
リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年男子100m
大会記録 11.19 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2008 加古川 予選 9/29 14:45 (9-0+8)

決勝 9/29 16:05 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.7 m/s) 2組 (-1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
アズマ　リンタロウ ホウデン ムネミツ　クウ ヒロハタ

1 34321 東　倫太朗(2) 宝殿 q 11.65 1 41340 宗光　玖羽(2) 広畑 11.74
ヒョウドウ　トモキ セイドウ ニイザワ　ユウト アリノキタ

2 15518 兵頭　朋樹(2) 精道 11.67 2 29371 新澤　悠人(2) 有野北 11.80
イノウエ　ケイタ ヒガシタニ シマセ　ユウジ オゾノ

3 18130 井上　敬太(2) 東谷 11.72 3 12304 島瀬　裕次(2) 小園 11.93
ハタ　シンタロウ カスガ カイ　スグル ヒオカ

4 65170 畑　晋太郎(2) 春日 11.82 4 32959 甲斐　傑(2) 氷丘 12.14
ワタナベ　マナト ヒダカヒガシ オガハラ　ユウタ ホウデン

5 81280 渡邊　愛士(2) 日高東 12.07 5 34322 小河原　優大(2) 宝殿 12.22
トミヤマ　ショウゴ ミハラ マツモト　レント シカマヒガシ

6 72047 富山　祥伍(2) 三原 12.14 6 41073 松本　蓮人(2) 飾磨東 12.23
ヤスダ　リンタロウ オキシオ カナツ　トウマ ササヤマ

7 43837 安田　麟太郎(2) 置塩 12.23 7 62102 金津　斗真(2) 篠山 12.29
ウエナカ　ツバサ ソノダヒガシ ナガトモ　ルキト オブ

8 11888 上中　翼(2) 園田東 12.23 8 23422 長友　琉稀斗(2) 小部 12.32
ミヤケ　カイリ ゴシキ ヤマモト　トシアツ ジュンシンガクイン

9 74075 三宅　海吏(2) 五色 12.43 9 45219 山本　敏淳(2) 淳心学院 12.36

3組 (-0.9 m/s) 4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
ヤマシロ　ショウタロウ タカクラ ミョウエ　リョウタロウ オオクボ

1 25349 山城　翔大朗(2) 高倉 q 11.66 1 31628 明榮　凌太朗(2) 大久保 11.85
フジヒラ　ナオヒロ ユリノキダイ マツモト　リク スガノ

2 60968 藤平　直弘(2) ゆりのき台 11.76 2 44044 松本　琉空(2) 菅野 12.00
アベ　ショウゾウ タイシャ ノヤマ　ヒロト ソノダ

3 12991 阿部　将三(2) 大社 11.87 3 11320 野山　裕人(2) 園田 12.25
ヤスダ　ソウタ ジョウヨウ マタノ　タケト タンナン

4 12132 安田　颯太(2) 常陽 12.17 4 62712 俣野　武斗(2) 丹南 12.26
イワモト　タイヨウ カワニシ ヤマダ　リクト カスガ

5 17902 岩本　大陽(2) 川西 12.22 5 65171 山田　陸翔(2) 春日 12.34
ヤスモリ　タロウ キヌガワ ホンダ　コウマ アリノキタ

6 31358 安森　大朗(2) 衣川 12.26 6 29374 本田　幸真(2) 有野北 12.36
マツナガ　タクヤ オノ ムラカミ　ケンリョウ オオクラ

7 37122 松永　卓也(2) 小野 12.31 7 31237 村上　堅亮(2) 大蔵 12.37
ホダマ　ショウイチ ササヤマ オグス　ハルム シオセ

8 62107 帆玉　翔一(2) 篠山 12.33 8 14232 小楠　覇夢(2) 塩瀬 12.38
オオニシ　リクト モトヤマ フジオカ　ヒロキ フクサキヒガシ

20330 大西　陸斗(2) 本山 DNS 9 43022 藤岡　宙希(2) 福崎東 12.49
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年男子100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-1.4 m/s) 6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
マツオ　トモヤ ナダ ワダ　ジュンヤ シオセ

1 28423 松尾　朋哉(2) 灘 q 11.67 1 14248 和田　純弥(2) 塩瀬 q 11.60
イマキタ　ライキ オオイケチュウガッコウ ノムラ　ケンシン マスイ

2 23020 今北　雷煌(2) 大池 12.06 2 40121 野村　謙心(2) 増位 q 11.66
グェンティン　クォン ナガタ オカ　シュウヤ ホウバイ

3 24900 グェンティン　クォン(2) 長田 12.14 3 16245 岡　周弥(2) 宝梅 11.83
スダ　オウラ ユラ タケウチ　イサト ガクブン

4 70414 須田　旺来(2) 由良 12.19 4 14036 竹内　唯悟(2) 学文 11.83
コハマ　シュウタ マサゴチュウガッコウ モトヤマ　カイセイ メイホウ

5 14494 小濱　秀太(2) 真砂 12.26 5 17776 本山　凱生(2) 明峰 12.01
シライシ　リョウ サンダガクエン ハラ　ユウシン コウブ

6 60122 白石　稜(2) 三田学園 12.39 6 13450 原　優心(2) 甲武 12.11
カワダ　ユウキ ホンタモン ウエサカ　ユウ トヨオカキタ

7 27085 川田　悠貴(2) 本多聞 12.42 7 80234 上坂　優羽(2) 豊岡北 12.30
ナカハタ　ジン タマツ ハタナカ　シン カミ

8 27652 中畑　仁(2) 玉津 12.46 8 38905 畑中　心(2) 加美 12.31
ニシダ　ダイキ カンキ マツオカ　ジン ベフ

9 33717 西田　能基(2) 神吉 12.52 9 33540 松岡　仁(2) 別府 12.63

7組 (+0.2 m/s) 8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
イトウ　タイスケ シオセ タニ　カズキ オシベダニ

1 14231 伊藤　太輔(2) 塩瀬 11.76 1 27525 谷　一輝(2) 押部谷 q 11.62
オキ　リョウマ ハマノミヤ タナベ　リョウマ タイシャ

2 33474 沖　怜真(2) 浜の宮 11.78 2 12980 田辺　涼真(2) 大社 q 11.64
イマオカ　ユウキ ウオズミ シモナカ　ユウセイ ソノダヒガシ

3 31973 今岡　侑希(2) 魚住 12.11 3 11882 下中　祐惺(2) 園田東 11.82
ノセ　カイユ ホウジョウ キクタ　キミハル ヤマテダイ

4 37593 能瀬　櫂侑(2) 北条 12.25 4 17347 菊田　公春(2) 山手台 12.07
タケモト　ユウヤ ササヤマ イトウ　シンスケ カコガワ

5 62108 竹本　悠也(2) 篠山 12.43 5 32867 伊藤　真介(2) 加古川 12.24
カドノ　タクト ウオズミヒガシ ヤマノ　サトシ ゴテンヤマ

32007 楞野　匠人(2) 魚住東 DNS 6 17261 山野　聡士(2) 御殿山 12.28
ナカムラ　シュウト ユメサキ シモムラ　ハク サンヨウ

45509 中村　柊仁(2) 夢前 DNS 40881 下村　伯(2) 山陽 DNS
キクチ　リュウスケ オオハラ フジワラ　ナオキ ハマノミヤ

29184 菊池　龍介(2) 大原 DNS 33471 藤原　直己(2) 浜の宮 DNS

9組 (-0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
メガ　タクミ タイシャ

1 12989 妻鹿　匠(2) 大社 q 11.59
ヤマシタ　マナブ ミハラ

2 72049 山下　真武(2) 三原 11.84
シンヤ　カイリ タカサゴ

3 36067 新屋　快浬(2) 高砂 11.92
タカハシ　アスカ カミ

4 38902 高橋　飛鳥(2) 加美 12.15
ウメダ　コウセイ フタミ

5 32182 梅田　晃成(2) 二見 12.17
マスオカ　タイガ ニシワキミナミ

6 34754 増岡　大雅(2) 西脇南 12.28
サクマ　ハルキ オゾノ

7 12303 佐久間　陽光(2) 小園 12.44
モリタ　タイガ ジユウガオカ

8 35585 森田　大雅(2) 自由が丘 12.88

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新人大会[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

２年男子100m
大会記録 11.19 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2008 加古川 予選 9/29 14:45 (9-0+8)

決勝 9/29 16:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.8 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
メガ　タクミ タイシャ

1 12989 妻鹿　匠(2) 大社 11.53
マツオ　トモヤ ナダ

2 28423 松尾　朋哉(2) 灘 11.64
ヤマシロ　ショウタロウ タカクラ

3 25349 山城　翔大朗(2) 高倉 11.64
タニ　カズキ オシベダニ

4 27525 谷　一輝(2) 押部谷 11.76
タナベ　リョウマ タイシャ

5 12980 田辺　涼真(2) 大社 11.79
アズマ　リンタロウ ホウデン

6 34321 東　倫太朗(2) 宝殿 11.84
ノムラ　ケンシン マスイ

7 40121 野村　謙心(2) 増位 11.84
ワダ　ジュンヤ シオセ

8 14248 和田　純弥(2) 塩瀬 11.95
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１年男子100m
大会記録 11.61 森　　遼介 （神戸・山田） 2016 神戸総合 予選 9/29 14:35 (5-1+3)

