71 4 17313 廣谷　航介(3) 山手台 23.79
ミズタニ　ショウ カミコウシエン ヤハタ　アサヒ タイシヒガシチュウガッコウ

5 13666 水谷　匠(3) 上甲子園 23.95 5 51671 八幡　朝陽(3) 太子東 24.00
オザキ　リュウヤ タカス ナカシマ　ソラ ヒダカヒガシ

6 14641 尾崎　琉弥(3) 高須 24.06 6 81264 中嶋　颯良(3) 日高東 24.12
ニシカワ　ショウヨウ サンヨウ ウエサカ　コウキ トヨオカミナミ

7 40873 西川　昇陽(3) 山陽 24.11 80196 上阪　亘輝(3) 豊岡南 DNS
ホソダ　ユウト ジョウヨウ キタズミ　ハヤト タカクラ

8 12127 細田　悠斗(3) 常陽 24.33 25335 北住　隼士(3) 高倉 DNS
オカモト　ヨシタカ ムコヒガシ

9 12254 岡本　祥孝(3) 武庫東 24.62

3組 (+0.1 m/s) 4組 (-0.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
アオキ　イサク スマガクエンチュウガッコウ カネクラ　ホマレ シカマヒガシ

1 29717 青木　威朔(3) 須磨学園 Q 22.90 1 41055 金倉　帆希(3) 飾磨東 Q 22.78
イチキ　ケイジ ヒラノ アボ　ユウキ ヒョウゴ

2 27859 市耒　慶次(3) 平野 q 22.98 2 22400 安保　祐希(3) 兵庫 q 23.00
キクチ　ハク ムコ アズマ　ヒカル コウブ

3 11483 菊池　晴空(3) 武庫 23.49 3 13411 東　光流(3) 甲武 23.58
アベ　シュンスケ コウヨウガクイン ヒガシ　シュンノスケ ミナミヒバリガオカ

4 15029 阿部　俊介(3) 甲陽学院 23.70 4 16707 東　駿之介(3) 南ひばりガ丘 23.98
ヨコタ　ユウガ コウヨウ マルオ　タクマ キタコウベ

5 20032 横田　優駕(3) 向洋 23.96 5 24116 丸尾　琢磨(3) 北神戸 24.18
コバヤシ　ヤマト ヤマグチ ヤマモト　キョウヘイ ヒメジナダ

6 14142 小林　大和(3) 山口 24.32 6 40907 山本　恭平(3) 姫路灘 24.29
ナカムラ　コウキ ホウデン ミシマ　タイセイ ササヤマ

7 34311 中村　公紀(3) 宝殿 24.50 7 62194 三島　大世(3) 篠山 25.63
フジタ　リク タイシニシ シミズ　ユウタ ヒカミ

51722 藤田　琳空(3) 太子西 DNS 64402 清水　結太(3) 氷上 DNS

5組 (-0.3 m/s) 6組 (+0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヤストミ　イツキ ヒロハタ ナカガワ　ウタ ミドリダイ

1 41330 安富　厳(3) 広畑 Q 23.39 1 18494 中川　雅樂(3) 緑台 Q 22.87
ナカオ　キョウゴ ゴテンヤマ ウエマツ　ミズキ イズシ

2 17253 中尾　恭吾(3) 御殿山 23.57 2 81831 植松　瑞希(3) 出石 23.07
ミウラ　ケンスケ ボウカイ スギヤマ　コウセイ ノノイケ

3 31537 三浦　賢亮(3) 望海 23.85 3 31404 杉山　昂生(3) 野々池 23.22
オシベ　ケイゴ ヒカリガオカ キノシタ　ユウジロウ オオクボ

4 17077 押部　圭悟(3) 光ガ丘 23.99 4 31605 木下　裕二朗(3) 大久保 23.51
ニシ　トシキ ゴシキ コウダ　シュンスケ オオマト

5 74070 西　俊樹(3) 五色 24.05 5 45845 香田　隼佑(3) 大的 23.86
ヤマワキ　トモハル メイホウ マツモト　ソウマ シカマヒガシ

6 17751 山脇　知治(3) 明峰 24.67 6 41065 松本　颯馬(3) 飾磨東 24.34
ナカムラ　ヒデキ ユラ フジイ　ダイチ コウブ

70408 中村　秀希(3) 由良 DNS 7 13427 藤井　大地(3) 甲武 24.50
カシワギ　シュウヤ サンダガクエン イズタ　ジョウイチロウ タイシヒガシチュウガッコウ

60101 柏木　秀也(3) 三田学園 DNS 51669 出田　丈一郎(3) 太子東 DNS

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
大会記録 21.72 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2009 神戸総合 予選 9/28 13:55 (6-1+2)

決勝 9/28 15:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.3 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
タケウチ　リクヤ オゾノ

1 12331 竹内　璃空弥(3) 小園 21.92
アボ　ユウキ ヒョウゴ

2 22400 安保　祐希(3) 兵庫 22.43
カネクラ　ホマレ シカマヒガシ

3 41055 金倉　帆希(3) 飾磨東 22.47
フルサカ　ユウキ ヒメジナダ

4 40905 古阪　優樹(3) 姫路灘 22.62
アオキ　イサク スマガクエンチュウガッコウ

5 29717 青木　威朔(3) 須磨学園 22.64
ナカガワ　ウタ ミドリダイ

6 18494 中川　雅樂(3) 緑台 22.70
イチキ　ケイジ ヒラノ

7 27859 市耒　慶次(3) 平野 23.14
ヤストミ　イツキ ヒロハタ

8 41330 安富　厳(3) 広畑 23.25
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
大会記録 49.76 中川　元気 （淡路・五色） 2011 神戸総合 予選 9/29 12:45 (3-2+2)

49.2 清水　崇 （神戸・神陵台） 1981 王子 決勝 9/29 15:40 
49.2 和田　篤 （神戸・港島） 1994 王子

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
キノシタ　ユウジロウ オオクボ シマ　シンノスケ サンダガクエン

1 31605 木下　裕二朗(3) 大久保 Q 52.53 1 60104 島　真之介(3) 三田学園 Q 52.30
ナカシマ　ソラ ヒダカヒガシ ニシカワ　ショウヨウ サンヨウ

2 81264 中嶋　颯良(3) 日高東 Q 53.35 2 40873 西川　昇陽(3) 山陽 Q 53.31
イケダ　ナルキ ヒメジタカオカ ヤオ　ケンタロウ ヒカミ

3 40360 池田　成輝(3) 姫路高丘 54.02 3 64401 矢尾　健太郎(3) 氷上 q 53.78
テラウチ　ヒカル ヤマサキヒガシ ウメガキ　トモヒロ ヒカミ

4 54162 寺内　輝(3) 山崎東 54.66 4 64404 梅垣　朋宏(3) 氷上 53.97
オオセト　マコト コウヨウガクイン フジタ　リク タイシニシ

5 15020 大瀬戸　誠(3) 甲陽学院 54.98 5 51722 藤田　琳空(3) 太子西 54.28
フジイ　ダイチ コウブ フジモト　ハル アコウニシ

6 13427 藤井　大地(3) 甲武 55.04 6 50752 藤本　波児(3) 赤穂西 54.40
ホリ　ミツヨシ カイバラ ハザマ　カイト コウリョウ

7 64156 堀　充義(3) 柏原 55.24 7 13277 狹間　海人(3) 甲陵 55.07
フジモト　リンャ クロダショウ コマクラ　リーヤ コウブ

8 39142 藤本　倫哉(3) 黒田庄 55.55 8 13417 駒倉　璃弥(3) 甲武 56.10
カワグチ　リク ハマワキ

12882 川口　吏功(3) 浜脇 DNS

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
イチキ　ケイジ ヒラノ

1 27859 市耒　慶次(3) 平野 Q 52.50
ナカガワ　ヒロキ シラカワダイ

2 25751 中川　裕貴(3) 白川台 Q 52.98
ヨコタ　ユウガ コウヨウ

3 20032 横田　優駕(3) 向洋 q 53.13
ミズタニ　ショウ カミコウシエン

4 13666 水谷　匠(3) 上甲子園 53.82
ハセガワ　トウシ カミカワ

5 43551 長谷川　速士(3) 神河 54.09
ナダ　トモキ イマヅ

6 13782 名田　智貴(3) 今津 54.59
エサシ　ショウキ ソノダヒガシ

7 11870 江刺　祥貴(3) 園田東 55.12
ナカムラ　ヒデキ ユラ

70408 中村　秀希(3) 由良 DNS

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
大会記録 49.76 中川　元気 （淡路・五色） 2011 神戸総合 予選 9/29 12:45 (3-2+2)

49.2 清水　崇 （神戸・神陵台） 1981 王子 決勝 9/29 15:40 
49.2 和田　篤 （神戸・港島） 1994 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
シマ　シンノスケ サンダガクエン

1 60104 島　真之介(3) 三田学園 51.91
ナカガワ　ヒロキ シラカワダイ

2 25751 中川　裕貴(3) 白川台 52.38
キノシタ　ユウジロウ オオクボ

3 31605 木下　裕二朗(3) 大久保 52.47
ニシカワ　ショウヨウ サンヨウ

4 40873 西川　昇陽(3) 山陽 52.96
ナカシマ　ソラ ヒダカヒガシ

5 81264 中嶋　颯良(3) 日高東 53.76
イチキ　ケイジ ヒラノ

6 27859 市耒　慶次(3) 平野 53.94
ヨコタ　ユウガ コウヨウ

7 20032 横田　優駕(3) 向洋 53.99
ヤオ　ケンタロウ ヒカミ

8 64401 矢尾　健太郎(3) 氷上 55.62
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子800m
大会記録 1:57.3 松尾　信吾 （中播・大的） 1984 王子 予選 9/28 12:50 (2-3+2)

決勝 9/28 14:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ノムラ　レイ ケヤキダイ イケダ　ナルキ ヒメジタカオカ

1 60685 野村　怜(3) けやき台 Q 2:04.49 1 40360 池田　成輝(3) 姫路高丘 Q 2:03.31
モリ　ハルキ アサヒチュウ ヤマシタ　ケイマ タチバナ

2 41539 森　陽輝(3) 朝日 Q 2:05.08 2 11102 山下　慶馬(3) 立花 Q 2:03.33
ヨネザワ　ヒカル タマツ モリモト　チセイ タツノヒガシ

3 27631 米澤　輝(3) 玉津 Q 2:05.75 3 51134 森本　智星(3) 龍野東 Q 2:03.35
ミナミサカ　ユウタ ヤスムロ フジモト　ハル アコウニシ

4 45971 南坂　柚汰(3) 安室 2:06.34 4 50752 藤本　波児(3) 赤穂西 q 2:03.45
アライ　カズアキ セイリョウダイ イワノ　フミヤ ユリノキダイ

5 29531 新井　和彬(3) 星陵台 2:06.41 5 60942 岩野　史弥(3) ゆりのき台 q 2:03.95
ナカツカ　リクト オオハラ オダ　イオリ ササヤマ

6 29112 中塚　陸斗(3) 大原 2:07.05 6 62190 小田　伊織(3) 篠山 2:05.98
ヤマシタ　ユウト ニシワキミナミ ナダ　トモキ イマヅ

7 34741 山下　結人(3) 西脇南 2:07.15 7 13782 名田　智貴(3) 今津 2:06.77
ハマノ　ソラ シカマヒガシ ヤナセ　タカユキ ミカゲ

8 41064 濵野　宙良(3) 飾磨東 2:08.48 8 20530 栁瀬　貴行(3) 御影 2:06.85
フジイ　タイチ ニシワキ キノシタ　シュウヘイ タルミヒガシチュウ

9 34535 藤井　大智(3) 西脇 2:09.02 9 26301 木下　秀平(3) 垂水東 2:06.91
フジムラ　リント スマガクエンチュウガッコウ エモト　ショウ ミドリガオカ

10 29718 藤村　凛音(3) 須磨学園 2:14.31 10 35402 江本　将(3) 緑が丘 2:07.34
マツモト　ケイゴ ウエノ ヒラノ　ケイト ソノダ

21172 松本　圭吾(3) 上野 DNS 11 11313 平野　圭人(3) 園田 2:08.07

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子800m
大会記録 1:57.3 松尾　信吾 （中播・大的） 1984 王子 予選 9/28 12:50 (2-3+2)

決勝 9/28 14:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ノムラ　レイ ケヤキダイ

1 60685 野村　怜(3) けやき台 1:59.37
ヤマシタ　ケイマ タチバナ

2 11102 山下　慶馬(3) 立花 2:00.10
モリ　ハルキ アサヒチュウ

3 41539 森　陽輝(3) 朝日 2:00.29
イケダ　ナルキ ヒメジタカオカ

4 40360 池田　成輝(3) 姫路高丘 2:01.79
ヨネザワ　ヒカル タマツ

5 27631 米澤　輝(3) 玉津 2:01.88
モリモト　チセイ タツノヒガシ

6 51134 森本　智星(3) 龍野東 2:03.45
イワノ　フミヤ ユリノキダイ

7 60942 岩野　史弥(3) ゆりのき台 2:05.54
フジモト　ハル アコウニシ

8 50752 藤本　波児(3) 赤穂西 2:08.75
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子1500m
大会記録 4:03.89 高橋　亮平 （神戸・大池） 2005 神戸総合 予選 9/29 12:05 (4-3+3)

決勝 9/29 16:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ナガシマ　ソナタ ヒオカ ニシモリ　イツキ ソノダ

1 32934 長嶋　幸宝(3) 氷丘 Q 4:16.31 1 11310 西森　市直(3) 園田 Q 4:13.50
シカタ　ヒデキ ナカタニチュウガッコウ ヤマシタ　ケイマ タチバナ

2 18232 志方　英輝(3) 中谷 Q 4:16.34 2 11102 山下　慶馬(3) 立花 Q 4:13.81
ウエムラ　ソウマ ミキヒガシ ワキタ　コウキ オオイケチュウガッコウ

3 35629 上村　颯真(3) 三木東 Q 4:16.42 3 23014 脇田　幸輝(3) 大池 Q 4:14.05
サカウエ　コウタロウ コウリョウ ナギ　コウノスケ ヒラノ

4 13281 酒上　晃太朗(3) 甲陵 q 4:16.58 4 27853 凪　恒之介(3) 平野 q 4:15.10
マエダ　リョウタ セイリョウダイ ヒシダ　ヒロト アリノキタ