11.6 佐藤　啓吾 （東播・社） 1987 王子 決勝 9/29 16:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-1.8 m/s) 2組 (-1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ハシヅメ　タツキ カミ ツチハシ　ハルト イブキダイ

1 38912 橋詰　竜輝(1) 加美 Q 12.00 1 29647 土橋　遥人(1) 井吹台 Q 12.06
ニシモト　ヨシタロウ イブキダイ カワカミ　セイア セイウン

2 29648 西本　義太郎(1) 井吹台 12.16 2 70265 川上　聖空(1) 青雲 12.17
シマダ　ハルキ ジュンシンガクイン ナガドオリ　トキアツ ホウデン

3 45226 島田　悠生(1) 淳心学院 12.40 3 34363 長通　時篤(1) 宝殿 12.35
クリハラ　シュンノスケ オオハラ サダ　ハルト コウリョウ

4 29138 栗原　隼之介(1) 大原 12.65 4 13219 佐田　遥音(1) 甲陵 12.36
ナカスジ　マサト サンヨウ ミヤモト　ソウタ ヒラオカ

5 40899 中筋　正人(1) 山陽 12.73 5 33207 宮本　颯大(1) 平岡 12.61
デグチ　トウマ ミツ ナカイ　タツヤ ホウジョウ

6 51961 出口　統麻(1) 御津 12.76 6 37558 中井　達也(1) 北条 12.64
カトウ　コウ ヒガシタニ ヨウ　リンタロウ オオクボ

7 18165 加藤　煌(1) 東谷 12.91 7 31639 葉　凛太郎(1) 大久保 12.69
サカモト　ソウタ ユリノキダイ フクハラ　ユウマ サンヨウ

8 60973 坂本　颯大(1) ゆりのき台 13.03 8 40894 福原　悠真(1) 山陽 12.98
ツジモト　コウキ ホウデン キタムラ　カナト アサヒチュウ

34360 辻本　滉貴(1) 宝殿 DNS 9 41563 北村　奏音(1) 朝日 13.12

3組 (-0.3 m/s) 4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
トシツナ　アキヒロ シオセ アダチ　エイジ カミカワ

1 14279 年綱　晃広(1) 塩瀬 Q 11.99 1 43571 足立　英士(1) 神河 Q 12.01
カワサキ　ユウスケ サンヨウ マツシタ　アユム カコガワ

2 40892 川﨑　雄介(1) 山陽 q 12.01 2 32828 松下　歩(1) 加古川 12.20
ミヤケ　レイト エイガジマチュウ タケウチ　ユウト ケヤキダイ

3 31883 三宅　嶺翔(1) 江井島 12.29 3 60602 竹内　悠登(1) けやき台 12.29
ウエジ　ハル トヨオカミナミ イケダ　アラタ ボウゼ

4 80135 上治　大琉(1) 豊岡南 12.30 4 43738 池田　新(1) 坊勢 12.41
キノシタ　キョウタロウ オオクボ モリタカ　トモユキ タツノヒガシ

5 31643 木下　恭太朗(1) 大久保 12.36 5 51155 森高　智之(1) 龍野東 12.44
オオクボ　シュウ コウヨウガクイン コバヤシ　ハルマ コウヨウ

6 15004 大久保　柊(1) 甲陽学院 12.52 6 20062 小林　温眞(1) 向洋 12.55
マルヤマ　コウタ ミキシリツミキチュウガッコウ ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマ

7 35077 丸山　航汰(1) 三木 12.66 7 12778 山口　凛太郎(1) 西宮浜 12.59
タケマ　イオ ミナトジマガクエン イノウエ　リョウ ヒメジコウリョウ

8 21943 竹間　惟勇(1) 港島学園 12.87 8 40250 井上　亮(1) 姫路広嶺 12.77
トクモト　ガク ハサマ ユラ　タクマ カコガワチュウブ

9 60575 徳本　雅空(1) 狭間 13.01 9 33124 由良　拓磨(1) 加古川中部 12.82
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１年男子100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-1.7 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
モリキ　カンタ タマツ

1 27611 森木　幹太(1) 玉津 Q 11.83
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ

2 29526 三宅　陽立(1) 星陵台 q 12.07
タナカ　リュウマ シオヤ

3 26247 田中　竜馬(1) 塩屋 q 12.08
タクマ　シン アライ

4 36122 詫摩　真(1) 荒井 12.44
キムラ　キラ クラクエン

5 13033 木村　煌(1) 苦楽園 12.46
フジモト　ケイスケ サクラガオカ

6 27414 藤本　圭亮(1) 桜が丘 12.52
キド　ナオヤ ハナダチュウガッコウ

7 41905 木戸　直也(1) 花田 12.91
チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ

8 60605 中条　虎太郎(1) けやき台 12.93

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新人大会[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

１年男子100m
大会記録 11.61 森　　遼介 （神戸・山田） 2016 神戸総合 予選 9/29 14:35 (5-1+3)

11.6 佐藤　啓吾 （東播・社） 1987 王子 決勝 9/29 16:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
モリキ　カンタ タマツ

1 27611 森木　幹太(1) 玉津 11.70
ツチハシ　ハルト イブキダイ

2 29647 土橋　遥人(1) 井吹台 11.77
ハシヅメ　タツキ カミ

3 38912 橋詰　竜輝(1) 加美 11.80
アダチ　エイジ カミカワ

4 43571 足立　英士(1) 神河 11.82
トシツナ　アキヒロ シオセ

5 14279 年綱　晃広(1) 塩瀬 11.96
タナカ　リュウマ シオヤ

6 26247 田中　竜馬(1) 塩屋 12.07
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ

7 29526 三宅　陽立(1) 星陵台 12.10
カワサキ　ユウスケ サンヨウ

8 40892 川﨑　雄介(1) 山陽 12.14
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子200m
大会記録 22.40 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2008 加古川 予選 9/28 13:20 (7-0+8)

22.3 和田　篤 （神戸・港島） 1993 王子 決勝 9/28 14:55 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.3 m/s) 2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
アズマ　リンタロウ ホウデン ヤマシロ　ショウタロウ タカクラ

1 34321 東　倫太朗(2) 宝殿 q 23.27 1 25349 山城　翔大朗(2) 高倉 q 23.17
マツモト　リク スガノ ヒョウドウ　トモキ セイドウ

2 44044 松本　琉空(2) 菅野 24.14 2 15518 兵頭　朋樹(2) 精道 q 23.44
シモナカ　ユウセイ ソノダヒガシ ヤマシタ　マナブ ミハラ

3 11882 下中　祐惺(2) 園田東 24.26 3 72049 山下　真武(2) 三原 23.79
タカハシ　アスカ カミ ハタ　シンタロウ カスガ

4 38902 高橋　飛鳥(2) 加美 24.28 4 65170 畑　晋太郎(2) 春日 24.07
マツナガ　タクヤ オノ キクタ　キミハル ヤマテダイ

5 37122 松永　卓也(2) 小野 24.47 5 17347 菊田　公春(2) 山手台 24.38
ノヤマ　ヒロト ソノダ オガワ　コウタロウ ウエノ

6 11320 野山　裕人(2) 園田 24.82 6 21106 小川　昂太朗(2) 上野 24.66
ヤマノ　サトシ ゴテンヤマ ツノダ　シュン ノノイケ

7 17261 山野　聡士(2) 御殿山 24.94 7 31418 角田　俊(2) 野々池 24.72
ホダマ　ショウイチ ササヤマ ナガトモ　ルキト オブ

8 62107 帆玉　翔一(2) 篠山 24.97 8 23422 長友　琉稀斗(2) 小部 24.77
モリタ　タイガ ジユウガオカ ハラ　ユウシン コウブ

9 35585 森田　大雅(2) 自由が丘 25.90 9 13450 原　優心(2) 甲武 24.87

3組 (-0.9 m/s) 4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
クスモト　カズト ハサマ ワダ　ジュンヤ シオセ

1 60519 楠本　知斗(2) 狭間 q 23.31 1 14248 和田　純弥(2) 塩瀬 q 23.33
サワダ　ツカネ フクサキヒガシ マツシタ　ショウト オオツ

2 43019 澤田　緯(2) 福崎東 24.08 2 46114 松下　翔斗(2) 大津 24.35
オカ　シュウヤ ホウバイ カワシマ　ヒロト オダキタ

3 16245 岡　周弥(2) 宝梅 24.42 3 10836 川嶋　浩斗(2) 小田北 24.46
イマオカ　ユウキ ウオズミ カジハラ　コウヘイ ホンタモン

4 31973 今岡　侑希(2) 魚住 24.56 4 27081 梶原　康平(2) 本多聞 24.58
シンヤ　カイリ タカサゴ フルタ　ユウスケ カコガワチュウブ