5 29538 前田　涼太(3) 星陵台 4:17.00 5 29345 菱田　紘翔(3) 有野北 4:18.30
マツモト　ハルキ コウベナガサカ モリモト　チセイ タツノヒガシ

6 27185 松本　暖生(3) 神戸長坂 4:17.01 6 51134 森本　智星(3) 龍野東 4:18.64
フジイ　カズノリ ニシワキミナミ ミウラ　シンヤ オオハラ

7 34734 藤井　一憲(3) 西脇南 4:17.78 7 29107 三浦　晋矢(3) 大原 4:18.83
アライ　カズアキ セイリョウダイ ハマノ　ソラ シカマヒガシ

8 29531 新井　和彬(3) 星陵台 4:18.05 8 41064 濵野　宙良(3) 飾磨東 4:20.35
ナカガワ　ソウタ タカクラ イトウ　コウキ カコガワ

9 25336 中川　颯太(3) 高倉 4:23.24 9 32888 伊藤　光輝(3) 加古川 4:22.06
ウエツキ　シュンタ タツノヒガシ ミクリ　コウマ ハマノミヤ

10 51133 植月　俊太(3) 龍野東 4:24.50 10 33457 御栗　滉真(3) 浜の宮 4:29.36
オカムラ　ワシン ホウデン ベッソウ　リョウ アリノキタ

11 34305 岡村　和真(3) 宝殿 4:25.75 11 29346 別宗　諒(3) 有野北 4:31.48
イノウエ　コウタ タイシヒガシチュウガッコウ モリワキ　シュンスケ ニシワキミナミ

12 51668 井上　晃汰(3) 太子東 4:26.81 12 34743 森脇　俊介(3) 西脇南 4:32.30
ナカミチ　ユウタ カイバラ ミヤウチ　ケンノスケ オオマト

13 64148 中道　裕太(3) 柏原 4:29.41 13 45850 宮内　健之介(3) 大的 4:32.61
ヨシダ　カケル イナミキタ スズキ　ユウト ミキシリツミキチュウガッコウ

14 39535 吉田　翔(3) 稲美北 4:30.62 14 35050 鈴木　雄斗(3) 三木 4:33.47
フルヤ　ソウマ ワダヤマ ヤマグチ　ソラ オオハラ

15 83418 古屋　颯真(3) 和田山 4:31.75 15 29103 山口　大空(3) 大原 4:36.27
シンドウ　ヒロキ ハッケイ タカオ　レン タダ

60375 進藤　大輝(3) 八景 DNS 16 18020 髙尾　蓮(3) 多田 4:46.89
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子1500m

〈〈 予選 〉〉

3組 4組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
モリ　ハルキ アサヒチュウ クマイ　ケイト オオイケチュウガッコウ

1 41539 森　陽輝(3) 朝日 Q 4:14.53 1 23010 熊井　渓人(3) 大池 Q 4:15.11
マンヤ　カズトシ シカマヒガシ ハヤシ　ユウダイ モトヤマ

2 41063 萬矢　和寿(3) 飾磨東 Q 4:15.17 2 20304 林　祐大(3) 本山 Q 4:15.31
イナミ　シュン ミキヒガシ フジタ　ダイチ サンヨウ

3 35627 稲見　峻(3) 三木東 Q 4:16.68 3 40875 藤田　大智(3) 山陽 Q 4:16.44
ヒラノ　ケイト ソノダ ニシワキ　シュン シオセ

4 11313 平野　圭人(3) 園田 4:17.39 4 14227 西脇　駿(3) 塩瀬 q 4:16.75
マツモト　ナオヤ アリノキタ エガミ　テンセイ カコガワ

5 29347 松本　尚也(3) 有野北 4:17.82 5 32886 江上　天晴(3) 加古川 4:19.14
ヤナセ　タカユキ ミカゲ スナガワ　コウヨウ リョウナン

6 20530 栁瀬　貴行(3) 御影 4:19.54 6 33912 砂川　昂陽(3) 陵南 4:19.68
ヨネザワ　ヒカル タマツ オダ　イオリ ササヤマ

7 27631 米澤　輝(3) 玉津 4:19.58 7 62190 小田　伊織(3) 篠山 4:20.68
アカオ　ヒロキ イナガワ オキナカ　コウセイ シカマニシ

8 18577 赤尾　嘉紀(3) 猪名川 4:20.08 8 41214 沖中　康生(3) 飾磨西 4:22.48
マエダ　カズマ フカズ キノシタ　シュウヘイ タルミヒガシチュウ

9 14570 前田　和摩(3) 深津 4:21.20 9 26301 木下　秀平(3) 垂水東 4:24.49
アカオ　テルアキ オブ ナカツカ　サヤト ミキシリツミキチュウガッコウ

10 23413 赤尾　光秋(3) 小部 4:21.24 10 35051 中塚　爽斗(3) 三木 4:24.72
ノイシキ　ユウゼン ハッケイ タカセ　リョウマ ニシワキ

11 60372 野一色　雄善(3) 八景 4:21.78 11 34536 高瀬　諒真(3) 西脇 4:25.03
ニイミ　トモヒコ ガクブン サイトウ　ユウジン タキガワ

12 14029 新美　朋彦(3) 学文 4:22.23 12 28936 斎藤　優人(3) 滝川 4:26.65
サエキ　トモヤ コウベナガサカ タケダ　ショウ シカタ

13 27176 佐伯　知哉(3) 神戸長坂 4:23.79 13 33881 武田　翔(3) 志方 4:27.52
セガワ　リョウ カンキ モリモト　ケント オノ

14 33707 瀬川　陵(3) 神吉 4:34.23 14 37116 森本　健斗(3) 小野 4:28.25
ヨシモト　ユイト ハマノミヤ ヤマシタ　ユウト ニシワキミナミ

33452 吉元　悠人(3) 浜の宮 DNS 15 34741 山下　結人(3) 西脇南 4:28.30
ヒラオ　リョウ オノ ツカモト　リンタロウ ムコ

37114 平尾　涼(3) 小野 DNS 16 11486 塚元　琳太郎(3) 武庫 4:30.05

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子1500m
大会記録 4:03.89 高橋　亮平 （神戸・大池） 2005 神戸総合 予選 9/29 12:05 (4-3+3)

決勝 9/29 16:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ナガシマ　ソナタ ヒオカ  GR

1 32934 長嶋　幸宝(3) 氷丘 4:03.59
フジタ　ダイチ サンヨウ

2 40875 藤田　大智(3) 山陽 4:06.27
ニシモリ　イツキ ソノダ

3 11310 西森　市直(3) 園田 4:06.42
ワキタ　コウキ オオイケチュウガッコウ

4 23014 脇田　幸輝(3) 大池 4:10.81
モリ　ハルキ アサヒチュウ

5 41539 森　陽輝(3) 朝日 4:11.45
ニシワキ　シュン シオセ

6 14227 西脇　駿(3) 塩瀬 4:11.88
マンヤ　カズトシ シカマヒガシ

7 41063 萬矢　和寿(3) 飾磨東 4:12.35
イナミ　シュン ミキヒガシ

8 35627 稲見　峻(3) 三木東 4:13.84
ハヤシ　ユウダイ モトヤマ

9 20304 林　祐大(3) 本山 4:14.47
シカタ　ヒデキ ナカタニチュウガッコウ

10 18232 志方　英輝(3) 中谷 4:14.76
ヤマシタ　ケイマ タチバナ

11 11102 山下　慶馬(3) 立花 4:14.83
サカウエ　コウタロウ コウリョウ

12 13281 酒上　晃太朗(3) 甲陵 4:15.52
ウエムラ　ソウマ ミキヒガシ

13 35629 上村　颯真(3) 三木東 4:22.44
ナギ　コウノスケ ヒラノ

14 27853 凪　恒之介(3) 平野 4:26.85
クマイ　ケイト オオイケチュウガッコウ

23010 熊井　渓人(3) 大池 DNS

GR:大会記録  DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任

共通男子3000m
大会記録 8:40.6 中安　秀人 （神戸・押部谷） 1994 王子 予選 9/28 10:30 (3-4+6)

決勝 9/28 15:35 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ナガシマ　ソナタ ヒオカ クマイ　ケイト オオイケチュウガッコウ

1 32934 長嶋　幸宝(3) 氷丘 Q 9:09.12 1 23010 熊井　渓人(3) 大池 Q 9:12.08
エガミ　テンセイ カコガワ フジタ　ダイチ サンヨウ

2 32886 江上　天晴(3) 加古川 Q 9:10.34 2 40875 藤田　大智(3) 山陽 Q 9:12.97
タケダ　ヒロト オオイケチュウガッコウ ウエムラ　ソウマ ミキヒガシ

3 23011 竹田　優人(3) 大池 Q 9:10.43 3 35629 上村　颯真(3) 三木東 Q 9:13.44
ワキタ　コウキ オオイケチュウガッコウ ナギ　コウノスケ ヒラノ

4 23014 脇田　幸輝(3) 大池 Q 9:10.71 4 27853 凪　恒之介(3) 平野 Q 9:13.95
ヒシダ　ヒロト アリノキタ ニイミ　トモヒコ ガクブン

5 29345 菱田　紘翔(3) 有野北 q 9:12.31 5 14029 新美　朋彦(3) 学文 q 9:15.02
ニシワキ　シュン シオセ ヨシダ　カケル イナミキタ

6 14227 西脇　駿(3) 塩瀬 q 9:12.32 6 39535 吉田　翔(3) 稲美北 q 9:16.17
スナガワ　コウヨウ リョウナン ウジハラ　コウシロウ ハサマ

7 33912 砂川　昂陽(3) 陵南 9:20.37 7 60505 氏原　功志郎(3) 狭間 9:18.01
ハヤシ　ユウダイ モトヤマ マエダ　リョウタ セイリョウダイ

8 20304 林　祐大(3) 本山 9:22.81 8 29538 前田　涼太(3) 星陵台 9:22.90
イソワ　リン オオハラ コジマ　スイト イマヅ

9 29111 磯和　琳　(3) 大原 9:22.83 9 13776 小島　翠斗(3) 今津 9:23.60
ヒガシノ　キッペイ コウベナガサカ ヤスダ　ケイゴ ヒラノ

10 27183 東野　暉平(3) 神戸長坂 9:24.69 10 27857 安田　圭吾(3) 平野 9:24.84
ミクリ　コウマ ハマノミヤ ウエツキ　シュンタ タツノヒガシ

11 33457 御栗　滉真(3) 浜の宮 9:26.24 11 51133 植月　俊太(3) 龍野東 9:29.13
マツモト　ハルキ コウベナガサカ サイトウ　ユウジン タキガワ

12 27185 松本　暖生(3) 神戸長坂 9:28.48 12 28936 斎藤　優人(3) 滝川 9:29.18
アカオ　テルアキ オブ ナカミチ　ユウタ カイバラ

13 23413 赤尾　光秋(3) 小部 9:43.52 13 64148 中道　裕太(3) 柏原 9:29.93
ナガイ　ソウシ ヤスムロ ナカツカ　サヤト ミキシリツミキチュウガッコウ

14 45974 永井　創士(3) 安室 9:44.14 14 35051 中塚　爽斗(3) 三木 9:32.07
カワチ　ソラ ムコヒガシ フルカワ　トム キタコウベ

15 12258 河内　天(3) 武庫東 9:44.45 15 24112 古川　翔夢(3) 北神戸 9:32.34
サエキ　トモヤ コウベナガサカ モリモト　ケント オノ

16 27176 佐伯　知哉(3) 神戸長坂 9:44.97 16 37116 森本　健斗(3) 小野 9:38.55
タケダ　ショウ シカタ コジマ　ケイタ カンキ

17 33881 武田　翔(3) 志方 9:45.87 17 33704 小島　慶大(3) 神吉 9:39.04
イトウ　コウキ カコガワ オクダ　ユウタ ヒオカ

18 32888 伊藤　光輝(3) 加古川 9:47.04 18 32940 屋田　優太(3) 氷丘 9:48.89
シンドウ　ヒロキ ハッケイ オオニ　ハルキ シオセ

60375 進藤　大輝(3) 八景 DNS 19 14216 大西　晴己(3) 塩瀬 9:51.15
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任

共通男子3000m

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニシモリ　イツキ ソノダ

1 11310 西森　市直(3) 園田 Q 9:04.00
オキナカ　コウセイ シカマニシ

2 41214 沖中　康生(3) 飾磨西 Q 9:04.29
イナミ　シュン ミキヒガシ

3 35627 稲見　峻(3) 三木東 Q 9:05.48
マンヤ　カズトシ シカマヒガシ

4 41063 萬矢　和寿(3) 飾磨東 Q 9:08.27
シカタ　ヒデキ ナカタニチュウガッコウ

5 18232 志方　英輝(3) 中谷 q 9:11.01
ニイヅマ　レオ ヒラオカ

6 33257 新妻　玲旺(3) 平岡 q 9:12.17
ミウラ　シンヤ オオハラ

7 29107 三浦　晋矢(3) 大原 9:16.45
フジイ　カズノリ ニシワキミナミ

8 34734 藤井　一憲(3) 西脇南 9:19.71
イワサキ　キョウタ タマツ

9 27643 岩崎　杏汰(3) 玉津 9:20.94
ヒロセ　タクミ ニシノミヤハマ

10 12737 廣瀬　拓海(3) 西宮浜 9:21.55
オオヒガシ　ケンジ イタミヒガシ

11 19134 大東　賢司(3) 伊丹東 9:21.80
ヨシモト　ユイト ハマノミヤ

12 33452 吉元　悠人(3) 浜の宮 9:25.15
サカウエ　コウタロウ コウリョウ

13 13281 酒上　晃太朗(3) 甲陵 9:31.54
アカオ　ヒロキ イナガワ

14 18577 赤尾　嘉紀(3) 猪名川 9:34.27
マツモト　ナオヤ アリノキタ

15 29347 松本　尚也(3) 有野北 9:35.93
タジカ　ユウリ ヒラノ

16 27851 多鹿　優里(3) 平野 9:36.34
ナカヤマ　シュウタ ナルオ

17 13846 中山　柊太(3) 鳴尾 9:44.15
ヒラオ　リョウ オノ

18 37114 平尾　涼(3) 小野 9:55.97

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子3000m
大会記録 8:40.6 中安　秀人 （神戸・押部谷） 1994 王子 予選 9/28 10:30 (3-4+6)

決勝 9/28 15:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
クマイ　ケイト オオイケチュウガッコウ  GR

1 23010 熊井　渓人(3) 大池 8:34.34
ナガシマ　ソナタ ヒオカ  GR

2 32934 長嶋　幸宝(3) 氷丘 8:37.73
フジタ　ダイチ サンヨウ

3 40875 藤田　大智(3) 山陽 8:50.43
ヒシダ　ヒロト アリノキタ

4 29345 菱田　紘翔(3) 有野北 8:53.71
タケダ　ヒロト オオイケチュウガッコウ

5 23011 竹田　優人(3) 大池 8:54.75
イナミ　シュン ミキヒガシ

6 35627 稲見　峻(3) 三木東 8:57.59
エガミ　テンセイ カコガワ

7 32886 江上　天晴(3) 加古川 9:02.72
ニシモリ　イツキ ソノダ

8 11310 西森　市直(3) 園田 9:08.02
マンヤ　カズトシ シカマヒガシ

9 41063 萬矢　和寿(3) 飾磨東 9:08.16
ワキタ　コウキ オオイケチュウガッコウ

10 23014 脇田　幸輝(3) 大池 9:08.35
ウエムラ　ソウマ ミキヒガシ

11 35629 上村　颯真(3) 三木東 9:12.60
ニシワキ　シュン シオセ

12 14227 西脇　駿(3) 塩瀬 9:16.38
オキナカ　コウセイ シカマニシ

13 41214 沖中　康生(3) 飾磨西 9:17.16
ニイミ　トモヒコ ガクブン

14 14029 新美　朋彦(3) 学文 9:20.03
ニイヅマ　レオ ヒラオカ

15 33257 新妻　玲旺(3) 平岡 9:28.18
ヨシダ　カケル イナミキタ

16 39535 吉田　翔(3) 稲美北 9:29.90
ナギ　コウノスケ ヒラノ

17 27853 凪　恒之介(3) 平野 9:39.81
シカタ　ヒデキ ナカタニチュウガッコウ

18232 志方　英輝(3) 中谷 DNS

GR:大会記録  DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任

共通男子110mH [91.4cm]
大会記録 14.02 仲田　祥平 （東播・西脇） 2007 神戸総合 予選 9/28  9:50 (4-1+4)

14.0 弓削　貴史 （神戸・太山寺） 1984 王子 決勝 9/28 14:15 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.2 m/s) 2組 (-1.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
サカイ　ハルナ セイリョウダイ ニシダ　ヒデフミ キタコウベ

1 29534 酒井　春名(3) 星陵台 Q 15.00 1 24115 西田　英史(3) 北神戸 Q 14.65
ウメガキ　トモヒロ ヒカミ ヤマウチ　タイヨウ ミドリガオカ

2 64404 梅垣　朋宏(3) 氷上 15.71 2 35409 山内　大遥(3) 緑が丘 q 15.41
タニショウ　ユウマ ミドリガオカ タカハマ　トモヤ メイホウ

3 35405 谷生　悠真(3) 緑が丘 15.72 3 17757 高濱　智也(3) 明峰 15.66
コンドウ　レン ヒメジナダ キタヤマ　トウマ ヤシロ

4 40997 近藤　蓮(3) 姫路灘 15.83 4 38107 北山　冬真(3) 社 15.74
オオナカ　イツキ カミカワ カヤノ　リオン ヒロハタ

5 43555 大中　一毅(3) 神河 16.12 5 41325 茅野　璃音(3) 広畑 16.06
スギヤマ　ケイジロウ ハリマ ヤマグチ　サトル タイサンジ

6 39627 杉山　慶次郎(3) 播磨 16.24 6 28152 山口　悟(3) 太山寺 16.73
ハヤシ　リュウセイ ヒダカヒガシ サカグチ　コウ ヒオカ

7 81268 林　琉聖(3) 日高東 18.53 7 32927 坂口　昂優(3) 氷丘 17.00
カワタ　ケイゴ カンセイガクイン イシザワ　ユウガ ニッシン

14755 川田　圭吾(3) 関西学院 DNS 10393 石沢　侑雅(3) 日新 DNS
シラヒゲ　ケイト キタコウベ

24107 白髭　慶乙(3) 北神戸 DNS

3組 (-0.6 m/s) 4組 (+0.3 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ミワ　リュウノスケ サンヨウ ヤマモト　ユウト ハリマ

1 40874 三和　龍之介(3) 山陽 Q 14.56 1 39633 山本　湧斗(3) 播磨 Q 14.82
ホリ　クウゴ ハリマミナミ ヤマダ　ナオ カミ

2 39702 堀　空悟(3) 播磨南 q 15.49 2 38938 山田　那央(3) 加美 q 15.09
オオワダ　コウシ スズランダイ マエカワ　ケンタロウ イナミキタ

3 23504 大和田　幸志(3) 鈴蘭台 q 15.58 3 39534 前川　賢太郎(3) 稲美北 15.73
ウエダ　シュンヤ ヒカミ コタニ　ショウマ アリノキタ

4 64407 上田　隼也(3) 氷上 16.10 4 29338 小谷　将馬(3) 有野北 16.41
ハギノ　シュン ボウカイ キシエ　コウダイ ミキヒガシ

5 31533 萩野　俊(3) 望海 16.17 5 35628 岸江　航大(3) 三木東 16.78
タカハシ　ケイタ ホウデン コニシ　ユウ コウブ

6 34309 髙橋　佳汰(3) 宝殿 16.83 6 13416 小西　悠(3) 甲武 16.82
ムギウダ　ユウキ オダ コヤマ　アオ オオマト

7 10934 麦生田　有輝(3) 小田 16.96 7 45846 小山　蒼空(3) 大的 16.91
ホリ　ミツヨシ カイバラ カワセ　タロウ オオハラ

8 64156 堀　充義(3) 柏原 18.51 29108 川瀨　たろう(3) 大原 DNS

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH [91.4cm]
大会記録 14.02 仲田　祥平 （東播・西脇） 2007 神戸総合 予選 9/28  9:50 (4-1+4)

14.0 弓削　貴史 （神戸・太山寺） 1984 王子 決勝 9/28 14:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニシダ　ヒデフミ キタコウベ

1 24115 西田　英史(3) 北神戸 14.51
ミワ　リュウノスケ サンヨウ

2 40874 三和　龍之介(3) 山陽 14.60
サカイ　ハルナ セイリョウダイ

3 29534 酒井　春名(3) 星陵台 14.80
ヤマモト　ユウト ハリマ

4 39633 山本　湧斗(3) 播磨 14.91
ヤマダ　ナオ カミ

5 38938 山田　那央(3) 加美 15.02
ヤマウチ　タイヨウ ミドリガオカ

6 35409 山内　大遥(3) 緑が丘 15.63
オオワダ　コウシ スズランダイ

7 23504 大和田　幸志(3) 鈴蘭台 15.94
ホリ　クウゴ ハリマミナミ

8 39702 堀　空悟(3) 播磨南 18.13
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
大会記録 43.59 森田・尾北・芝本・仁部 （阪神・猪名川） 2018 神戸総合 予選 9/28 11:25 (4-0+8)

決勝 9/28 16:20 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒロハタ ミドリガオカ

1 広畑 q 44.56 6 緑が丘 46.49
[1] カヤノ　リオン [2] ムネミツ　クウ [1] ヤマグチ　イブキ [2] ヤマウチ　タイヨウ

41325 茅野 璃音(3) 41340 宗光 玖羽(2) 35410 山口 一吹(3) 35409 山内 大遥(3)
[3] ソウノ　ユウト [4] ヤストミ　イツキ [3] タニショウ　ユウマ [4] トヤマ　ハルオ

41322 宗野 佑斗(3) 41330 安富 厳(3) 35405 谷生 悠真(3) 35406 登山 晴夫(3)
シオセ ヒダカヒガシ

2 塩瀬 q 45.54 7 日高東 46.91
[1] シモザト　ヒナタ [2] ヤオ　ランマ [1] ワタナベ　マナト [2] ナカシマ　ソラ

14222 下里 日向汰(3) 14209 八尾 藍麻(3) 81280 渡邊 愛士(2) 81264 中嶋 颯良(3)
[3] コガネマル　ユウキ [4] ミズタ　ユウシ [3] タケモリ　モトノリ [4] ハシモト　ケンタロウ

14225 小金丸 優輝(3) 14208 水田 湧士(3) 81270 竹森 元宣(3) 81271 橋本 健太郎(3)
タイシヒガシチュウガッコウ ユラ

3 太子東 45.97 8 由良 46.99
[1] イノウエ　コウタ [2] イズタ　ジョウイチロウ [1] コジマ　アオバ [2] ナカムラ　ヒデキ

51668 井上 晃汰(3) 51669 出田 丈一郎(3) 70412 小島 碧波(2) 70408 中村 秀希(3)
[3] イシノ　シン [4] ヤハタ　アサヒ [3] ハタヤマ　カズノリ [4] スダ　オウラ

51672 石野 真(3) 51671 八幡 朝陽(3) 70409 畑山 和範(3) 70414 須田 旺来(2)
カミカワ トヨオカキタ

4 神河 46.33 9 豊岡北 47.82
[1] フジワラ　アキハ [2] オオナカ　イツキ [1] フクシマ　リョウセイ [2] オカバヤシ　トシキ

43557 藤原 白羽(3) 43555 大中 一毅(3) 80221 福島 凌成(3) 80215 岡林 俊樹(3)
[3] アダチ　ハヤト [4] アダチ　エイジ [3] ヤマカワ　シュウマ [4] ウエサカ　ユウ

43554 足立 隼人(3) 43571 足立 英士(1) 80237 山川 宗真(2) 80234 上坂 優羽(2)
ヒカミ

5 氷上 46.35
[1] オオタ　アツヤ [2] ヤオ　ケンタロウ

64406 太田 温也(3) 64401 矢尾 健太郎(3)
[3] ウメガキ　トモヒロ [4] ウエダ　シュンヤ

64404 梅垣 朋宏(3) 64407 上田 隼也(3)

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒメジナダ ヒラキチュウガッコウ

1 姫路灘 q 44.56 6 平木 46.96
[1] タカオ　ソウイチロウ [2] ヤマモト　キョウヘイ [1] セキグチ　カヲル [2] タカムラ　コウタ

40999 高尾 颯一郎(3) 40907 山本 恭平(3) 13344 関口 カヲル(3) 13346 高村 空汰(3)
[3] コンドウ　レン [4] フルサカ　ユウキ [3] ミタニ　ヒロト [4] マツムラ　ヤマト

40997 近藤 蓮(3) 40905 古阪 優樹(3) 13345 三谷 寛人(3) 13342 松村 大和(3)
メイホウ イズシ

2 明峰 q 45.50 7 出石 47.07
[1] ヤマグチ　カンタ [2] タカハマ　トモヤ [1] タナカ　リュウト [2] マツイ　トウイ

17747 山口 幹太(3) 17757 高濱 智也(3) 81825 田中 隆翔(3) 81838 松井 斗威(3)
[3] ヤマワキ　トモハル [4] ヤマシタ　ソウタ [3] ニシヤマ　リュウタ [4] ウエマツ　ミズキ

17751 山脇 知治(3) 17749 山下 颯太(3) 81833 西山 琉太(3) 81831 植松 瑞希(3)
コウブ ゴシキ

3 甲武 45.86 8 五色 47.33
[1] イワモト　ミキヤ [2] コマクラ　リーヤ [1] タキモト　ケイタ [2] ニシ　トシキ

13413 岩本 樹弥(3) 13417 駒倉 璃弥(3) 74067 瀧本 圭汰(3) 74070 西 俊樹(3)
[3] フジイ　ダイチ [4] アズマ　ヒカル [3] コショウ　カズキ [4] ミヤケ　カイリ

13427 藤井 大地(3) 13411 東 光流(3) 74065 古匠 一樹(3) 74075 三宅 海吏(2)
ワダヤマ オオマト

4 和田山 45.95 9 大的 48.01
[1] アダチ　レンジュ [2] コヤシキ　ハヤト [1] ニシヤマ　イッセイ [2] ヤソ　コウスケ

83423 足立 蓮珠(3) 83419 小屋敷 隼斗(3) 45866 西山 一生(2) 45863 八十 康介(2)
[3] ハシモト　ジュンキ [4] ハラダ　タイキ [3] スナガワ　アイト

83420 橋本 隼貴(3) 83421 原田 大輝(3) 45867 砂川 心人(2)
カミコウシエン

5 上甲子園 46.37
[1] タグチ　ナオヒロ [2] ヒガシ　ケンタロウ

13672 田口 直裕(2) 13663 東 健太郎(3)
[3] ムコヨシ　ハルト [4] ミズタニ　ショウ

13679 向吉 悠仁(2) 13666 水谷 匠(3)

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
シカマヒガシ アサヒガオカ

1 飾磨東 q 44.99 旭丘 DQ R3
[1] ヤマモト　ユウタ [2] マツモト　ソウマ [1] ノリカワ　シュウタ [2] イノウエ　ナオト

41057 山本 優太(3) 41065 松本 颯馬(3) 37244 則川 愁汰(3) 37246 井上 直飛(3)
[3] ヤマモト　フウト [4] カネクラ　ホマレ [3] ワダ　リョウノスケ [4] フジサキ　リョウガ

41054 山本 楓斗(3) 41055 金倉 帆希(3) 37252 和田 涼之介(2) 37242 藤﨑 凌河(3)
オダ ソノダ

2 小田 q 45.39 園田 DNS
[1] シンヤ　タカト [2] タカタニ　ノゾミ

10931 新屋 鷹斗(3) 10939 髙谷 望巳(3)
[3] ムギウダ　ユウキ [4] フジワラ　リュウキ

10934 麦生田 有輝(3) 10933 藤原 琉暉(3)
サンヨウ ウオズミヒガシ

3 山陽 45.66 魚住東 DNS
[1] ミワ　リュウノスケ [2] ニシカワ　ショウヨウ

40874 三和 龍之介(3) 40873 西川 昇陽(3)
[3] ウチヌノ　ユキヤ [4] イワサキ　ソウ

40877 内布 優稀也(3) 40871 岩崎 蒼(3)
コウヨウガクイン ソノダヒガシ

4 甲陽学院 45.71 園田東 DNS
[1] オオセト　マコト [2] アベ　シュンスケ

15020 大瀬戸 誠(3) 15029 阿部 俊介(3)
[3] オオダイラ　ケンシ [4] ヤタ　マサハル

15019 大平 健史(3) 15022 矢田 雅治(3)
キタコウベ

5 北神戸 45.94
[1] マルオ　タクマ [2] ニシダ　ヒデフミ

24116 丸尾 琢磨(3) 24115 西田 英史(3)