5 36067 新屋　快浬(2) 高砂 24.75 5 33166 古田　優介(2) 加古川中部 24.94
カイ　スグル ヒオカ ウメダ　コウセイ フタミ

6 32959 甲斐　傑(2) 氷丘 24.77 32182 梅田　晃成(2) 二見 DNS
ノセ　カイユ ホウジョウ フジワラ　ナオキ ハマノミヤ

7 37593 能瀬　櫂侑(2) 北条 25.21 33471 藤原　直己(2) 浜の宮 DNS
キクチ　リュウスケ オオハラ シライシ　リョウ サンダガクエン

29184 菊池　龍介(2) 大原 DNS 60122 白石　稜(2) 三田学園 DNS

5組 (-0.2 m/s) 6組 (-1.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
タナベ　リョウマ タイシャ メガ　タクミ タイシャ

1 12980 田辺　涼真(2) 大社 q 23.37 1 12989 妻鹿　匠(2) 大社 q 23.42
ミョウエ　リョウタロウ オオクボ シマセ　ユウジ オゾノ

2 31628 明榮　凌太朗(2) 大久保 23.71 2 12304 島瀬　裕次(2) 小園 q 23.43
イトウ　タイスケ シオセ イトウ　シンスケ カコガワ

3 14231 伊藤　太輔(2) 塩瀬 24.13 3 32867 伊藤　真介(2) 加古川 24.54
ニイザワ　ユウト アリノキタ サノ　ソウタロウ ヒラオカミナミ

4 29371 新澤　悠人(2) 有野北 24.16 4 33322 佐野　颯太郎(2) 平岡南 24.62
グェンティン　クォン ナガタ ウエサカ　ユウ トヨオカキタ

5 24900 グェンティン　クォン(2) 長田 24.49 5 80234 上坂　優羽(2) 豊岡北 24.70
フクヤマ　キズナ ハッケイ ヤスダ　リンタロウ オキシオ

6 60313 福山　世(2) 八景 24.84 6 43837 安田　麟太郎(2) 置塩 25.09
カワダ　ユウキ ホンタモン ヤスモリ　タロウ キヌガワ

7 27085 川田　悠貴(2) 本多聞 25.25 7 31358 安森　大朗(2) 衣川 25.48
ムネミツ　クウ ヒロハタ ホンダ　コウマ アリノキタ

41340 宗光　玖羽(2) 広畑 DNS 8 29374 本田　幸真(2) 有野北 25.49

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子200m

〈〈 予選 〉〉

7組 (-0.8 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ノムラ　ケンシン マスイ

1 40121 野村　謙心(2) 増位 23.97
ハシヅメ　タツキ カミ

2 38912 橋詰　竜輝(1) 加美 24.09
フジイ　イツキ オオクボ

3 31631 藤井　一輝(2) 大久保 24.26
サクマ　ハルキ オゾノ

4 12303 佐久間　陽光(2) 小園 24.90
イヌイ　タイヨウ イマヅ

5 13702 乾　大洋(2) 今津 24.91
マエダ　シュンスケ オシベダニ

6 27523 前田　駿輔(2) 押部谷 25.02
ヤスダ　ソウタ ジョウヨウ

7 12132 安田　颯太(2) 常陽 25.13
オキ　リョウマ ハマノミヤ

33474 沖　怜真(2) 浜の宮 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新人大会[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

１．２年男子200m
大会記録 22.40 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2008 加古川 予選 9/28 13:20 (7-0+8)

22.3 和田　篤 （神戸・港島） 1993 王子 決勝 9/28 14:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヤマシロ　ショウタロウ タカクラ

1 25349 山城　翔大朗(2) 高倉 23.01
メガ　タクミ タイシャ

2 12989 妻鹿　匠(2) 大社 23.10
クスモト　カズト ハサマ

3 60519 楠本　知斗(2) 狭間 23.14
ワダ　ジュンヤ シオセ

4 14248 和田　純弥(2) 塩瀬 23.28
タナベ　リョウマ タイシャ

5 12980 田辺　涼真(2) 大社 23.29
シマセ　ユウジ オゾノ

6 12304 島瀬　裕次(2) 小園 23.37
ヒョウドウ　トモキ セイドウ

7 15518 兵頭　朋樹(2) 精道 23.39
アズマ　リンタロウ ホウデン

8 34321 東　倫太朗(2) 宝殿 23.48
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子400m
大会記録 51.16 多田　直樹 （東播・荒井） 2004 神戸総合 予選 9/29 12:35 (2-3+2)

決勝 9/29 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
フジイ　イツキ オオクボ クスモト　カズト ハサマ

1 31631 藤井　一輝(2) 大久保 Q 53.64 1 60519 楠本　知斗(2) 狭間 Q 53.79
サワダ　ツカネ フクサキヒガシ サノ　ソウタロウ ヒラオカミナミ

2 43019 澤田　緯(2) 福崎東 Q 53.98 2 33322 佐野　颯太郎(2) 平岡南 Q 54.23
タキノ　ソラ オオハラ カジハラ　コウヘイ ホンタモン

3 29174 瀧埜　蒼(2) 大原 Q 54.24 3 27081 梶原　康平(2) 本多聞 Q 54.29
モリイ　タイゾウ キタコウベ モトヤマ　カイセイ メイホウ

4 24140 森井　泰造(2) 北神戸 q 55.39 4 17776 本山　凱生(2) 明峰 q 55.52
イケダ　タクマ イタミミナミ ツノダ　シュン ノノイケ

5 19330 池田　拓篤(2) 伊丹南 56.08 5 31418 角田　俊(2) 野々池 56.26
カドヤ　アキヒロ ボウカイ タナカ　ショウエイ ユメサキ

6 31541 角谷　秋嘉(2) 望海 56.53 6 45507 田中　翔瑛(2) 夢前 56.33
ミツイ　タイセイ ミカゲ オゾエ　ヒロキ ハゼタニチュウ

7 20545 三井　大晟(2) 御影 57.46 7 27378 尾副　宏樹(2) 櫨谷 56.43
オガサワラ　ユズキ アリノキタ クボ　ケイスケ ミキシリツミキチュウガッコウ

29363 小笠原　柚希(2) 有野北 DNS 8 35064 久保　慶介(2) 三木 57.14
ハマダ　トウマ ハマノミヤ

33476 濱田　騰生(2) 浜の宮 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新人大会[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

１．２年男子400m
大会記録 51.16 多田　直樹 （東播・荒井） 2004 神戸総合 予選 9/29 12:35 (2-3+2)

決勝 9/29 15:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
クスモト　カズト ハサマ

1 60519 楠本　知斗(2) 狭間 52.23
フジイ　イツキ オオクボ

2 31631 藤井　一輝(2) 大久保 53.20
サノ　ソウタロウ ヒラオカミナミ

3 33322 佐野　颯太郎(2) 平岡南 53.47
サワダ　ツカネ フクサキヒガシ

4 43019 澤田　緯(2) 福崎東 53.96
タキノ　ソラ オオハラ

5 29174 瀧埜　蒼(2) 大原 54.41
カジハラ　コウヘイ ホンタモン

6 27081 梶原　康平(2) 本多聞 54.43
モリイ　タイゾウ キタコウベ

7 24140 森井　泰造(2) 北神戸 55.95
モトヤマ　カイセイ メイホウ

17776 本山　凱生(2) 明峰 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新人大会[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

１．２年男子800m
大会記録 2:00.96 野村　怜 （丹有・けやき台） 2018 神戸総合 予選 9/28 12:35 (3-2+2)

決勝 9/28 14:40 

〈〈 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
カドヤ　アキヒロ ボウカイ サカモト　カズマ ミナトジマガクエン

1 31541 角谷　秋嘉(2) 望海 Q 2:06.56 1 21926 坂本　一馬(2) 港島学園 Q 2:10.31
オカダ　ユウスケ タカクラ ミハラ　マヒロ ハリマ

2 25341 岡田　悠佑(2) 高倉 Q 2:06.62 2 39640 三原　万拓(2) 播磨 Q 2:10.65
タカタ　ヒロト アリノ ヤマシタ　タカヒロ ヒラオカ

3 29213 髙田　滉翔(2) 有野 q 2:06.69 3 33225 山下　貴大(2) 平岡 2:10.76
エダ　ユウト フタミ シオタ　ジン ミナミヒバリガオカ

4 32183 江田　裕人(2) 二見 2:09.40 4 16748 塩田　尋(2) 南ひばりガ丘 2:12.11
マエダ　ダイキ ミカゲ スダ　カズキ ヒメジナダ

5 20544 前田　大貴(2) 御影 2:09.71 5 40918 須多　和希(2) 姫路灘 2:12.84
ミウラ　レイジ マサゴチュウガッコウ ノムラ　リョウタ ハマワキ

6 14498 三浦　礼慈(2) 真砂 2:14.27 6 12821 野村　亮太(2) 浜脇 2:13.01
フジモト　セイヤ ゴテンヤマ クボ　ケイスケ ミキシリツミキチュウガッコウ

7 17262 藤本　聖矢(2) 御殿山 2:14.79 7 35064 久保　慶介(2) 三木 2:13.60
モリ　ハヤト オシベダニ ハタケヤマ　シロ ヒオカ

8 27527 森　駿翔(2) 押部谷 2:14.92 8 32953 畠山　真白(2) 氷丘 2:14.50
ヨシミ　ダイ イチジマ イトウ　シンヤ オオマト

9 65320 吉見　大(2) 市島 2:14.98 9 45872 伊藤　真弥(2) 大的 2:14.83
マスウラ　ヒュウガ イカワダニ シマモト　ユウト ケヤキダイ