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
サンダガクエン オオツ

1 三田学園 q 44.12 6 大津 48.93
[1] ヒガシウラ　ヨシマサ [2] カシワギ　シュウヤ [1] マツオ　ハルヤ [2] ミキ　タカト

60107 東浦 良昌(3) 60101 柏木 秀也(3) 46110 松尾 遥也(2) 46118 三木 貴斗(2)
[3] シライシ　リョウ [4] シマ　シンノスケ [3] セキネ　ユウセイ [4] モリサワ　コウキ

60122 白石 稜(2) 60104 島 真之介(3) 46123 関根 悠生(2) 46198 森澤 洸輝(3)
オゾノ カスミダイイチ

2 小園 q 44.57 香住第一 DQ R1
[1] ヨネナガ　カンタ [2] イナヅ　マナト [1] オクダ　ケイシ [2] オカダ　トモヤ

12339 米永 莞太(3) 12344 稲津 磨凪人(3) 81094 奥田 慧士(3) 81093 岡田 智哉(3)
[3] ニシヤマ　ハヤト [4] タケウチ　リクヤ [3] オザキ　アユム [4] マツイ　ユウマ

12333 西山 颯人(3) 12331 竹内 璃空弥(3) 81095 尾崎 歩夢(3) 81006 松井 悠麻(2)
ミカゲ ミナミヒバリガオカ

3 御影 46.00 南ひばりガ丘 DQ R2
[1] ユウキ　チヒロ [2] ミウラ　コウスケ [1] マツダ　シュリ [2] ニシダ　キラト

20531 結城 知大(3) 20527 三浦 康佑(3) 16709 松田 珠吏(3) 16715 西田 輝斗(3)
[3] サイトウ　リョウスケ [4] タカハシ　ショウマ [3] フジモト　リュウセイ [4] ヒガシ　シュンノスケ

20525 齊藤 涼介(3) 20528 髙橋 翔真(3) 16711 藤本 琉世(3) 16707 東 駿之介(3)
ボウカイ キヌガワ

4 望海 46.40 衣川 DQ R1
[1] タノウエ　ダイチ [2] ミウラ　ケンスケ [1] ヤスモリ　タロウ [2] ナカト　ショウタ

31539 田上 大智(3) 31537 三浦 賢亮(3) 31358 安森 大朗(2) 31342 中戸 翔大(3)
[3] イノウエ　ユウキ [4] ハギノ　シュン [3] タカミ　リュウヤ [4] ミズタ　カズマ

31535 井上 裕貴(3) 31533 萩野 俊(3) 31349 高見 龍也(3) 31375 水田 一真(3)
ハッケイ

5 八景 47.64
[1] ミヨケ　ダイチ [2] フクヤマ　キズナ

60309 美除 大地(2) 60313 福山 世(2)
[3] アサクラ　ケイタ [4] キモト　ムネマサ

60379 浅倉 慶太(3) 60380 木元 志誠(3)

q:プラスによる進出    DQ:失格  DNS:欠場  R1:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
大会記録 43.59 森田・尾北・芝本・仁部 （阪神・猪名川） 2018 神戸総合 予選 9/28 11:25 (4-0+8)

決勝 9/28 16:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
ヒロハタ

1 広畑 43.90
[1] カヤノ　リオン [2] ムネミツ　クウ

41325 茅野 璃音(3) 41340 宗光 玖羽(2)
[3] ソウノ　ユウト [4] ヤストミ　イツキ

41322 宗野 佑斗(3) 41330 安富 厳(3)
ヒメジナダ

2 姫路灘 44.20
[1] タカオ　ソウイチロウ [2] ヤマモト　キョウヘイ

40999 高尾 颯一郎(3) 40907 山本 恭平(3)
[3] コンドウ　レン [4] フルサカ　ユウキ

40997 近藤 蓮(3) 40905 古阪 優樹(3)
サンダガクエン

3 三田学園 44.46
[1] ヒガシウラ　ヨシマサ [2] カシワギ　シュウヤ

60107 東浦 良昌(3) 60101 柏木 秀也(3)
[3] シライシ　リョウ [4] シマ　シンノスケ

60122 白石 稜(2) 60104 島 真之介(3)
シカマヒガシ

4 飾磨東 44.52
[1] ヤマモト　ユウタ [2] マツモト　ソウマ

41057 山本 優太(3) 41065 松本 颯馬(3)
[3] ヤマモト　フウト [4] カネクラ　ホマレ

41054 山本 楓斗(3) 41055 金倉 帆希(3)
メイホウ

5 明峰 45.23
[1] ヤマグチ　カンタ [2] タカハマ　トモヤ

17747 山口 幹太(3) 17757 高濱 智也(3)
[3] ヤマワキ　トモハル [4] ヤマシタ　ソウタ

17751 山脇 知治(3) 17749 山下 颯太(3)
シオセ

6 塩瀬 45.58
[1] シモザト　ヒナタ [2] ヤオ　ランマ

14222 下里 日向汰(3) 14209 八尾 藍麻(3)
[3] コガネマル　ユウキ [4] ミズタ　ユウシ

14225 小金丸 優輝(3) 14208 水田 湧士(3)
オダ

7 小田 45.62
[1] シンヤ　タカト [2] タカタニ　ノゾミ

10931 新屋 鷹斗(3) 10939 髙谷 望巳(3)
[3] ムギウダ　ユウキ [4] フジワラ　リュウキ

10934 麦生田 有輝(3) 10933 藤原 琉暉(3)
オゾノ

小園 DQ R1
[1] ヨネナガ　カンタ [2] イナヅ　マナト

12339 米永 莞太(3) 12344 稲津 磨凪人(3)
[3] ニシヤマ　ハヤト [4] タケウチ　リクヤ

12333 西山 颯人(3) 12331 竹内 璃空弥(3)

DQ:失格  R1:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった  
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種　目 共通男子走高跳決勝1組 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/29 開始時刻 終了時刻 Ｊ Ｔ Ｏ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　 兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord 支柱移動 ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　　技
最高記録

無 効
試技数

順位 得 点 備 考1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.88

5 25900
ナカシマ　イツキ リュウガダイ - - o o o xxx 1.85 1

中島　一喜(04) 竜が台(3)

4 40874
ミワ　リュウノスケ サンヨウ - o xo xo xxx 1.80 2 2

三和　龍之介(04) 山陽(3)

7 39633
ヤマモト　ユウト ハリマ - xxo o xxx 1.75 2 3

山本　湧斗(04) 播磨(3)

2 27180
タシロ　ケンタロウ コウベナガサカ xo o xo xxx 1.75 2 4

田代　健太朗(04) 神戸長坂(3)

6 23504
オオワダ　コウシ スズランダイ - o xxo xxx 1.75 2 5大和田　幸志(04) 鈴蘭台(3)

9 41538
マエカワ　アルト アサヒチュウ o xxx 1.65 6

前川　歩斗(04) 朝日(3)

3 27519
オダ　セイヤ オシベダニ xxo xxx 1.65 2 7

織田　誠也(04) 押部谷(3)

1 41332
ヤマト　コウキ ヒロハタ xxx

大和　孝基(04) 広畑(3)

8 60379
アサクラ　ケイタ ハッケイ xxx

浅倉　慶太(04) 八景(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（有効試技…O、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）　
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目 共通男子棒高跳決勝1組 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/28 開始時刻 終了時刻 Ｊ Ｔ Ｏ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　 兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord 支柱移動 ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　　技
最高記録

無 効
試技数

順位 得 点 備 考3.00 3.20 3.30

1 29330
アオキ　リン アリノキタ o xo xxx 3.20 1 1

青木　凜(04) 有野北(3)

2 12344
イナヅ　マナト オゾノ xo xxx 3.00 1 2

稲津　磨凪人(04) 小園(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（有効試技…O、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）　
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目共通男子走幅跳決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/28 開始時刻 終了時刻 Ｊ Ｔ Ｏ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 3 回 の
最 高 記 録

トップ８
の

試技順

試　　　　　　技
最 高 記 録 順位 得 点 備 考

1 2 3 4 5 6

7 20811
ミヤオ　マナト エボシ

× 6.93 +1.0 × 6.93 +1.0 8 6.72 -0.1 6.66 +0.2 7.01 0.0 7.01 0.0 1 GR 
宮尾　真仁(04) 烏帽子(3)

15 42481
ヨシダ　マサミチ フクサキニシ

6.58 0.0 6.73 +0.1 6.75 +1.3 6.75 +1.3 6 6.60 -0.9 6.79 0.0 6.89 +0.5 6.89 +0.5 2  =GR 
吉田　正道(04) 福崎西(3)

11 25900
ナカシマ　イツキ リュウガダイ

6.84 +1.4 6.87 +2.5 6.70 0.0 6.87 +2.5 7 6.79 -0.1 × 6.87 +1.8 6.87 +2.5 3 公認:6.87(1.8) 
中島　一喜(04) 竜が台(3)

8 72032
イサガワ　コウキ ミハラ

6.29 -0.2 6.33 +0.6 5.93 +0.4 6.33 +0.6 5 6.01 -1.6 6.18 +0.5 6.34 +1.4 6.34 +1.4 4砂川　向希(04) 三原(3)

12 37001
フジワラ　アツヤ オノミナミ

6.32 0.0 6.26 +1.9 6.29 +1.0 6.32 0.0 4 6.17 +0.7 6.02 0.0 × 6.32 0.0 5藤原　篤弥(04) 小野南(3)

13 27519
オダ　セイヤ オシベダニ

5.77 0.0 6.08 +1.5 6.04 +0.7 6.08 +1.5 2 6.20 -1.3 5.72 -0.5 5.72 +0.7 6.20 -1.3 6織田　誠也(04) 押部谷(3)

9 41323
フジワラ　ネオ ヒロハタ

6.18 +2.0 5.62 +0.2 6.09 +0.2 6.18 +2.0 3 5.80 0.0 × × 6.18 +2.0 7藤原　寧大(04) 広畑(3)

10 43554
アダチ　ハヤト カミカワ

6.06 +1.4 5.82 +1.4 5.77 +0.5 6.06 +1.4 1 5.64 -1.7 5.92 -0.4 5.79 +0.7 6.06 +1.4 8足立　隼人(04) 神河(3)

1 83419
コヤシキ　ハヤト ワダヤマ

5.95 0.0 6.01 -0.1 5.96 -0.7 6.01 -0.1 6.01 -0.1 9小屋敷　隼斗(04) 和田山(3)

6 41328
ウスイ　ミト ヒロハタ

5.82 +0.6 × 5.95 +2.1 5.95 +2.1 5.95 +2.1 10 公認:5.82(0.6) 
臼井　光翔(04) 広畑(3)

14 12887
ヒロナガ　ソウタ ハマワキ

5.79 0.0 × 5.80 +1.7 5.80 +1.7 5.80 +1.7 11廣永　蒼太(04) 浜脇(3)

5 45846
コヤマ　アオ オオマト

× 4.92 +1.6 5.31 +1.2 5.31 +1.2 5.31 +1.2 12小山　蒼空(04) 大的(3)

2 31342
ナカト　ショウタ キヌガワ

× × ×中戸　翔大(04) 衣川(3)

3 46198
モリサワ　コウキ オオツ

× × ×森澤　洸輝(04) 大津(3)

4 29104
トモマツ　キラ オオハラ

友松　暉良(04) 大原(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目共通男子三段跳決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/29 開始時刻 10:36 終了時刻 Ｊ Ｔ Ｏ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 3 回 の
最 高 記 録

トップ８
の

試技順

試　　　　　　技
最 高 記 録 順位 得 点 備 考

1 2 3 4 5 6

8 20811
ミヤオ　マナト エボシ

14.28 0.0 × 13.81 -0.3 14.28 0.0 8 14.36 -0.4 14.32 +1.9 14.10 -1.4 14.36 -0.4 1 8 GR GR 
宮尾　真仁(04) 烏帽子(3)

6 14307
アサバ　タケル ナルオミナミ

12.55 -0.5 12.47 +0.4 12.37 -0.6 12.55 -0.5 5 12.84 0.0 12.38 +0.4 13.06 +0.6 13.06 +0.6 2 7浅羽　虎瑠(04) 鳴尾南(3)

7 41323
フジワラ　ネオ ヒロハタ

11.97 -0.6 × 12.91 -0.6 12.91 -0.6 7 12.98 -0.5 12.90 +1.0 12.95 -0.5 12.98 -0.5 3 6藤原　寧大(04) 広畑(3)

4 29410
ゴトウ　タツト セイシン

12.11 +0.1 12.23 -1.1 12.61 -0.2 12.61 -0.2 6 12.44 -0.1 12.52 +0.4 12.38 +0.2 12.61 -0.2 4 5後藤　達人(04) 西神(3)

2 18026
ホンダ　リュウ タダ

11.58 0.0 × 12.46 -0.1 12.46 -0.1 4 12.45 0.0 12.61 +1.3 12.48 +1.2 12.61 +1.3 5 4本多　利悠(04) 多田(3)

5 41332
ヤマト　コウキ ヒロハタ

× 11.43 0.0 12.43 -0.2 12.43 -0.2 3 12.19 +0.3 12.29 +1.2 11.73 +1.5 12.43 -0.2 6 3大和　孝基(04) 広畑(3)

10 10390
オオカワ　リョウスケ ニッシン

12.40 +1.2 12.22 +0.4 12.15 +0.6 12.40 +1.2 2 12.33 +0.3 × × 12.40 +1.2 7 2大川　涼輔(04) 日新(3)

1 72033
ハラサカ　ショウマ ミハラ

× 12.25 -0.3 × 12.25 -0.3 1 12.14 +0.4 11.82 -0.7 12.28 0.0 12.28 0.0 8 1原坂　昇真(04) 三原(3)

3 18581
オオコウチ　リョウスケ イナガワ

12.13 +0.6 11.79 -0.4 12.18 -0.3 12.18 -0.3 12.18 -0.3 9大河内　亮介(04) 猪名川(3)