10 27234 桝浦　彪我(2) 伊川谷 2:15.67 10 60665 嶌本　悠人(2) けやき台 2:15.20
イノウエ　タイキ ショシャ ツキヤマ　タイチ フクサキヒガシ

11 46015 井上　大輝(2) 書写 2:18.49 11 43021 築山　太一(2) 福崎東 2:21.12

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
イヌイ　ハルト イタミミナミ

1 19331 乾　遥斗(2) 伊丹南 Q 2:09.18
トミタ　レオ シオセ

2 14254 富田　蓮大(2) 塩瀬 Q 2:09.23
ヒカズタニ　ハヤト ハリマ

3 39639 日数谷　隼人(2) 播磨 q 2:09.39
クサカ　タイセイ オオクラ

4 31238 日下　大誠(2) 大蔵 2:11.79
タキノ　ソラ オオハラ

5 29174 瀧埜　蒼(2) 大原 2:12.59
フクタケ　テルヒサ ウオズミ

6 31976 福武　輝恒(2) 魚住 2:14.93
ウチダ　ソウイチロウ アコウ

7 50510 内田　蒼一朗(2) 赤穂 2:15.46
ソウノ　ヒロト サンヨウ

8 40897 宗野　佑大(1) 山陽 2:16.03
ヤマグチ　コウシ リョウナン

9 33961 山口　航史(2) 陵南 2:17.54
ニシカワ　リョウ ヤマサキミナミ

10 52731 西川　諒(2) 山崎南 2:23.47
タニグチ　ホクト ヒオカ

32964 谷口　北斗(1) 氷丘 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新人大会[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

１．２年男子800m
大会記録 2:00.96 野村　怜 （丹有・けやき台） 2018 神戸総合 予選 9/28 12:35 (3-2+2)

決勝 9/28 14:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
カドヤ　アキヒロ ボウカイ

1 31541 角谷　秋嘉(2) 望海 2:05.07
サカモト　カズマ ミナトジマガクエン

2 21926 坂本　一馬(2) 港島学園 2:05.38
イヌイ　ハルト イタミミナミ

3 19331 乾　遥斗(2) 伊丹南 2:05.64
オカダ　ユウスケ タカクラ

4 25341 岡田　悠佑(2) 高倉 2:06.47
タカタ　ヒロト アリノ

5 29213 髙田　滉翔(2) 有野 2:07.19
ヒカズタニ　ハヤト ハリマ

6 39639 日数谷　隼人(2) 播磨 2:08.45
トミタ　レオ シオセ

7 14254 富田　蓮大(2) 塩瀬 2:08.85
ミハラ　マヒロ ハリマ

8 39640 三原　万拓(2) 播磨 2:11.68
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年男子1500m
大会記録 4:08.02 西村　陽貴 （東播・三木） 2011 神戸総合 予選 9/29 11:40 (3-4+3)

決勝 9/29 16:35 

〈〈 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
イシノ　タイセイ カンセイガクイン オクムラ　シュンタ オオイケチュウガッコウ

1 14703 石野　大晴(2) 関西学院 Q 4:29.56 1 23019 奥村　俊太(2) 大池 Q 4:25.30
セガワ　シュウヤ ヒラノ ニシガキ　レン カコガワチュウブ

2 27870 瀬川　柊也(2) 平野 Q 4:30.44 2 33160 西垣　怜(2) 加古川中部 Q 4:25.48
サカモト　カズマ ミナトジマガクエン オカダ　ユウスケ タカクラ

3 21926 坂本　一馬(2) 港島学園 Q 4:30.52 3 25341 岡田　悠佑(2) 高倉 Q 4:26.20
ハシモト　ユウタ セイリョウダイ ミキ　コウスケ シカマヒガシ

4 29504 橋本　昊太(2) 星陵台 Q 4:30.68 4 41071 三木　浩輔(2) 飾磨東 Q 4:26.74
マエオカ　ユウキ イナガワ トミタ　レオ シオセ

5 18528 前岡　勇輝(2) 猪名川 4:30.95 5 14254 富田　蓮大(2) 塩瀬 q 4:29.07
ミウラ　ショウタ タツノニシ フクトミ　ショウ アリノ

6 51351 三浦　彰太(2) 龍野西 4:31.21 6 29209 福冨　翔(2) 有野 4:29.22
ヨシミ　ジュダイ シカマニシ ヤマシタ　タカヒロ ヒラオカ

7 41219 吉見　柊乃(2) 飾磨西 4:32.17 7 33225 山下　貴大(2) 平岡 4:30.20
ホクメン　ユウキ ベフ アライ　シュント オオクボ

8 33542 北面　祐貴(2) 別府 4:33.09 8 31630 新井　準人(2) 大久保 4:30.54
ハタケヤマ　シロ ヒオカ ホリオ　カナト ヒラノ

9 32953 畠山　真白(2) 氷丘 4:33.98 9 27867 堀尾　奏駿(2) 平野 4:30.95
マエダ　ダイキ ミカゲ ウエダ　カズヒロ ヒガシタニ

10 20544 前田　大貴(2) 御影 4:34.51 10 18139 上田　航大(2) 東谷 4:31.04
スエヨシ　ハルキ タマツ セオ　ヤマト ワダヤマ

11 27650 末吉　春稀(2) 玉津 4:34.74 11 83429 瀬尾　大和(2) 和田山 4:31.12
カワカミ　タクマ ハマワキ カワイ　ユウヤ ヤマサキミナミ

12 12829 川上　拓真(2) 浜脇 4:35.28 12 52730 河合　悠也(2) 山崎南 4:32.98
フジワラ　ハルユキ カンキ ササキ　ハヤト タイシヒガシチュウガッコウ

13 33718 藤原　悠之(2) 神吉 4:38.18 13 51677 佐々木　勇人(2) 太子東 4:33.78
イシバシ　アユマ ヤマサキミナミ シマモト　ユウト ケヤキダイ

14 52729 石橋　歩真(2) 山崎南 4:44.07 14 60665 嶌本　悠人(2) けやき台 4:33.95
ヤマモト　ミツキ ジユウガオカ ウニガメ　マサキ トヨトミ

35581 山本　弥輝(2) 自由が丘 DNS 15 41715 雲丹亀　真輝(2) 豊富 4:37.24
イノウエ　カンタ コウブ オオシオ　ハルキ ヒメジナダ

13441 井上　幹太(2) 甲武 DNS 16 40913 大塩　治輝(2) 姫路灘 4:42.49
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年男子1500m

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
タカタ　ヒロト アリノ

1 29213 髙田　滉翔(2) 有野 Q 4:25.18
タグチ　ヒロユキ ウオズミ

2 31990 田口　博教(2) 魚住 Q 4:25.55
イヌイ　ハルト イタミミナミ

3 19331 乾　遥斗(2) 伊丹南 Q 4:26.80
イソベ　コウタロウ カラト

4 22908 磯部　煌太郎(2) 唐櫃 Q 4:26.82
エダ　ユウト フタミ

5 32183 江田　裕人(2) 二見 q 4:26.86
オオイ　レン オゾノ

6 12301 大井　廉(2) 小園 q 4:28.84
ミウラ　レイジ マサゴチュウガッコウ

7 14498 三浦　礼慈(2) 真砂 4:29.60
マツイ　トモキ ソノダ

8 11322 松井　智幹(2) 園田 4:30.11
オク　タクマ アリノキタ

9 29365 奥　琢磨(2) 有野北 4:33.42
ヒカズタニ　ハヤト ハリマ

10 39639 日数谷　隼人(2) 播磨 4:33.83
ナカノ　ツバサ キタコウベ

11 24130 中野　元翔(2) 北神戸 4:36.42
イシハラ　コタロウ ヒラオカ

12 33221 石原　虎太郎(2) 平岡 4:37.57
クサカ　タイセイ オオクラ

13 31238 日下　大誠(2) 大蔵 4:38.39
スダ　カズキ ヒメジナダ

14 40918 須多　和希(2) 姫路灘 4:39.31
ウチダ　ソウイチロウ アコウ

15 50510 内田　蒼一朗(2) 赤穂 4:41.58
カトウ　ケイ ヒラノ

16 27868 加藤　圭(2) 平野 4:47.03

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新人大会[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

２年男子1500m
大会記録 4:08.02 西村　陽貴 （東播・三木） 2011 神戸総合 予選 9/29 11:40 (3-4+3)

決勝 9/29 16:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニシガキ　レン カコガワチュウブ

1 33160 西垣　怜(2) 加古川中部 4:15.27
オクムラ　シュンタ オオイケチュウガッコウ

2 23019 奥村　俊太(2) 大池 4:15.32
タグチ　ヒロユキ ウオズミ

3 31990 田口　博教(2) 魚住 4:16.91
タカタ　ヒロト アリノ

4 29213 髙田　滉翔(2) 有野 4:17.50
サカモト　カズマ ミナトジマガクエン

5 21926 坂本　一馬(2) 港島学園 4:21.31
ミキ　コウスケ シカマヒガシ

6 41071 三木　浩輔(2) 飾磨東 4:24.07
エダ　ユウト フタミ

7 32183 江田　裕人(2) 二見 4:24.60
オカダ　ユウスケ タカクラ

8 25341 岡田　悠佑(2) 高倉 4:25.48
トミタ　レオ シオセ

9 14254 富田　蓮大(2) 塩瀬 4:26.61
イシノ　タイセイ カンセイガクイン

10 14703 石野　大晴(2) 関西学院 4:27.28
イヌイ　ハルト イタミミナミ

11 19331 乾　遥斗(2) 伊丹南 4:27.51
ハシモト　ユウタ セイリョウダイ

12 29504 橋本　昊太(2) 星陵台 4:29.27
オオイ　レン オゾノ

13 12301 大井　廉(2) 小園 4:29.28
イソベ　コウタロウ カラト

14 22908 磯部　煌太郎(2) 唐櫃 4:31.15
セガワ　シュウヤ ヒラノ

15 27870 瀬川　柊也(2) 平野 4:31.53

Powerd by AthleteRanking.com



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

１年男子1500m
大会記録 4:18.12 西村　陽貴 （東播・三木） 2010 神戸総合 予選 9/28 11:10 (2-5+5)

決勝 9/28 15:10 

〈〈 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
タナカ　ソウマ ホウデン ムラオカ　タイガ シカマニシ

1 34358 田中　颯眞(1) 宝殿 Q 4:35.91 1 41230 村岡　大雅(1) 飾磨西 Q 4:37.25
フジワラ　マキト ショシャ オオニシ　ハヤト キタコウベ

2 46018 藤原　槙士(1) 書写 Q 4:36.56 2 24157 大西　隼斗(1) 北神戸 Q 4:42.51
イワサキ　リョウマ アサギリ サクライ　コウイチ ホンタモン

3 31149 岩﨑　竜馬(1) 朝霧 Q 4:36.69 3 27013 櫻井　康一(1) 本多聞 Q 4:42.65
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ ウエダ　ショウダイ ユメサキ

4 83439 衣川　勇太(1) 和田山 Q 4:36.72 4 45513 上田　翔大(1) 夢前 Q 4:42.67
サナダ　ダイスケ オオクボ コウノ　シンタロウ ヒメジナダ

5 31655 真田　大輔(1) 大久保 Q 4:36.73 5 40928 河野　晋太朗(1) 姫路灘 Q 4:42.68
タケウチ　カイト キタコウベ ヒロイ　アキヒサ テンノウジガワ

6 24145 竹内　海翔(1) 北神戸 q 4:36.98 6 19517 廣井　暉久(1) 天王寺川 4:43.48
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ キミナミ　アキユキ コウヅキ

7 23030 中尾　香輝(1) 大池 q 4:38.17 7 52248 木南　明道(1) 上月 4:43.50
クボタ　マナト ヒヨドリダイ カトウ　リク ホウデン

8 23701 久保田　真翔(1) 鵯台 q 4:40.14 8 34352 加藤　璃久(1) 宝殿 4:44.59
モリヤマ　ショウタ カンセイガクイン ナルタキ　ソラ イナミキタ

9 14733 森山　翔太(1) 関西学院 q 4:41.19 9 39566 鳴瀧　空(1) 稲美北 4:49.44
ムカイ　シュンスケ マサゴチュウガッコウ イノウエ　コウタ ショシャ

10 14403 向　俊輔(1) 真砂 q 4:41.29 10 46016 井上　滉大(1) 書写 4:57.53
ササヤマ　リュウト トヨトミ タニグチ　ホクト ヒオカ

11 41721 笹山　龍斗(1) 豊富 4:41.69 32964 谷口　北斗(1) 氷丘 DNS
ヒノダ　リク ミナトジマガクエン ヨシカワ　ヒビキ オオマト

12 21939 日野田　陸(1) 港島学園 4:42.12 45882 吉川　響葵(1) 大的 DNS
タカギ　ダイ ハマノミヤ クリヤマ　シオン トヨトミ

13 33488 髙木　大(1) 浜の宮 4:46.71 41720 栗山　志温(1) 豊富 DNS
ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ サイトウ　ジョウ コウブ

14 62234 吉田　宥也(1) 篠山東 4:46.76 13466 齊藤　丈(1) 甲武 DNS
イワモト　コウスケ イカワダニ イマガワ　レオン イナガワ

15 27202 岩本　幸介(1) 伊川谷 4:52.01 18531 今川　黎音(1) 猪名川 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新人大会[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

１年男子1500m
大会記録 4:18.12 西村　陽貴 （東播・三木） 2010 神戸総合 予選 9/28 11:10 (2-5+5)

決勝 9/28 15:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ムラオカ　タイガ シカマニシ

1 41230 村岡　大雅(1) 飾磨西 4:26.03
タナカ　ソウマ ホウデン

2 34358 田中　颯眞(1) 宝殿 4:26.87
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ

3 83439 衣川　勇太(1) 和田山 4:27.89
コウノ　シンタロウ ヒメジナダ

4 40928 河野　晋太朗(1) 姫路灘 4:28.00
サクライ　コウイチ ホンタモン

5 27013 櫻井　康一(1) 本多聞 4:28.51
フジワラ　マキト ショシャ

6 46018 藤原　槙士(1) 書写 4:30.58
サナダ　ダイスケ オオクボ

7 31655 真田　大輔(1) 大久保 4:35.83
イワサキ　リョウマ アサギリ

8 31149 岩﨑　竜馬(1) 朝霧 4:37.72
タケウチ　カイト キタコウベ

9 24145 竹内　海翔(1) 北神戸 4:38.09
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

10 23030 中尾　香輝(1) 大池 4:38.87
ムカイ　シュンスケ マサゴチュウガッコウ

11 14403 向　俊輔(1) 真砂 4:39.54
クボタ　マナト ヒヨドリダイ

12 23701 久保田　真翔(1) 鵯台 4:39.67
ウエダ　ショウダイ ユメサキ

13 45513 上田　翔大(1) 夢前 4:41.46
モリヤマ　ショウタ カンセイガクイン

14 14733 森山　翔太(1) 関西学院 4:49.61
オオニシ　ハヤト キタコウベ

15 24157 大西　隼斗(1) 北神戸 4:59.43
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[19283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

２年男子3000m
大会記録 8:56.97 西村　陽貴 （東播・三木） 2011 神戸総合 予選 9/28 10:05 (2-6+6)

決勝 9/28 15:20 

〈〈 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
ヤマモト　ミツキ ジユウガオカ オクムラ　シュンタ オオイケチュウガッコウ

1 35581 山本　弥輝(2) 自由が丘 Q 9:24.12 1 23019 奥村　俊太(2) 大池 Q 9:31.94
タグチ　ヒロユキ ウオズミ オオイ　レン オゾノ

2 31990 田口　博教(2) 魚住 Q 9:26.95 2 12301 大井　廉(2) 小園 Q 9:32.32
ハシモト　ユウタ セイリョウダイ ニシガキ　レン カコガワチュウブ

3 29504 橋本　昊太(2) 星陵台 Q 9:26.95 3 33160 西垣　怜(2) 加古川中部 Q 9:33.99
ミウラ　ショウタ タツノニシ ホクメン　ユウキ ベフ

4 51351 三浦　彰太(2) 龍野西 Q 9:28.07 4 33542 北面　祐貴(2) 別府 Q 9:34.87
ミキ　コウスケ シカマヒガシ セガワ　シュウヤ ヒラノ

5 41071 三木　浩輔(2) 飾磨東 Q 9:28.61 5 27870 瀬川　柊也(2) 平野 Q 9:35.16
カトウ　ケイ ヒラノ フジワラ　ハルユキ カンキ

6 27868 加藤　圭(2) 平野 Q 9:30.09 6 33718 藤原　悠之(2) 神吉 Q 9:35.52
イソベ　コウタロウ カラト ウエダ　カズヒロ ヒガシタニ

7 22908 磯部　煌太郎(2) 唐櫃 q 9:31.53 7 18139 上田　航大(2) 東谷 q 9:35.53
トダ　ハルキ ヒラノ マツイ　トモキ ソノダ

8 27869 戸田　晴樹(2) 平野 q 9:33.84 8 11322 松井　智幹(2) 園田 q 9:38.14
セオ　ヤマト ワダヤマ オク　タクマ アリノキタ

9 83429 瀬尾　大和(2) 和田山 q 9:34.31 9 29365 奥　琢磨(2) 有野北 q 9:44.74
ヒガキ　アオイ ヤスムロ カワカミ　タクマ ハマワキ

10 45981 檜垣　蒼(2) 安室 9:47.25 10 12829 川上　拓真(2) 浜脇 9:51.52
アライ　シュント オオクボ オオシオ　ハルキ ヒメジナダ

11 31630 新井　準人(2) 大久保 9:50.69 11 40913 大塩　治輝(2) 姫路灘 9:57.68
キタモト　ミズキ シオセ ナカノ　ツバサ キタコウベ

12 14252 北本　瑞希(2) 塩瀬 9:51.76 12 24130 中野　元翔(2) 北神戸 9:57.70
イシハラ　コタロウ ヒラオカ イノウエ　カンタ コウブ