11 29104
トモマツ　キラ オオハラ

× 12.08 +0.4 12.10 +1.6 12.10 +1.6 12.10 +1.6 10友松　暉良(04) 大原(3)

9 81094
オクダ　ケイシ カスミダイイチ

× × 12.05 -0.7 12.05 -0.7 12.05 -0.7 11奥田　慧士(05) 香住第一(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目 共通男子砲丸投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/28 開始時刻 終了時刻 ＪＴＯ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　技 3回の
最高記録

トップ８
の

試技順

試　　　　　技
最高記録 順 位 得 点 備　　  考

1 2 3 4 5 6

6 16820
ウツノミヤ　リョウヘイ アクラ

14.09 14.75 14.54 14.75 8 14.13 14.68 14.90 14.90 1宇都宮　諒平(04) 安倉(3)

8 50572
フジワラ　ソウタ アコウ

13.15 12.89 12.82 13.15 7 12.97 12.83 13.29 13.29 2藤原　颯汰(04) 赤穂(3)

1 72030
ヤマグチ　トキヤ ミハラ

11.71 12.14 11.36 12.14 6 11.33 12.15 11.62 12.15 3
山口　翔輝夜(04) 三原(3)

12 14501
オオタニ　ユウト フカズ

11.54 11.55 11.83 11.83 5 11.46 11.09 11.99 11.99 4大谷　悠人(05) 深津(3)

10 64151
ハラダ　コウエイ カイバラ

11.34 11.74 × 11.74 4 × 11.44 × 11.74 5原田　晃英(04) 柏原(3)

7 23503
イケガワ　イッテツ スズランダイ

10.99 1.50 11.52 11.52 3 11.36 11.53 11.59 11.59 6池川　一哲(04) 鈴蘭台(3)

11 33883
フジシロ　キラ シカタ

10.74 11.38 11.41 11.41 2 11.27 10.81 11.07 11.41 7
藤城　希星(04) 志方(3)

2 10800
ウエハラ　マサキ オダキタ

× 11.30 × 11.30 1 10.78 × × 11.30 8上原　諒己(04) 小田北(3)

4 26470
モリタ　ジュンペイ フクダ

10.93 9.97 9.81 10.93 10.93 9森田　淳平(04) 福田(3)

3 23120
フクダ　リク ヤマダ

10.77 10.25 10.40 10.77 10.77 10
福田　陸(04) 山田(3)

5 11488
ナカニシ　ホムラ ムコ

9.70 10.64 10.58 10.64 10.64 11中西　火々良(04) 武庫(3)

9 65364
ミズシマ　コタロウ イチジマ

× × ×水嶋　鼓太朗(04) 市島(3)

13 33025
ハナヤマ　ショウゴ カコガワヤマテ

華山　勝伍(04) 加古川山手(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目 共通男子円盤投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/29 開始時刻 終了時刻 ＪＴＯ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　技 3回の
最高記録

トップ８
の

試技順

試　　　　　技
最高記録 順 位 得 点 備　　  考

1 2 3 4 5 6

8 72030
ヤマグチ　トキヤ ミハラ

46.32 46.97 43.50 46.97 8 × × 46.19 46.97 1 GR 
山口　翔輝夜(04) 三原(3)

7 23503
イケガワ　イッテツ スズランダイ

35.47 38.01 36.70 38.01 7 39.99 38.89 × 39.99 2池川　一哲(04) 鈴蘭台(3)

6 11488
ナカニシ　ホムラ ムコ

36.92 36.99 37.94 37.94 6 × 36.95 37.13 37.94 3
中西　火々良(04) 武庫(3)

9 45973
マツヤマ　ショウセイ ヤスムロ

× 29.30 33.46 33.46 5 × × 33.94 33.94 4松山　翔星(05) 安室(3)

13 33883
フジシロ　キラ シカタ

27.41 29.72 32.68 32.68 4 29.97 27.46 29.86 32.68 5藤城　希星(04) 志方(3)

11 16820
ウツノミヤ　リョウヘイ アクラ

28.21 25.57 31.69 31.69 3 31.63 31.28 30.88 31.69 6宇都宮　諒平(04) 安倉(3)

10 14208
ミズタ　ユウシ シオセ

× 30.38 × 30.38 2 × 28.23 24.53 30.38 7
水田　湧士(04) 塩瀬(3)

2 12123
オオウチ　ユウヤ ジョウヨウ

26.70 30.07 × 30.07 1 26.32 × 28.34 30.07 8大内　優哉(04) 常陽(3)

3 26470
モリタ　ジュンペイ フクダ

29.76 × 29.96 29.96 29.96 9森田　淳平(04) 福田(3)

12 64151
ハラダ　コウエイ カイバラ

× 23.70 29.95 29.95 29.95 10
原田　晃英(04) 柏原(3)

4 10800
ウエハラ　マサキ オダキタ

28.85 × × 28.85 28.85 11上原　諒己(04) 小田北(3)

1 33885
ヤマダ　ケイジ シカタ

× 23.60 25.39 25.39 25.39 12山田　慶二(04) 志方(3)

5 34315
マルオ　コウセイ ホウデン

× 25.19 × 25.19 25.19 13
丸尾　晃正(04) 宝殿(3)

14 33025
ハナヤマ　ショウゴ カコガワヤマテ

華山　勝伍(04) 加古川山手(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100m
大会記録 12.01 下村香穂 （神戸･白川台） 2010 神戸総合 予選 9/29 14:20 (7-0+8)

決勝 9/29 15:55 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.9 m/s) 2組 (-1.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヨシジマ　ユイ タカサゴ イワナガ　アヤメ ヒメジナダ

1 36016 吉島　ゆい(3) 高砂 q 12.40 1 40950 岩永　彩萌(3) 姫路灘 q 12.66
リュウモン　カナ ナガサカ ヤマグチ　マイ ナガサカ

2 60423 竜門　香奈(3) 長坂 13.07 2 60425 山口　真依(3) 長坂 q 12.90
アカマツ　ミサキ カワラギチュウガッコウ コテラヤマ　リサ ソノダ

3 13542 赤松　海咲(3) 瓦木 13.27 3 11351 小寺山　莉沙(3) 園田 13.46
マエダ　ナミ シオセ ホソイ　スズカ コウブ

4 14262 前田　奈美(3) 塩瀬 13.37 4 13426 細居　鈴夏(3) 甲武 13.52
カドワキ　アミ モトヤマ アサマ　ノノカ ヒオカ

5 20301 門脇　杏実(3) 本山 13.49 5 32980 浅間　希佳(3) 氷丘 13.53
オオガキ　ナツミ クロダショウ ヤマモト　ヨリカ ニッシン

6 39131 大垣　菜摘(3) 黒田庄 13.53 6 10352 山本　和華(3) 日新 13.55
ツカモト　マイ サンヨウ コジマ　シホ オオハラ

7 40880 塚本　舞(3) 山陽 13.71 7 29128 小嶋　志歩(3) 大原 13.59
シミズ　アヤノ コウブ ヒラグチ　リサ ヒラオカ

8 13420 清水　綾乃(3) 甲武 13.95 8 33210 平口　莉沙(3) 平岡 14.11
タニグチ　リナ テンノウジガワ コバヤシ　アコ ヒカミ

19527 谷口　璃奈(3) 天王寺川 DNS 64471 小林　あこ(3) 氷上 DNS

3組 (-0.5 m/s) 4組 (0.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
イマヅ　ハナハ アライ ナカオ　ユズキ キヌガワ

1 36105 今津　花巴(3) 荒井 q 12.67 1 31352 中尾　柚希(3) 衣川 q 12.64
フクエ　ミク ナンダン フジワラ　カレン カミカワ

2 72418 福榮　美紅(3) 南淡 13.06 2 43581 藤原　かれん(3) 神河 q 12.68
ヤマグチ　リン オオクラ キクヅキ　アユ アコウニシ

3 31284 山口　凜(3) 大蔵 13.44 3 50762 菊月　愛友(3) 赤穂西 13.17
ナカニシ　モモミ シオセ オカモト　アカネ ムコガワジョシダイガクフゾクチュウガッコウ

4 14258 中西　桃美(3) 塩瀬 13.48 4 14899 岡本　茜(3) 武庫川大附 13.28
イケダ　アヅ ハラダ サクマ　ノノカ ヒラオカ

5 20921 池田　あづ(3) 原田 13.57 5 33206 作間　乃々香(3) 平岡 13.40
シュクナミ　シホ トヨオカミナミ キリヤマ　ハルナ ササヤマ

6 80106 宿南　志帆(3) 豊岡南 13.69 6 62103 桐山　悠菜(3) 篠山 13.44
タニグチ　ノア ニシワキミナミ ウチノマル　ミホ オゾノ

34733 谷口　乃愛(3) 西脇南 DNS 7 12362 内之丸　実穂(3) 小園 13.59
ミヤモト　ナノハ オオハラ オギハラソフィア　キヌ ウオズミ

29125 宮本　奈乃芭(3) 大原 DNS 31950 荻原ソフィア　絹(3) 魚住 DNS

5組 (-1.0 m/s) 6組 (-1.3 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ミネモト　エマ ウオザキチュウガッコウ ヤマシタ　ラナ ガクブン

1 20276 峰本　エマ(3) 魚崎 q 12.67 1 14069 山下　来夏(3) 学文 13.01
コバヤシ　ユウナ コウベナガサカ シモカド　ルイ ホウジョウ

2 27171 小林　由愛(3) 神戸長坂 13.09 2 37512 霜門　瑠依(3) 北条 13.09
スガノ　ミクル イタミニシ カモイ　リサ カコガワ

3 19238 菅野　未久瑠(3) 伊丹西 13.24 3 32893 鴨井　莉彩(3) 加古川 13.30
サカバヤシ　モユ ナンダン イヌキ　カナミ ヒロハタ

4 72419 酒林　萌結(3) 南淡 13.48 4 41325 井貫　花南(3) 広畑 13.50
ツネミ　アヤカ オノミナミ フジワラ　ルイ カスミダイイチ

5 37015 常深　彩香(3) 小野南 13.78 5 81075 藤原　瑠生(3) 香住第一 13.65
ムラヤマ　ミサキ イタミミナミ フクモト　サキ クラクエン

6 19348 村山　美咲(3) 伊丹南 13.83 6 13061 福本　咲希(3) 苦楽園 13.70
モリモト　コトネ セイウン タカイ　ユイ ナルオ

7 70211 森本　琴音(3) 青雲 13.84 7 13834 高井　優衣(3) 鳴尾 13.71
オノ　ミスズ ニシノミヤハマ タケモト　ノア キヌガワ

8 12743 小野　海涼(3) 西宮浜 14.01 8 31347 竹本　乃彩(3) 衣川 14.45
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 (-2.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
マエソコ　ノノカ ヒラノ

1 27832 前底　希果(3) 平野 q 12.90
バンドウ　カナ ナガサカ

2 60422 坂東　佳奈(3) 長坂 13.02
サエキ　ミユウ カコガワチュウブ

3 33192 佐伯　美釉(3) 加古川中部 13.22
ツダ　ミユウ ヒロハタ

4 41321 津田　美夕(3) 広畑 13.56
ダテ　ナルミ オオクボ

5 31622 伊達　成美(3) 大久保 13.58
カトウ　トワ トヨオカミナミ

6 80114 加藤　桃羽(3) 豊岡南 13.82
モリモト　ヒナ カサイ

7 37755 森本　陽菜(3) 加西 13.95
テラタニ　ハルカ アコウニシ

8 50763 寺谷　遥華(3) 赤穂西 14.06

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100m
大会記録 12.01 下村香穂 （神戸･白川台） 2010 神戸総合 予選 9/29 14:20 (7-0+8)

決勝 9/29 15:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヨシジマ　ユイ タカサゴ

1 36016 吉島　ゆい(3) 高砂 12.33
イワナガ　アヤメ ヒメジナダ

2 40950 岩永　彩萌(3) 姫路灘 12.56
ミネモト　エマ ウオザキチュウガッコウ

3 20276 峰本　エマ(3) 魚崎 12.60
イマヅ　ハナハ アライ

4 36105 今津　花巴(3) 荒井 12.60
フジワラ　カレン カミカワ

5 43581 藤原　かれん(3) 神河 12.64
ナカオ　ユズキ キヌガワ

6 31352 中尾　柚希(3) 衣川 12.69
マエソコ　ノノカ ヒラノ

7 27832 前底　希果(3) 平野 12.79
ヤマグチ　マイ ナガサカ

8 60425 山口　真依(3) 長坂 12.97
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
大会記録 24.55 下村香穂 （神戸･白川台） 2010 神戸総合 予選 9/28 13:40 (5-1+3)

決勝 9/28 15:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.6 m/s) 2組 (+0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヨシジマ　ユイ タカサゴ ナカオ　ユズキ キヌガワ

1 36016 吉島　ゆい(3) 高砂 Q 25.95 1 31352 中尾　柚希(3) 衣川 Q 25.88
バンドウ　カナ ナガサカ シモカド　ルイ ホウジョウ

2 60422 坂東　佳奈(3) 長坂 q 26.27 2 37512 霜門　瑠依(3) 北条 q 26.43
サカバヤシ　モユ ナンダン リュウモン　カナ ナガサカ

3 72419 酒林　萌結(3) 南淡 26.81 3 60423 竜門　香奈(3) 長坂 27.16
サエキ　ミユウ カコガワチュウブ サクマ　ノノカ ヒラオカ

4 33192 佐伯　美釉(3) 加古川中部 27.05 4 33206 作間　乃々香(3) 平岡 27.53
キクヅキ　アユ アコウニシ ヤマシタ　ラナ ガクブン

5 50762 菊月　愛友(3) 赤穂西 27.09 5 14069 山下　来夏(3) 学文 27.98
カモイ　リサ カコガワ シュクナミ　シホ トヨオカミナミ

6 32893 鴨井　莉彩(3) 加古川 27.45 6 80106 宿南　志帆(3) 豊岡南 28.18
ハヤミ　リサ ウエガハラ クボ　ミカ シオセ

7 13188 速水　理彩(3) 上ケ原 27.96 7 14255 久保　美佳(3) 塩瀬 28.18
サトウ　コハナ オオクボ オノ　ミスズ ニシノミヤハマ

8 31617 佐藤　小花(3) 大久保 28.58 12743 小野　海涼(3) 西宮浜 DNS

3組 (+0.5 m/s) 4組 (+1.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
イワナガ　アヤメ ヒメジナダ イマヅ　ハナハ アライ