13 33221 石原　虎太郎(2) 平岡 9:56.77 13 13441 井上　幹太(2) 甲武 10:08.03
ヨシミ　ジュダイ シカマニシ カワイ　ユウヤ ヤマサキミナミ

14 41219 吉見　柊乃(2) 飾磨西 9:58.97 14 52730 河合　悠也(2) 山崎南 10:13.35
タカハシ　リツキ ハマノミヤ ナカノ　ミツキ ハサマ

15 33475 髙橋　立輝(2) 浜の宮 10:03.07 60515 中野　晃輝(2) 狭間 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新人大会[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

２年男子3000m
大会記録 8:56.97 西村　陽貴 （東播・三木） 2011 神戸総合 予選 9/28 10:05 (2-6+6)

決勝 9/28 15:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
オクムラ　シュンタ オオイケチュウガッコウ

1 23019 奥村　俊太(2) 大池 9:13.26
ニシガキ　レン カコガワチュウブ

2 33160 西垣　怜(2) 加古川中部 9:17.15
ハシモト　ユウタ セイリョウダイ

3 29504 橋本　昊太(2) 星陵台 9:18.28
ミキ　コウスケ シカマヒガシ

4 41071 三木　浩輔(2) 飾磨東 9:18.38
タグチ　ヒロユキ ウオズミ

5 31990 田口　博教(2) 魚住 9:23.85
ホクメン　ユウキ ベフ

6 33542 北面　祐貴(2) 別府 9:24.43
セガワ　シュウヤ ヒラノ

7 27870 瀬川　柊也(2) 平野 9:25.26
ミウラ　ショウタ タツノニシ

8 51351 三浦　彰太(2) 龍野西 9:27.58
ヤマモト　ミツキ ジユウガオカ

9 35581 山本　弥輝(2) 自由が丘 9:30.06
オオイ　レン オゾノ

10 12301 大井　廉(2) 小園 9:34.09
セオ　ヤマト ワダヤマ

11 83429 瀬尾　大和(2) 和田山 9:34.38
フジワラ　ハルユキ カンキ

12 33718 藤原　悠之(2) 神吉 9:45.33
オク　タクマ アリノキタ

13 29365 奥　琢磨(2) 有野北 9:45.36
マツイ　トモキ ソノダ

14 11322 松井　智幹(2) 園田 9:45.83
カトウ　ケイ ヒラノ

15 27868 加藤　圭(2) 平野 9:49.70
トダ　ハルキ ヒラノ

16 27869 戸田　晴樹(2) 平野 9:51.01
イソベ　コウタロウ カラト

17 22908 磯部　煌太郎(2) 唐櫃 9:51.63
ウエダ　カズヒロ ヒガシタニ

18 18139 上田　航大(2) 東谷 10:01.32
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子110mH [91.4cm]
大会記録 14.90 金古　正也 （丹有・八景） 2010 神戸総合 予選 9/29 13:25 (4-1+4)

決勝 9/29 15:25 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-1.0 m/s) 2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
コバヤシ　カズシ オオツ カスタニ　ハルキ シカマニシ

1 46116 小林　和司(2) 大津 Q 16.07 1 41222 粕谷　陽樹(2) 飾磨西 Q 16.38
キノシタ　ナオト イブキダイ マツシタ　ショウト オオツ

2 29633 木下 　直翔(2) 井吹台 q 16.53 2 46114 松下　翔斗(2) 大津 16.74
ミサワ　ケンシン フタミ ナカタ　シュウト ユメサキ

3 32120 三澤　堅心(1) 二見 17.06 3 45508 中田　衆士(2) 夢前 16.81
シモムラ　ハク サンヨウ ムライ　コウタ コウヨウ

4 40881 下村　伯(2) 山陽 17.07 4 20043 村井　洸太(2) 向洋 17.64
イマイ　ショウゴ ニシノミヤハマ ミズノ　リクト オゾノ

5 12751 今井　翔心(2) 西宮浜 17.33 5 12309 水野　陸翔(2) 小園 17.87
モリシタ　ゼン オダキタ テイ　コウゼン カコガワチュウブ

6 10834 森下　然(2) 小田北 17.53 6 33157 鄭　皓然(2) 加古川中部 17.87
サトヨシ　ケイタ セイドウ ミツモト　アキラ ソノダ

7 15510 里吉　惠太(2) 精道 17.55 7 11326 光本　陽(2) 園田 18.10
シラヒゲ　レイジ キタコウベ マツオ　ジュンペイ マスイ

8 24170 白髭　怜士(1) 北神戸 17.70 8 40124 松尾　淳平(2) 増位 18.30
ニシ　キッペイ カワラギチュウガッコウ

9 13552 西　桔平(2) 瓦木 17.70

3組 (-1.7 m/s) 4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
ナカハタ　ジン タマツ ヨシダ　リク ゴシキ

1 27652 中畑　仁(2) 玉津 Q 15.91 1 74084 吉田　陸(2) 五色 Q 15.95
オオニシ　ユウト オオツ クニイ　ヒロト オダキタ

2 46111 大西　悠斗(2) 大津 q 16.43 2 10831 國井　大翔(2) 小田北 q 15.97
ハシモト　ケイタ ユメサキ ニシモト　ヨシタロウ イブキダイ

3 45510 橋本　圭汰(2) 夢前 q 16.44 3 29648 西本　義太郎(1) 井吹台 16.72
ミヤモト　リュウセイ イチジマ クボタ　ケイ フタミ

4 65306 宮本　琉生(2) 市島 16.94 4 32184 久保田　圭(2) 二見 17.08
ワキサカ　タイチ アラマキ マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ

5 19770 脇阪　泰地(2) 荒牧 17.68 5 81287 真狩　陽介(2) 日高東 17.31
ハットリ　サワト シオヤ トミタ　レオ アクラ

6 26230 服部　咲羽人(2) 塩屋 18.03 6 16814 冨田　玲央(2) 安倉 17.74
ハシモト　ヤマト ハリマ マエダ　リンスケ ノノイケ

7 39638 橋本　大和(2) 播磨 18.46 7 31464 前田　凛佑(1) 野々池 18.06
アベ　ユウキ テンノウジガワ ホンマ　リョウジ ヒメジヒガシ

19576 阿部　湧輝(2) 天王寺川 DNS 45607 本間　涼司(2) 姫路東 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新人大会[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

１．２年男子110mH [91.4cm]
大会記録 14.90 金古　正也 （丹有・八景） 2010 神戸総合 予選 9/29 13:25 (4-1+4)

決勝 9/29 15:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.7 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
コバヤシ　カズシ オオツ

1 46116 小林　和司(2) 大津 15.85
クニイ　ヒロト オダキタ

2 10831 國井　大翔(2) 小田北 15.91
ヨシダ　リク ゴシキ

3 74084 吉田　陸(2) 五色 15.94
カスタニ　ハルキ シカマニシ

4 41222 粕谷　陽樹(2) 飾磨西 16.10
ナカハタ　ジン タマツ

5 27652 中畑　仁(2) 玉津 16.15
ハシモト　ケイタ ユメサキ

6 45510 橋本　圭汰(2) 夢前 16.21
キノシタ　ナオト イブキダイ

7 29633 木下 　直翔(2) 井吹台 16.50
オオニシ　ユウト オオツ

8 46111 大西　悠斗(2) 大津 16.63
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子4x100mR
大会記録 45.17 山本･谷･藤田･岡本 （丹有･けやき台） 2015 加古川 予選 9/29 10:05 (14-0+8)

決勝 9/29 17:00 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
タイシャ カイバラ

1 大社 q 45.43 6 柏原 50.29
[1] サイノ　タイキ [2] アベ　ショウゾウ [1] フジワラ　シオン [2] ヤマカワ　ハルキ

12986 齋野 太希(2) 12991 阿部 将三(2) 64173 藤原 詩音(2) 64172 山河 悠生(2)
[3] タナベ　リョウマ [4] メガ　タクミ [3] ナンバ　カイ [4] トクマル　カナト

12980 田辺 涼真(2) 12989 妻鹿 匠(2) 64161 難波 架良(2) 64167 徳丸 奏斗(2)
カコガワチュウブ タチバナ

2 加古川中部 47.97 7 立花 51.08
[1] ハシモト　コウダイ [2] ハスカ　ハヤテ [1] テラモト　ユウキ [2] マツモト　コウセイ

33161 橋本 広大(2) 33162 蓮香 颯(2) 11136 寺本 優輝(1) 11142 松本 幸誠(1)
[3] ユラ　タクマ [4] フルタ　ユウスケ [3] コウノ　リョウタ [4] ヤマシロ　ハル

33124 由良 拓磨(1) 33166 古田 優介(2) 11111 河野 稜太(2) 11112 山城 羽琉(2)
トヨオカキタ タカス

3 豊岡北 48.57 8 高須 55.31
[1] オオイシ　ソウキ [2] ヤマカワ　シュウマ [1] ミネ　ゲンキ [2] オオシマ　ヨウヘイ

80244 大石 壮紀(2) 80237 山川 宗真(2) 14616 峰 玄騎(1) 14640 大嶋 陽平(2)
[3] オオタ　コウキ [4] ウエサカ　ユウ [3] トオリバタ　リョウスケ [4] ミヤモト　レオ

80238 太田 昂希(2) 80234 上坂 優羽(2) 14614 通畑 亮祐(1) 14621 宮本 蓮生(2)
ミハラ ミナミヒバリガオカ

4 三原 48.66 南ひばりガ丘 DQ R3
[1] トミヤマ　ショウゴ [2] ナカノ　マヒロ [1] イシマル　シュウト [2] ホソカワ　ナオキ

72047 富山 祥伍(2) 72048 仲野 真優(2) 16721 石丸 就士(2) 16743 細川 直希(2)
[3] ホソカワ　タクマ [4] ヤマシタ　マナブ [3] オオジ　マサフミ [4] イフク　キョウセイ

72050 細川 拓真(2) 72049 山下 真武(2) 16723 大路 将文(2) 16787 伊福 享正(1)
カミコウシエン

5 上甲子園 48.70
[1] マツダ　コウセイ [2] タグチ　ナオヒロ

13677 松田 康生(2) 13672 田口 直裕(2)
[3] ミヤシタ　ダイキ [4] ムコヨシ　ハルト

13609 宮下 大輝(1) 13679 向吉 悠仁(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ホウデン ムコヒガシ

1 宝殿 q 46.40 6 武庫東 49.67
[1] オガハラ　ユウタ [2] ツジモト　コウキ [1] スギハラ　ヨシノブ [2] カワサキ　シュンスケ

34322 小河原 優大(2) 34360 辻本 滉貴(1) 12261 杉原 義宣(2) 12264 川﨑 俊祐(2)
[3] ナガドオリ　トキアツ [4] アズマ　リンタロウ [3] アキオカ　マルイ [4] ニシクラ　ショウマ

34363 長通 時篤(1) 34321 東 倫太朗(2) 12268 秋岡 円(1) 12260 西倉 奨馬(2)
コウブ コウヨウガクイン

2 甲武 47.11 7 甲陽学院 51.26
[1] オノヤマ　アキトシ [2] モリタ　ハル [1] カンダ　タクミ [2] ハヤシ　ヨシタカ

13443 小野山 明寿(2) 13469 森田 暖(1) 15002 神田 琢巳(1) 15001 林 佳孝(1)
[3] マエゾノ　ショウキ [4] ハラ　ユウシン [3] マツシタ　イクヤ [4] オオクボ　シュウ

13451 前園 尚輝(2) 13450 原 優心(2) 15003 松下 郁矢(1) 15004 大久保 柊(1)
ソノダヒガシ スズランダイ

3 園田東 48.13 8 鈴蘭台 52.09
[1] ウエナカ　ツバサ [2] ナカイ　リョウマ [1] ハヤシ　タイヨウ [2] オオツボ　レオト

11888 上中 翼(2) 11884 仲井 涼馬(2) 23555 林 太陽(2) 23521 大坪 澪音(1)
[3] キタノ　ハルト [4] シモナカ　ユウセイ [3] ヤマモト　アヤト [4] オオワダ　ユウシ

11890 北野 陽士(2) 11882 下中 祐惺(2) 23528 山本 彩友(1) 23522 大和田 優志(1)
ミツ ニシワキミナミ

4 御津 48.87 9 西脇南 55.16
[1] テラモト　リュウヤ [2] カメダ　ユキミチ [1] ムラオカ　トモアキ [2] ムライ　ヒナタ

51954 寺本 龍弥(2) 51950 亀田 優之路(2) 34755 村岡 智啓(2) 34783 村井 陽向(1)
[3] シバタ　サネユキ [4] デグチ　トウマ [3] ヒロタ　カイセイ [4] マスオカ　タイガ

51953 柴田 真之(2) 51961 出口 統麻(1) 34776 廣田 快成(1) 34754 増岡 大雅(2)
アクラ

5 安倉 48.97
[1] ミヤタ　ジョウ [2] トミタ　レオ

16817 宮田 丈(2) 16814 冨田 玲央(2)
[3] タナカ　アツキ [4] アダチ　リョウタ

16813 田中 淳暉(2) 16802 足立 涼太(1)

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オオツ タイサンジ

1 大津 47.00 6 太山寺 51.14
[1] マツオ　ハルヤ [2] コバヤシ　カズシ [1] オカモト　アキオ [2] オカ　リュウノスケ

46110 松尾 遥也(2) 46116 小林 和司(2) 28100 岡本 旭央(2) 28120 岡 龍之介(1)
[3] オオニシ　ユウト [4] マツシタ　ショウト [3] ナルカワ　クウガ [4] キタノ　ハルヒロ

46111 大西 悠斗(2) 46114 松下 翔斗(2) 28124 鳴川 空雅(1) 28101 北野 陽大(2)
ヒメジナダ タンナン

2 姫路灘 48.71 7 丹南 55.43
[1] ナカイ　ショウタロウ [2] ハヤシ　タカヤ [1] イモト　カズキ [2] ムラカミ　シュウキ

40919 中井 笑太朗(2) 40932 林 剛也(1) 62723 井本 和希(1) 62725 村上 珠基(1)
[3] タナカ　リョウガ [4] カワモト　リュウキ [3] アカイ　クウト [4] イグチ　レン

40929 田中 崚雅(1) 40914 川元 琉暉(2) 62721 赤井 來羽斗(1) 62722 井口 漣(1)
ベフ アリノキタ

3 別府 48.99 有野北 DQ R1
[1] フネノ　カナト [2] マツオカ　ジン [1] タナカ　ウタ [2] ニイザワ　ユウト

33505 船野 叶登(1) 33540 松岡 仁(2) 29368 田中 優多(2) 29371 新澤 悠人(2)
[3] マツイ　ハルキ [4] コウノ　ヒョウガ [3] ホンダ　コウマ [4] オガサワラ　ユズキ

33506 松井 悠輝(1) 33541 河野 氷辰(2) 29374 本田 幸真(2) 29363 小笠原 柚希(2)
シカマヒガシ トヨオカミナミ

4 飾磨東 49.13 豊岡南 DNS
[1] イトウ　ヨウタ [2] ツルタ　サクマ

41010 伊藤 陽大(1) 41079 鶴田 朔麻(2)
[3] タカシマ　ナユト [4] マツモト　レント

41075 髙島 成優音(2) 41073 松本 蓮人(2)
ハリマ

5 播磨 49.28
[1] フジオカ　ショウゴ [2] ハシモト　ヤマト

39655 藤岡 憧伍(1) 39638 橋本 大和(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
シオセ  GR ハマワキ

1 塩瀬 q 44.97 6 浜脇 49.55
[1] オグス　ハルム [2] トシツナ　アキヒロ [1] ニシムラ　ソオト [2] オカザキ　コウキ

14232 小楠 覇夢(2) 14279 年綱 晃広(1) 12831 西村 奏音(2) 12826 岡崎 倖己(2)
[3] イトウ　タイスケ [4] ワダ　ジュンヤ [3] ナンバ　ハヤト [4] ヤマシタ　ユウタ

14231 伊藤 太輔(2) 14248 和田 純弥(2) 12827 南馬 颯斗(2) 12822 山下 祐汰(2)
カンキ ユラ

2 神吉 47.68 7 由良 49.95
[1] マツザキ　ネオ [2] シミズ　ノゾミ [1] ナカヤマ　ユヅキ [2] スダ　オウラ

33719 松﨑 嶺央(2) 33712 清水 希望(2) 70415 中山 優月(2) 70414 須田 旺来(2)
[3] タカオカ　イツキ [4] ニシダ　ダイキ [3] コジマ　アオバ [4] コジマ　シュウエイ

33714 高岡 樹(2) 33717 西田 能基(2) 70412 小島 碧波(2) 70413 小島 集栄(2)
リョウナン ヒメジタカオカ

3 陵南 48.68 8 姫路高丘 52.73
[1] ウエムラ　コウキ [2] テラキタ　コウセイ [1] マサヒラ　ショウタ [2] サイトウ　ジュタロウ

33930 上村 恒貴(1) 33963 寺北 幸誠(2) 40374 政平 渉太(2) 40380 齊藤 寿太郎(1)
[3] ホウライ　ショウタ [4] スガ　トウイ [3] コンドウ　トモキ [4] モリタ　リョウセイ

33927 蓬莱 聖太(1) 33962 菅 柊生(2) 40370 近藤 智起(2) 40382 森田 凌成(1)
ホウジョウ ヨカワ

4 北条 49.17 吉川 DNS
[1] ヤナギ　トシヒデ [2] ノセ　カイユ

37595 柳 俊秀(2) 37593 能瀬 櫂侑(2)
[3] フジモト　リョウヤ [4] ナカイ　タツヤ

37551 藤本 涼哉(1) 37558 中井 達也(1)
テンノウジガワ

5 天王寺川 49.41
[1] アベ　ユウキ [2] ヒサマツ　タツヤ

19576 阿部 湧輝(2) 19585 久松 竜也(2)
[3] フジワラ　タイチ [4] ササキ　ケンタロウ

19516 藤原 大知(1) 19571 佐々木 健太郎(2)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ハマノミヤ アサヒチュウ