1 40950 岩永　彩萌(3) 姫路灘 Q 26.17 1 36105 今津　花巴(3) 荒井 Q 25.42
ナカオ　ミハル ヒラノ フクダ　ユリ ホンジョウ

2 27831 中尾　心春(3) 平野 26.73 2 20115 福田　有里(3) 本庄 27.33
ツダ　ミユウ ヒロハタ トクナガ　マイ オゾノ

3 41321 津田　美夕(3) 広畑 27.20 3 12372 徳永　真衣(3) 小園 27.38
コテラヤマ　リサ ソノダ アサマ　ノノカ ヒオカ

4 11351 小寺山　莉沙(3) 園田 27.26 4 32980 浅間　希佳(3) 氷丘 27.40
カドワキ　アミ モトヤマ イワサキ　ナツキ ソノダ

5 20301 門脇　杏実(3) 本山 27.67 5 11345 岩﨑　夏希(3) 園田 27.61
キリヤマ　ハルナ ササヤマ ミネモト　エマ ウオザキチュウガッコウ

6 62103 桐山　悠菜(3) 篠山 27.76 20276 峰本　エマ(3) 魚崎 DNS
カトウ　トワ トヨオカミナミ タニグチ　リナ テンノウジガワ

7 80114 加藤　桃羽(3) 豊岡南 27.84 19527 谷口　璃奈(3) 天王寺川 DNS
オオシロ　ナツキ イカワダニ

27219 大城　夏希(3) 伊川谷 DNS

5組 (+0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
サトウ　コトミ カコガワチュウブ

1 33193 佐藤　琴望(3) 加古川中部 Q 25.71
コバヤシ　ユウナ コウベナガサカ

2 27171 小林　由愛(3) 神戸長坂 q 26.56
タナカ　アヤカ オシベダニ

3 27510 田中　彩夏(3) 押部谷 27.02
ヨシムラ　ココロ ムコヒガシ

4 12267 吉村　心(3) 武庫東 27.21
イヌキ　カナミ ヒロハタ

5 41325 井貫　花南(3) 広畑 27.51
アカマツ　ミサキ カワラギチュウガッコウ

6 13542 赤松　海咲(3) 瓦木 27.52
ムラヤマ　ミサキ イタミミナミ

7 19348 村山　美咲(3) 伊丹南 27.75

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
大会記録 24.55 下村香穂 （神戸･白川台） 2010 神戸総合 予選 9/28 13:40 (5-1+3)

決勝 9/28 15:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
イマヅ　ハナハ アライ

1 36105 今津　花巴(3) 荒井 25.13
イワナガ　アヤメ ヒメジナダ

2 40950 岩永　彩萌(3) 姫路灘 25.35
サトウ　コトミ カコガワチュウブ

3 33193 佐藤　琴望(3) 加古川中部 25.41
ナカオ　ユズキ キヌガワ

4 31352 中尾　柚希(3) 衣川 25.70
バンドウ　カナ ナガサカ

5 60422 坂東　佳奈(3) 長坂 25.96
コバヤシ　ユウナ コウベナガサカ

6 27171 小林　由愛(3) 神戸長坂 26.00
ヨシジマ　ユイ タカサゴ

7 36016 吉島　ゆい(3) 高砂 26.19
シモカド　ルイ ホウジョウ

8 37512 霜門　瑠依(3) 北条 26.77

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子800m
大会記録 2:09.49 小林祐梨子 （東播･旭丘） 2003 神戸総合 予選 9/28 12:20 (3-2+2)

決勝 9/28 14:35 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
サコダ　ナツホ ノノイケ オオタガキ　フウカ ワダヤマ

1 31426 迫田　夏歩(3) 野々池 Q 2:20.91 1 83456 太田垣　楓華(3) 和田山 Q 2:20.61
フジヤマ　ミカ ミカゲ サワ　チホ ハマワキ

2 20527 藤山　弥夏(3) 御影 Q 2:21.29 2 12881 澤　知穂(3) 浜脇 Q 2:21.01
ハシモト　カホ タカクラ ニシオ　ワコト ノノイケ

3 25312 橋本　佳歩(3) 高倉 q 2:21.79 3 31431 西尾　わこと(3) 野々池 2:21.85
フジセ　アカネ タカトリ クマシロ　ソラノ ガクブン

4 25123 藤瀬　朱音(3) 鷹取 2:22.31 4 14063 熊代　宙乃(3) 学文 2:22.57
ミヤウチ　カナ セイウン フジタ　サキネ タカクラ

5 70210 宮内　花菜(3) 青雲 2:25.64 5 25313 藤田　咲音(3) 高倉 2:23.08
フジオ　リコ コウデラ フジシロ　サクラ シカタ

6 43234 藤尾　莉子(3) 香寺 2:26.93 6 33892 藤城　さくら(3) 志方 2:24.06
アリカタ　コハル トヨトミ オクハシ　アユミ ナルオ

7 41790 有方　小晴(3) 豊富 2:27.84 7 13825 奥橋　歩実(3) 鳴尾 2:26.53
ウエキ　ホノカ サンヨウ ミキ　ハルカ ヤマサキミナミ

8 40876 植木　歩乃花(3) 山陽 2:29.45 8 52711 三木　遥香(3) 山崎南 2:27.27
ニシムラ　ミフユ ムコヒガシ ミヤジ　ココ ハマワキ

9 12269 西村　光冬(3) 武庫東 2:32.61 9 12882 宮地　恋瑚(3) 浜脇 2:34.94
タムラ　ユメ ヒメジナダ タケダ　サワ サンヨウ

40957 田村　優芽(3) 姫路灘 DNS 40878 竹田　咲羽(3) 山陽 DNS

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヒラタ　アヤノ ヒオカ

1 32988 平田　彩乃(3) 氷丘 Q 2:18.56
タナカ　ココナ セイウン

2 70207 田中　心渚(3) 青雲 Q 2:19.51
イザワ　ナホ カシマ

3 36213 井澤　奈甫(3) 鹿島 q 2:19.66
ソメカワ　マイ シカマニシ

4 41222 染川　舞衣(3) 飾磨西 2:22.19
オオニシ　フミカ ヒラオカ

5 33203 大西　文香(3) 平岡 2:26.13
フクナガ　アミ ヒメジナダ

6 40959 福永　愛実(3) 姫路灘 2:26.47
マサツグ　ミサキ タルミヒガシチュウ

7 26312 政次　未沙希(3) 垂水東 2:26.61
キタノ　ネネ キタコウベ

8 24182 北野　寧々(3) 北神戸 2:26.66
タナカ　ノア オノミナミ

9 37011 田中　希空(3) 小野南 2:27.48
ヨシダ　ユウネ カミ

10 38904 吉田　優音(3) 加美 2:34.27

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子800m
大会記録 2:09.49 小林祐梨子 （東播･旭丘） 2003 神戸総合 予選 9/28 12:20 (3-2+2)

決勝 9/28 14:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
オオタガキ　フウカ ワダヤマ

1 83456 太田垣　楓華(3) 和田山 2:14.04
ヒラタ　アヤノ ヒオカ

2 32988 平田　彩乃(3) 氷丘 2:17.40
サコダ　ナツホ ノノイケ

3 31426 迫田　夏歩(3) 野々池 2:17.96
フジヤマ　ミカ ミカゲ

4 20527 藤山　弥夏(3) 御影 2:18.71
イザワ　ナホ カシマ

5 36213 井澤　奈甫(3) 鹿島 2:19.49
タナカ　ココナ セイウン

6 70207 田中　心渚(3) 青雲 2:20.28
サワ　チホ ハマワキ

7 12881 澤　知穂(3) 浜脇 2:22.10
ハシモト　カホ タカクラ

8 25312 橋本　佳歩(3) 高倉 2:23.07
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子1500m
大会記録 4:19.46 福田有以 （東播･稲美北） 2010 神戸総合 予選 9/29 11:25 (2-5+5)

決勝 9/29 16:25 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ハシモト　カホ タカクラ ヒラタ　アヤノ ヒオカ

1 25312 橋本　佳歩(3) 高倉 Q 4:54.95 1 32988 平田　彩乃(3) 氷丘 Q 4:44.06
オオタガキ　フウカ ワダヤマ タケダ　サワ サンヨウ

2 83456 太田垣　楓華(3) 和田山 Q 4:55.11 2 40878 竹田　咲羽(3) 山陽 Q 4:45.01
オオニシ　フミカ ヒラオカ タナカ　ココナ セイウン

3 33203 大西　文香(3) 平岡 Q 4:55.13 3 70207 田中　心渚(3) 青雲 Q 4:45.49
ヤマモト　ソラ キタコウベ イザワ　ナホ カシマ

4 24185 山本　空(3) 北神戸 Q 4:55.29 4 36213 井澤　奈甫(3) 鹿島 Q 4:45.52
ニシオ　ワコト ノノイケ ニシモト　マヤ ダイハクショ

5 31431 西尾　わこと(3) 野々池 Q 4:55.50 5 40460 西本　麻矢(3) 大白書 Q 4:45.75
バンドウ　クルミ アボシ フジシロ　サクラ シカタ

6 41467 坂東　来実(3) 網干 q 4:56.19 6 33892 藤城　さくら(3) 志方 q 4:53.22
ミヤウチ　カナ セイウン サコダ　ナツホ ノノイケ

7 70210 宮内　花菜(3) 青雲 q 4:56.47 7 31426 迫田　夏歩(3) 野々池 4:58.70
クマシロ　ソラノ ガクブン フジセ　アカネ タカトリ

8 14063 熊代　宙乃(3) 学文 q 4:56.50 8 25123 藤瀬　朱音(3) 鷹取 4:59.34
サワ　チホ ハマワキ シバハラ　マシロ ウエガハラ

9 12881 澤　知穂(3) 浜脇 q 4:56.53 9 13191 柴原　茉白(3) 上ケ原 5:02.21
フジヤマ　ミカ ミカゲ モチヅキ　コハク ホウバイ

10 20527 藤山　弥夏(3) 御影 4:57.87 10 16223 望月　こはく(3) 宝梅 5:02.63
ミキ　ハルカ ヤマサキミナミ ヨシダ　ユウネ カミ

11 52711 三木　遥香(3) 山崎南 5:00.29 11 38904 吉田　優音(3) 加美 5:02.98
オクハシ　アユミ ナルオ サカモト　ヒマリ ナガサカ

12 13825 奥橋　歩実(3) 鳴尾 5:06.02 12 60420 坂本　日真莉(3) 長坂 5:03.17
キタウチ　リミ シオセ フクナガ　アミ ヒメジナダ

13 14263 北内　李弥(3) 塩瀬 5:09.66 13 40959 福永　愛実(3) 姫路灘 5:06.27
ヤマモト　アヤナ シカタ フジモト　ユカ ナルオ

14 33893 山本　彩菜(3) 志方 5:10.52 14 13843 藤本　優花(3) 鳴尾 5:07.44
ニシムラ　ミフユ ムコヒガシ キムラ　ヒカリ カスミダイイチ

15 12269 西村　光冬(3) 武庫東 5:16.60 15 81074 木村　日香莉(3) 香住第一 5:08.18
マルモ　マナ タカトリ コンドウ　ミサキ コウリョウ

16 25124 丸毛　萌愛(3) 鷹取 5:31.72 16 13233 近藤　美沙希(3) 甲陵 5:12.02
ツダ　ユキノ オブ ソメカワ　マイ シカマニシ

23471 津田　薫乃(3) 小部 DNS 41222 染川　舞衣(3) 飾磨西 DNS
タムラ　ユメ ヒメジナダ

40957 田村　優芽(3) 姫路灘 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子1500m
大会記録 4:19.46 福田有以 （東播･稲美北） 2010 神戸総合 予選 9/29 11:25 (2-5+5)

決勝 9/29 16:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヒラタ　アヤノ ヒオカ

1 32988 平田　彩乃(3) 氷丘 4:39.27
タケダ　サワ サンヨウ

2 40878 竹田　咲羽(3) 山陽 4:40.53
タナカ　ココナ セイウン

3 70207 田中　心渚(3) 青雲 4:42.21
ヤマモト　ソラ キタコウベ

4 24185 山本　空(3) 北神戸 4:44.24
オオニシ　フミカ ヒラオカ

5 33203 大西　文香(3) 平岡 4:44.59
イザワ　ナホ カシマ

6 36213 井澤　奈甫(3) 鹿島 4:44.59
ハシモト　カホ タカクラ

7 25312 橋本　佳歩(3) 高倉 4:46.43
フジシロ　サクラ シカタ

8 33892 藤城　さくら(3) 志方 4:49.87
オオタガキ　フウカ ワダヤマ

9 83456 太田垣　楓華(3) 和田山 4:49.98
サワ　チホ ハマワキ

10 12881 澤　知穂(3) 浜脇 4:51.80
ニシモト　マヤ ダイハクショ

11 40460 西本　麻矢(3) 大白書 4:53.64
ミヤウチ　カナ セイウン

12 70210 宮内　花菜(3) 青雲 4:53.68
ニシオ　ワコト ノノイケ

13 31431 西尾　わこと(3) 野々池 4:54.94
クマシロ　ソラノ ガクブン

14 14063 熊代　宙乃(3) 学文 4:55.76
バンドウ　クルミ アボシ

41467 坂東　来実(3) 網干 DNS

DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任

共通女子100mH [76.2cm]
大会記録 14.32 村上緋奈子 （丹有・柏原） 2012 神戸総合 予選 9/28  9:30 (3-2+2)

14.32 牧すずな （中播･姫路高丘） 2013 神戸総合 決勝 9/28 14:20 
14.32 石谷　綾菜 （中播･飾磨西） 2015 神戸総合
14.1 前田　恵美 （神戸・平野） 1990 王子

〈〈 予選 〉〉

1組 (-0.1 m/s) 2組 (-0.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
フジワラ　カレン カミカワ  GR ナイトウ　カノ アリノ

1 43581 藤原　かれん(3) 神河 Q 13.81 1 29261 内藤　香乃(3) 有野 Q 14.45
クリヤ　トモカ ヒオカ ナカニシ　モモミ シオセ

2 32982 栗屋　友佳(3) 氷丘 Q 14.71 2 14258 中西　桃美(3) 塩瀬 Q 14.67
イケダ　アヅ ハラダ ヨシムラ　ココロ ムコヒガシ

3 20921 池田　あづ(3) 原田 q 14.83 3 12267 吉村　心(3) 武庫東 q 14.81
マエダ　ナミ シオセ ホソイ　スズカ コウブ

4 14262 前田　奈美(3) 塩瀬 15.29 4 13426 細居　鈴夏(3) 甲武 15.86
ヨシカワ　アイカ シカマヒガシ ヨシモト　ミフウ ハリマ

5 41054 吉川　愛華(3) 飾磨東 15.44 5 39637 芳本　望楓(3) 播磨 16.01
エンドウ　アイ カワラギチュウガッコウ オカモト　ナナミ セイウン

6 13543 遠藤　亜依(3) 瓦木 16.85 6 70203 岡本　七海(3) 青雲 16.15
ヤマモト　カホ サンヨウ エムラ　カナミ ボウカイ

40881 山本　果歩(3) 山陽 DNS 7 31560 江村　香奈美(3) 望海 16.30
タナカ　ナギサ トヨトミ ハマグチ　ユメ サンヨウ

41794 田中　なぎさ(3) 豊富 DNS 8 40879 濱口　結芽(3) 山陽 16.31
ミヤモト　ナノハ オオハラ オオガキ　ナツミ クロダショウ

29125 宮本　奈乃芭(3) 大原 DNS 9 39131 大垣　菜摘(3) 黒田庄 16.89

3組 (-1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
マエソコ　ノノカ ヒラノ

1 27832 前底　希果(3) 平野 Q 14.99
タケイ　アンズ タイシャ

2 12906 竹井　杏(3) 大社 Q 15.18
カイヌマ　アズミ カワラギチュウガッコウ

3 13556 海沼　杏実(3) 瓦木 15.42
クボ　ミカ シオセ

4 14255 久保　美佳(3) 塩瀬 15.96
スギタツ　イチカ トヨオカキタ

5 80284 杉立　唯華(3) 豊岡北 16.19
サジ　ヒナタ アリノキタ

6 29364 佐治　ひなた(3) 有野北 16.39
フジイ　カホ ハリマ

39639 藤井　香帆(3) 播磨 DNS
タニグチ　ノア ニシワキミナミ

34733 谷口　乃愛(3) 西脇南 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH [76.2cm]
大会記録 14.13 岩田乃映 （阪神・苦楽園） 2018 神戸総合 予選 9/28  9:30 (3-2+2)

14.1 前田　恵美 （神戸・平野） 1990 王子 決勝 9/28 14:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
フジワラ　カレン カミカワ

1 43581 藤原　かれん(3) 神河 13.99 GR
ナカニシ　モモミ シオセ

2 14258 中西　桃美(3) 塩瀬 14.30
ナイトウ　カノ アリノ

3 29261 内藤　香乃(3) 有野 14.55
マエソコ　ノノカ ヒラノ

4 27832 前底　希果(3) 平野 14.87
クリヤ　トモカ ヒオカ

5 32982 栗屋　友佳(3) 氷丘 14.89
ヨシムラ　ココロ ムコヒガシ

6 12267 吉村　心(3) 武庫東 15.00
イケダ　アヅ ハラダ

7 20921 池田　あづ(3) 原田 15.13
タケイ　アンズ タイシャ

8 12906 竹井　杏(3) 大社 15.37

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
大会記録 48.49 福富・楠・古川・古川 （神戸･平野） 1995 明石 予選 9/28 11:40 (4-0+8)

48.0 林・谷・前田・小林 （神戸・平野） 1990 王子 決勝 9/28 16:25 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
キヌガワ ニシノミヤハマ

1 衣川 q 51.44 5 西宮浜 53.46
[1] タケモト　ノア [2] ナカオ　ユズキ [1] セト　ユナ [2] ヤマグチ　アイリ

31347 竹本 乃彩(3) 31352 中尾 柚希(3) 12706 瀬戸 優那(2) 12751 山口 あいり(3)
[3] テラタニ　リオ [4] オオミ　サクラ [3] フジワラ　ユメ [4] オノ　ミスズ

31351 寺谷 莉央(3) 31349 大見 桜花(3) 12748 藤原 有芽(3) 12743 小野 海涼(3)
ヒオカ ニシワキミナミ

2 氷丘 q 51.52 6 西脇南 55.07
[1] クリヤ　トモカ [2] アサマ　ノノカ [1] マツバラ　チヨ [2] ヨシダ　メイ

32982 栗屋 友佳(3) 32980 浅間 希佳(3) 34739 松原 ちよ(3) 34743 吉田 芽生(3)
[3] ヨシイ　マユ [4] ヒラタ　アヤノ [3] ムラカミ　スズカ [4] イワサ　カホ

32902 好井 万結(2) 32988 平田 彩乃(3) 34741 村上 涼花(3) 34731 岩佐 佳歩(3)
ソノダ カンセイガクイン

3 園田 51.68 7 関西学院 56.57
[1] タニナ　ユヅキ [2] イワサキ　ナツキ [1] ヨシダ　リノカ [2] マツモト　アキナ

11346 谷名 優月(3) 11345 岩﨑 夏希(3) 14772 吉田 莉乃香(3) 14774 松本 晃奈(3)
[3] モリタ　アオイ [4] コテラヤマ　リサ [3] アサザワ　リコ [4] イダ　シュリ

11354 森田 葵(2) 11351 小寺山 莉沙(3) 14777 麻澤 りこ(3) 14775 井田 珠莉(3)
サンヨウ ホウジョウ

4 山陽 52.03 北条 DNS
[1] ハマグチ　ユメ [2] オオニシ　ユイ

40879 濱口 結芽(3) 40882 大西 結(2)
[3] ツカモト　マイ [4] ヨシカワ　ユイ

40880 塚本 舞(3) 40895 吉川 由依(1)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ナガサカ ヒラキチュウガッコウ

1 長坂 q 49.84 5 平木 53.83
[1] モリサワ　ミオ [2] バンドウ　カナ [1] ツカモト　アキホ [2] オカダ　アミ

60424 森澤 澪(3) 60422 坂東 佳奈(3) 13370 塚本 明歩(3) 13308 岡田 亜実(2)
[3] ヤマグチ　マイ [4] リュウモン　カナ [3] フクヤマ　ミズキ [4] タケムラ　ミオ

60425 山口 真依(3) 60423 竜門 香奈(3) 13374 福山 瑞希(3) 13306 武村 美緒(2)
ナンダン ボウカイ

2 南淡 q 51.38 6 望海 53.90
[1] トガイ　アイ [2] サカバヤシ　モユ [1] シブヤ　マイ [2] ヤクシジ　ユヅキ

72417 栂井 あい(3) 72419 酒林 萌結(3) 31569 渋谷 磨依(2) 31565 薬師寺 柚月(3)
[3] タカセ　メイ [4] フクエ　ミク [3] シチダ　サキ [4] シブタニ　カナデ

72424 高瀬 萌衣(3) 72418 福榮 美紅(3) 31556 七田 咲記(3) 31563 渋谷 花奏(3)
ヒロハタ ヒカミ

3 広畑 52.28 氷上 DNS
[1] ヤスモト　ユナ [2] イヌキ　カナミ

41335 安本 由奈(2) 41325 井貫 花南(3)
[3] ゼンニュウ　アヤメ [4] ツダ　ミユウ

41333 善入 彩愛(2) 41321 津田 美夕(3)
セイウン

4 青雲 52.53
[1] マエタニ　ユリナ [2] モリモト　コトネ

70209 前谷 優梨菜(3) 70211 森本 琴音(3)
[3] イシハマ　ナナカ [4] オカモト　ナナミ

70201 石濵 菜花(3) 70203 岡本 七海(3)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カワラギチュウガッコウ ヤシロ

1 瓦木 q 50.85 5 社 53.61
[1] エンドウ　アイ [2] アカマツ　ミサキ [1] ヤマモト　アオイ [2] フジモト　リオン

13543 遠藤 亜依(3) 13542 赤松 海咲(3) 38126 山本 葵生(2) 38125 藤本 凛桜(2)
[3] カイヌマ　アズミ [4] ニシワキ　マナミ [3] エガシラ　リオ [4] コテラ　マオ

13556 海沼 杏実(3) 13573 西脇 愛美(2) 38121 江頭 莉緒(2) 38109 小寺 真央(3)
カコガワチュウブ オオハラ

2 加古川中部 q 51.68 大原 DNS
[1] コバヤシ　ユイ [2] サトウ　コトミ

33172 小林 優愛(2) 33193 佐藤 琴望(3)
[3] オカモト　ハルナ [4] サエキ　ミユウ

33191 岡本 春奈(3) 33192 佐伯 美釉(3)
オゾノ ヒメジナダ

3 小園 51.83 姫路灘 DNS
[1] ショウガキ　スズナ [2] シカタ　アヤナ

12370 正垣 鈴菜(3) 12368 四方 彩菜(3)
[3] トクナガ　マイ [4] ウチノマル　ミホ

12372 徳永 真衣(3) 12362 内之丸 実穂(3)
ムコヒガシ

4 武庫東 51.97
[1] カガミゾノ　ナナミ [2] クロダ　ハナヨ

12277 鏡園 七海(2) 12275 黒田 華代(2)
[3] タカハシ　ホノカ [4] ヨシムラ　ココロ

12264 髙橋 穂華(3) 12267 吉村 心(3)

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒラオカ トヨオカミナミ

1 平岡 q 50.40 5 豊岡南 53.34
[1] キハラ　ミナエ [2] ヒラグチ　リサ [1] ウエクラ　コトネ [2] シュクナミ　シホ

33223 木原 美苗(2) 33210 平口 莉沙(3) 80101 上倉 琴音(3) 80106 宿南 志帆(3)
[3] サクマ　ノノカ [4] ミツヤス　シズク [3] カトウ　トワ [4] ハタ　ミオン

33206 作間 乃々香(3) 33230 光安 しずく(2) 80114 加藤 桃羽(3) 80112 秦 海音(3)
シオセ コウブ

2 塩瀬 q 51.23 6 甲武 54.29
[1] マチダ　エナ [2] マエダ　ナミ [1] ウメダ　ユウキ [2] ヤマシタ　エナ

14267 町田 恵菜(3) 14262 前田 奈美(3) 13413 梅田 優姫(3) 13430 山下 恵奈(3)
[3] クボ　ミカ [4] ナカニシ　モモミ [3] ホソイ　スズカ [4] シミズ　アヤノ

14255 久保 美佳(3) 14258 中西 桃美(3) 13426 細居 鈴夏(3) 13420 清水 綾乃(3)
クロダショウ オオクラ

3 黒田庄 52.80 7 大蔵 54.58
[1] オオクボ　フウカ [2] アブ　アリサ [1] ヤマモト　サアヤ [2] ヨシハラ　セイラ

39143 大久保 楓花(2) 39141 阿武 有紗(2) 31280 山本 桜綾(3) 31281 吉原 清良(3)
[3] ムラカミ　ミユ [4] オオガキ　ナツミ [3] アオエツ　サトコ [4] ヤマグチ　リン

39148 村上 心優(2) 39131 大垣 菜摘(3) 31294 青悦 聡子(2) 31284 山口 凜(3)
ニッシン

4 日新 53.15
[1] スズキ　ミコト [2] ムラタ　ノドカ

10360 鈴木 心琴(2) 10364 村田 和花(2)
[3] ヤマモト　ヨリカ [4] ホシナ　カズハ

10352 山本 和華(3) 10347 保科 一葉(3)

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技選手権大会[19283002] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
大会記録 48.49 福富・楠・古川・古川 （神戸･平野） 1995 明石 予選 9/28 11:40 (4-0+8)

48.0 林・谷・前田・小林 （神戸・平野） 1990 王子 決勝 9/28 16:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
ナガサカ

1 長坂 49.67
[1] モリサワ　ミオ [2] バンドウ　カナ

60424 森澤 澪(3) 60422 坂東 佳奈(3)
[3] ヤマグチ　マイ [4] リュウモン　カナ

60425 山口 真依(3) 60423 竜門 香奈(3)
ヒラオカ

2 平岡 50.32
[1] キハラ　ミナエ [2] ヒラグチ　リサ

33223 木原 美苗(2) 33210 平口 莉沙(3)
[3] サクマ　ノノカ [4] ミツヤス　シズク

33206 作間 乃々香(3) 33230 光安 しずく(2)
カワラギチュウガッコウ

3 瓦木 50.74
[1] エンドウ　アイ [2] アカマツ　ミサキ

13543 遠藤 亜依(3) 13542 赤松 海咲(3)
[3] カイヌマ　アズミ [4] ニシワキ　マナミ

13556 海沼 杏実(3) 13573 西脇 愛美(2)
シオセ

4 塩瀬 51.22
[1] マチダ　エナ [2] マエダ　ナミ

14267 町田 恵菜(3) 14262 前田 奈美(3)
[3] クボ　ミカ [4] ナカニシ　モモミ

14255 久保 美佳(3) 14258 中西 桃美(3)
ヒオカ

5 氷丘 51.51
[1] クリヤ　トモカ [2] アサマ　ノノカ

32982 栗屋 友佳(3) 32980 浅間 希佳(3)
[3] ヨシイ　マユ [4] ヒラタ　アヤノ

32902 好井 万結(2) 32988 平田 彩乃(3)
ナンダン

6 南淡 51.53
[1] トガイ　アイ [2] サカバヤシ　モユ

72417 栂井 あい(3) 72419 酒林 萌結(3)
[3] タカセ　メイ [4] フクエ　ミク

72424 高瀬 萌衣(3) 72418 福榮 美紅(3)
カコガワチュウブ

7 加古川中部 51.98
[1] コバヤシ　ユイ [2] サトウ　コトミ

33172 小林 優愛(2) 33193 佐藤 琴望(3)
[3] オカモト　ハルナ [4] サエキ　ミユウ

33191 岡本 春奈(3) 33192 佐伯 美釉(3)
キヌガワ

8 衣川 52.05
[1] タケモト　ノア [2] ナカオ　ユズキ

31347 竹本 乃彩(3) 31352 中尾 柚希(3)
[3] テラタニ　リオ [4] オオミ　サクラ

31351 寺谷 莉央(3) 31349 大見 桜花(3)

Powerd by AthleteRanking.com



種　目 共通女子走高跳決勝1組 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/29 開始時刻 10:44 終了時刻 Ｊ Ｔ Ｏ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　 兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord 支柱移動 ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　　技
最高記録

無 効
試技数

順位 得 点 備 考1.40 1.45 1.50 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67

1 60658
ヤマシタ　メイ ケヤキダイ o o o o o o o xxx 1.64 1 8

山下　愛生(04) けやき台(3)

14 27830
ナカオ　ハルカ ヒラノ - o o o o o xxo xxx 1.64 2 2 7

中尾　日香(04) 平野(3)

16 33992
ハシモト　フウカ リョウナン o o o xxx 1.50 3 6

𣘺本　風花(04) 陵南(3)

3 13651
サカシタ　フウカ カミコウシエン xo o xo xxx 1.50 2 4 4.5

坂下　楓花(04) 上甲子園(3)

12 19529
マツシマ　トモカ テンノウジガワ o xo xo xxx 1.50 2 4 4.5松島　朋花(04) 天王寺川(3)

6 29122
タカシマ　ルナ オオハラ xo o xxo xxx 1.50 3 6 3

髙島　瑠那(04) 大原(3)

11 12906
タケイ　アンズ タイシャ o o xxx 1.45 7 1

竹井　杏(04) 大社(3)

19 12904
アラキ　マリナ タイシャ o o xxx 1.45 7 1

荒木　まりな(04) 大社(3)

20 16204
ササキ　ノゾミ ホウバイ o o xxx 1.45 7 1

佐々木　希(04) 宝梅(3)

2 31351
テラタニ　リオ キヌガワ o xo xxx 1.45 1 10

寺谷　莉央(04) 衣川(3)

7 31950
オギハラソフィア　キヌ ウオズミ o xo xxx 1.45 1 10

荻原ソフィア　絹(04) 魚住(3)

5 26502
オオノ　ミユカ タルミ o xxo xxx 1.45 2 12

大野　珠夢佳(04) 垂水(3)

4 31949
マツオカ　ミア ウオズミ o xxx 1.40 13

松岡　美杏(04) 魚住(3)

15 13190
ヒロセ　タマオ ウエガハラ xo xxx 1.40 1 14

廣瀬　珠桜(04) 上ケ原(3)

17 14267
マチダ　エナ シオセ xo xxx 1.40 1 14

町田　恵菜(04) 塩瀬(3)

8 12362
ウチノマル　ミホ オゾノ xxx

内之丸　実穂(04) 小園(3)

10 33191
オカモト　ハルナ カコガワチュウブ xxx

岡本　春奈(04) 加古川中部(3)

9 10930
クズハラ　リン オダ

葛原　凜(04) 小田(3)

13 81288
コザサ　メイ ヒダカヒガシ

小笹　恵維(04) 日高東(3)

18 13430
ヤマシタ　エナ コウブ

山下　恵奈(04) 甲武(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（有効試技…O、無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）　
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目共通女子走幅跳決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/29 開始時刻 終了時刻 Ｊ Ｔ Ｏ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　　技 3 回 の
最 高 記 録

トップ８
の

試技順

試　　　　　　技
最 高 記 録 順位 得 点 備 考

1 2 3 4 5 6

3 33193
サトウ　コトミ カコガワチュウブ

5.69 +1.9 × 5.51 -0.5 5.69 +1.9 8 5.59 +1.4 5.69 +0.2 5.73 -0.4 5.73 -0.4 1佐藤　琴望(04) 加古川中部(3)

1 27831
ナカオ　ミハル ヒラノ

5.39 +0.8 5.66 +2.2 5.52 +0.8 5.66 +2.2 7 5.42 +1.1 5.33 +0.4 5.39 -0.5 5.66 +2.2 2中尾　心春(04) 平野(3)

13 32982
クリヤ　トモカ ヒオカ

5.42 -0.1 5.27 +0.4 5.53 +0.6 5.53 +0.6 6 5.62 +2.9 5.32 +1.3 5.56 +0.9 5.62 +2.9 3栗屋　友佳(05) 氷丘(3)

12 29261
ナイトウ　カノ アリノ

× 5.01 +0.6 × 5.01 +0.6 3 5.14 +0.1 5.42 +1.6 5.27 +0.1 5.42 +1.6 4内藤　香乃(04) 有野(3)

9 40880
ツカモト　マイ サンヨウ

5.20 +1.1 4.98 +1.1 4.98 +1.2 5.20 +1.1 5 × 4.95 +1.5 4.93 0.0 5.20 +1.1 5塚本　舞(04) 山陽(3)

7 13556
カイヌマ　アズミ カワラギチュウガッコウ

4.99 +1.3 5.17 +2.5 × 5.17 +2.5 4 4.84 -0.2 4.85 +0.3 × 5.17 +2.5 6海沼　杏実(04) 瓦木(3)

16 16204
ササキ　ノゾミ ホウバイ

↓ ↓ 4.88 -0.9 4.88 -0.9 1 5.07 -0.2 4.87 +1.0 4.78 0.0 5.07 -0.2 7佐々木　希(04) 宝梅(3)

2 70209
マエタニ　ユリナ セイウン

× ↓ 4.90 +0.2 4.90 +0.2 2 4.69 0.0 × 4.84 0.0 4.90 +0.2 8前谷　優梨菜(04) 青雲(3)

15 72418
フクエ　ミク ナンダン

4.81 +1.0 × 4.87 +0.2 4.87 +0.2 4.87 +0.2 9福榮　美紅(04) 南淡(3)

4 20115
フクダ　ユリ ホンジョウ

× ↓ ↓福田　有里(05) 本庄(3)

5 60425
ヤマグチ　マイ ナガサカ

× ↓ ↓山口　真依(04) 長坂(3)

6 62751
イズミ　アオイ タンナン

× × ↓和泉　葵彩(04) 丹南(3)

8 70201
イシハマ　ナナカ セイウン

↓ ↓ ↓石濵　菜花(04) 青雲(3)

10 31560
エムラ　カナミ ボウカイ

↓ ↓ ↓江村　香奈美(04) 望海(3)

11 65164
アダチ　カナコ カスガ

↓ ↓ ↓足立　佳奈香(05) 春日(3)

14 29121
サカグチ　ナナ オオハラ

↓ ↓ ↓坂口　奈々(05) 大原(3)

17 13836
ニシダ　マオ ナルオ

× ↓ ↓西田　茉央(04) 鳴尾(3)

18 27510
タナカ　アヤカ オシベダニ

× × ×田中　彩夏(04) 押部谷(3)

19 14250
イマヅ　アリハ シオセ

↓ × ×今津　愛里葉(05) 塩瀬(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目 共通女子砲丸投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/29 開始時刻 終了時刻 ＪＴＯ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　技 3回の
最高記録

トップ８
の

試技順

試　　　　　技
最高記録 順 位 得 点 備　　  考

1 2 3 4 5 6

18 33523
オシベ　ユア ベフ

12.59 12.39 12.37 12.59 8 12.47 12.17 12.69 12.69 1押部　唯愛(04) 別府(3)

15 36108
コグレ　カナノ アライ

11.29 11.41 12.38 12.38 7 × 12.48 12.60 12.60 2小暮　奏乃(04) 荒井(3)

7 12265
イワセ　ジュンコ ムコヒガシ

11.61 11.62 12.13 12.13 6 11.89 11.85 12.39 12.39 3
岩瀬　循子(04) 武庫東(3)

3 24184
ヒヤマ　ミレイ キタコウベ

11.44 10.73 11.04 11.44 3 11.62 11.79 12.29 12.29 4日山　美玲(04) 北神戸(3)

20 62101
カナイ　クルミ ササヤマ

10.94 11.51 11.84 11.84 5 11.55 11.24 11.37 11.84 5金井　くるみ(05) 篠山(3)

4 33891
ハガ　ナナカ シカタ

× 11.37 × 11.37 2 10.97 11.55 10.89 11.55 6垪和　菜々夏(04) 志方(3)

16 33889
ゴトウ　ユウ シカタ

× 11.45 10.89 11.45 4 11.30 11.37 11.16 11.45 7
後藤　優(04) 志方(3)

13 12742
イソベ　ミラン ニシノミヤハマ

10.77 11.20 11.02 11.20 1 10.73 10.64 10.86 11.20 8礒邉　美蘭(05) 西宮浜(3)

21 65360
タイフ　ヒナ イチジマ

10.62 11.18 10.75 11.18 11.18 9大符　妃菜(04) 市島(3)

1 12377
マツダ　アカリ オゾノ

11.12 11.11 10.73 11.12 11.12 10
松田　明香里(05) 小園(3)

22 81073
イタクラ　ミナミ カスミダイイチ

11.09 10.76 10.55 11.09 11.09 11板倉　南実(04) 香住第一(3)

5 23509
アビコ　カスミ スズランダイ

10.86 10.99 11.08 11.08 11.08 12安孫子　華澄(04) 鈴蘭台(3)

14 13555
ヒグチ　チカコ カワラギチュウガッコウ

10.95 10.56 ↓ 10.95 10.95 13
樋口　千佳子(05) 瓦木(3)

17 70204
カタヤマ　ノア セイウン

× 10.89 ↓ 10.89 10.89 14片山　乃愛(05) 青雲(3)

2 10926
オオモリ　リン オダ

× 10.77 10.84 10.84 10.84 15大森　凛(04) 小田(3)

19 74003
ドイ　ミユカ ゴシキ

↓ × 10.82 10.82 10.82 16土井　心侑叶(05) 五色(3)

6 31342
ナカムラ　キキョウ キヌガワ

↓ × ↓
中村　葵叶(04) 衣川(3)

8 29122
タカシマ　ルナ オオハラ

↓ × ↓髙島　瑠那(04) 大原(3)

9 41052
タチバナ　リコ シカマヒガシ

↓ ↓ ↓橘　莉子(04) 飾磨東(3)

11 34387
スギハラ　ヒナカ ホウデン

↓ ↓ ↓
杉原　日向花(04) 宝殿(3)

12 10925
ヒガシダ　イロハ オダ

↓ ↓ ↓東田　いろは(04) 小田(3)

10 39639
フジイ　カホ ハリマ

藤井　香帆(04) 播磨(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。



種　目 共通女子円盤投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広　

期　　日 2019/09/28 開始時刻 終了時刻 ＪＴＯ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技選手権大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫陸上競技協会 競技場名　　　　　　　　　　　　　　　　神戸ユニバー記念競技場 コード 282030 記録担当審判員

Ord ナンバー 競 技 者 名 （ 生 年 ）
都 道 府 県 名
所 属 ・ 学 年

試　　　　　技 3回の
最高記録

トップ８
の

試技順

試　　　　　技
最高記録 順 位 得 点 備　　  考

1 2 3 4 5 6

7 33061
クスモト　サクラ カコガワヤマテ

× 27.62 ↓ 27.62 4 30.76 × ↓ 30.76 1楠本　さくら(05) 加古川山手(3)

16 12265
イワセ　ジュンコ ムコヒガシ

29.28 ↓ ↓ 29.28 7 30.41 ↓ ↓ 30.41 2岩瀬　循子(04) 武庫東(3)

15 33523
オシベ　ユア ベフ

○ ↑ 29.93 29.93 8 × 30.37 ↓ 30.37 3
押部　唯愛(04) 別府(3)

20 23509
アビコ　カスミ スズランダイ

○ ↑ 27.74 27.74 5 ↑ ↓ 28.80 28.80 4安孫子　華澄(04) 鈴蘭台(3)

1 62101
カナイ　クルミ ササヤマ

× 28.64 ↓ 28.64 6 ↓ × × 28.64 5金井　くるみ(05) 篠山(3)

10 12377
マツダ　アカリ オゾノ

↓ 27.06 ↓ 27.06 2 × 28.38 ↓ 28.38 6松田　明香里(05) 小園(3)

8 31556
シチダ　サキ ボウカイ

× × 27.55 27.55 3 27.57 ↓ ↓ 27.57 7
七田　咲記(05) 望海(3)

9 24184
ヒヤマ　ミレイ キタコウベ

26.42 ↓ ↓ 26.42 1 ↓ × 27.43 27.43 8日山　美玲(04) 北神戸(3)

12 74003
ドイ　ミユカ ゴシキ

26.32 × ↓ 26.32 26.32 9土井　心侑叶(05) 五色(3)

19 70204
カタヤマ　ノア セイウン

25.76 × × 25.76 25.76 10
片山　乃愛(05) 青雲(3)

3 81073
イタクラ　ミナミ カスミダイイチ

↓ 25.04 ↓ 25.04 25.04 11板倉　南実(04) 香住第一(3)

2 14266
カクゼン　ユカリ シオセ

↓ ↓ ↓覚前　友佳梨(04) 塩瀬(3)

4 29127
アサイ　コトエ オオハラ

↓ ↓ ↓
淺井　琴絵(04) 大原(3)

5 31342
ナカムラ　キキョウ キヌガワ

↓ ↓ ↓中村　葵叶(04) 衣川(3)

6 41052
タチバナ　リコ シカマヒガシ

↓ ↓ ↓橘　莉子(04) 飾磨東(3)

11 35413
スギノ　マイカ ミドリガオカ

↓ ↓ ×杉能　舞夏(04) 緑が丘(3)

13 12742
イソベ　ミラン ニシノミヤハマ

↓ × ↓
礒邉　美蘭(05) 西宮浜(3)

14 32989
ヤマサキ　カノン ヒオカ

↓ ↓ ↓山﨑　かのん(04) 氷丘(3)

17 10933
カクド　タマモ オダ

↓ ↓ ↓角戸　碧藻(04) 小田(3)

18 36108
コグレ　カナノ アライ

× × ↓
小暮　奏乃(04) 荒井(3)

21 31423
カモガワ　キョウカ ノノイケ

× ↓ ×鴨川　京加(04) 野々池(3)

開始前
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

終了後
科学計測装置確認時刻　　　　　：

審判長： JTO： 主任： 計測員：

注１：試技結果が次の場合、該当する日本語表記、または略号を記入欄に記入する。（無効試技…×、失格…DQ、欠場…DNS、パス…－、試技放棄…ｒ、記録なし…ＮＭ）
注2：日本新記録、大会新記録なども備考欄を利用して記入する。
注3：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89)
注4：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1-3(High school)、中学生はJ1-3(Junior high school)で記入する。
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