1 浜の宮 q 46.52 6 朝日 49.78
[1] フクダ　ヒロキ [2] オキ　リョウマ [1] コイズミ　ケイ [2] キタムラ　カナト

33470 福田 浩輝(2) 33474 沖 怜真(2) 41555 小井住 蛍(2) 41563 北村 奏音(1)
[3] ハマダ　トウマ [4] フジワラ　ナオキ [3] ムネユキ　ケント [4] フクモト　イブキ

33476 濱田 騰生(2) 33471 藤原 直己(2) 41553 宗行 堅斗(2) 41545 福本 唯吹(2)
ホウバイ イタミヒガシ

2 宝梅 47.73 7 伊丹東 50.38
[1] ヨシカワ　リョウセイ [2] タナカ　トモキ [1] ニシダ　リュウゴ [2] ミヤガワ　キョウイチロウ

16267 吉川 涼生(2) 16255 田中 智喜(2) 19103 西田 琉悟(1) 19169 宮川 恭一郎(2)
[3] ウエノ　トモヤ [4] オカ　シュウヤ [3] マルオ　ソラ [4] フジワラ　ユウト

16274 上野 智哉(1) 16245 岡 周弥(2) 19165 丸尾 宙(2) 19161 藤原 悠斗(2)
ゴシキ アコウ

3 五色 48.36 8 赤穂 51.58
[1] トミタ　シュンセイ [2] ミヤケ　カイリ [1] カワハラ　アヤト [2] タケジ　リョウタ

74080 冨田 隼生(2) 74075 三宅 海吏(2) 50514 河原 礼人(2) 50528 竹治 亮太(1)
[3] ヨシダ　リク [4] フクシマ　ハルユキ [3] フジトモ　リク [4] ウチダ　ソウイチロウ

74084 吉田 陸(2) 74088 福島 明徹(1) 50511 藤友 梨功(2) 50510 内田 蒼一朗(2)
サクラガオカ ミナトガワ

4 桜が丘 48.89 湊川 DQ R1
[1] カワサキ　ユウセイ [2] ハラダ　ショウリュウ [1] ソガベ　トモキ [2] トノムラ　サク

27405 川崎 友聖(2) 27408 原田 正隆(2) 22328 曽我部 友希(2) 22332 殿村 朔(2)
[3] ヒライ　ユウヤ [4] フジモト　ケイスケ [3] マエダ　ナオキ [4] オオヤマ　ユウキ

27406 平井 優弥(2) 27414 藤本 圭亮(1) 22330 前田 直希(2) 22327 大山 祐希(2)
フタミ

5 二見 48.96
[1] クボタ　ケイ [2] タナカ　レオ

32184 久保田 圭(2) 32116 田中 玲央(1)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

6組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カミ セイウン

1 加美 q 46.15 6 青雲 49.30
[1] タカハシ　アスカ [2] ハタナカ　シン [1] トクダ　ハルト [2] カワカミ　セイア

38902 高橋 飛鳥(2) 38905 畑中 心(2) 70267 德田 晴大(1) 70265 川上 聖空(1)
[3] フジモト　ケンシン [4] ハシヅメ　タツキ [3] オクダ　レイヤ [4] ヤマニシ　リク

38906 藤本 謙伸(2) 38912 橋詰 竜輝(1) 70264 奧田 羚椰(1) 70274 山西 陸(1)
シオヤ ヒメジヒガシ

2 塩屋 47.81 7 姫路東 49.55
[1] イズタ　ヒロト [2] タナカ　リュウマ [1] イケガミ　ヒロキ [2] オオバ　ケント

26222 出田 大翔(2) 26247 田中 竜馬(1) 45601 池上 大樹(2) 45636 大場 健翔(1)
[3] ナカムラ　タクム [4] ハットリ　サワト [3] ホンマ　リョウジ [4] マサムネ　フウガ

26249 中村 拓夢(1) 26230 服部 咲羽人(2) 45607 本間 涼司(2) 45604 正宗 風雅(2)
カコガワ フクサキニシ

3 加古川 47.86 8 福崎西 50.74
[1] ノウショウ　ソラ [2] イトウ　シンスケ [1] ヤスイ　ヒデナリ [2] ヤマモト　コウタ

32820 納庄 青空(1) 32867 伊藤 真介(2) 42401 安井 秀成(1) 42407 山本 康太(1)
[3] サカモト　マサト [4] マツシタ　アユム [3] モリシタ　ソラ [4] モリモト　ショウヤ

32823 坂本 誠人(1) 32828 松下 歩(1) 42408 森下 蒼天(1) 42402 森本 翔矢(1)
ユメサキ ヒラキチュウガッコウ

4 夢前 47.88 9 平木 51.13
[1] ナカタ　シュウト [2] ハシモト　ケイタ [1] マスダ　カズシ [2] ツカダ　アキト

45508 中田 衆士(2) 45510 橋本 圭汰(2) 13325 増田 和志(1) 13324 塚田 旺士(1)
[3] タナカ　ショウエイ [4] カワカミ　ケンシン [3] コバヤシ　アオイ [4] カワイ　カイト

45507 田中 翔瑛(2) 45506 川上 繭慎(2) 13327 小林 葵(1) 13301 河井 海斗(2)
ウオズミ

5 魚住 48.22
[1] オザキ　ショウゴ [2] イマオカ　ユウキ

31988 尾﨑 翔吾(2) 31973 今岡 侑希(2)
[3] オグラ　レンジ [4] オオニシ　アサト

31974 小椋 蓮司(2) 31987 大西 亜沙翔(2)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オゾノ サコシ

1 小園 46.58 6 坂越 52.56
[1] ナガイシ　イッシン [2] ミズノ　リクト [1] アガ　レンタロウ [2] モリタ　ネオ

12305 長石 一真(2) 12309 水野 陸翔(2) 50801 阿賀 蓮太朗(1) 50804 守田 音央(1)
[3] サクマ　ハルキ [4] シマセ　ユウジ [3] ヤマシタ　ダイキ [4] コタニ　タクミ

12303 佐久間 陽光(2) 12304 島瀬 裕次(2) 50805 山下 大輝(1) 50832 古谷 匠(2)
カスガ ウオズミヒガシ

2 春日 47.56 7 魚住東 54.26
[1] ヤナギタ　ヤマト [2] ヤマダ　リクト [1] ニシワキ　コウキ [2] マエダ　リク

65178 栁田 大和(1) 65171 山田 陸翔(2) 32028 西脇 昊希(1) 32005 前田 凌空(2)
[3] イチノセ　レン [4] ハタ　シンタロウ [3] ハタ　ユウヤ [4] タカシバ　タクト

65172 一瀬 蓮(2) 65170 畑 晋太郎(2) 32017 畑 優矢(1) 32013 高芝 巧翔(2)
イマヅ オブ

3 今津 48.28 8 小部 56.31
[1] スガイ　コウヘイ [2] イヌイ　タイヨウ [1] ナガトモ　ルキト [2] クロダ　レン

13707 須貝 康平(2) 13702 乾 大洋(2) 23422 長友 琉稀斗(2) 23434 黒田 蓮(1)
[3] イワモト　ケイスケ [4] ミウラ　ケイタ [3] ドウメンキ　ソラ [4] セト　リョウタ

13708 岩本 佳祐(2) 13711 三浦 啓汰(2) 23430 同免木 大空(1) 23432 瀬戸 亮大(1)
イカワダニ ササヤマヒガシ

4 伊川谷 48.93 篠山東 DNS
[1] スズミ　コウキ [2] マツヤマ　ソウジロウ

27203 鈴見 光希(1) 27238 松山 颯士朗(2)
[3] オカ　サクチカ [4] ミウラ　セイゴ

27249 岡 朔千夏(2) 27242 三浦 勢悟(2)
オオクラ

5 大蔵 49.47
[1] タキオカ　カズヒサ [2] ヨコヤマ　リョウ

31269 瀧岡 千悠(1) 31231 横山 遼(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

8組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オシベダニ タダ

1 押部谷 q 46.48 6 多田 50.21
[1] マツオ　サネヒト [2] マエダ　シュンスケ [1] ツジ　ユウト [2] ツジ　ハヤト

27530 松尾 真仁(2) 27523 前田 駿輔(2) 18066 辻□ 湧斗(1) 18052 辻□ 颯斗(1)
[3] エビス　セイダイ [4] タニ　カズキ [3] サイトウ　ケンシン [4] モリ　カケル

27521 戎 晴大(2) 27525 谷 一輝(2) 18040 齊藤 健芯(2) 18062 森 海翔(1)
ユリノキダイ ニシワキ

2 ゆりのき台 46.90 7 西脇 51.07
[1] ウトミヤ　ハルト [2] サカモト　ソウタ [1] クロカワ　ヒヅキ [2] フジワラ　ユウセ

60952 宇都宮 暖和(2) 60973 坂本 颯大(1) 34512 黒河 陽月(1) 34518 藤原 悠世(1)
[3] ホリオ　ミライ [4] フジヒラ　ナオヒロ [3] カンザキ　ハヤト [4] イサ　エイト

60963 堀尾 望来(2) 60968 藤平 直弘(2) 34511 神崎 隼人(1) 34501 伊佐 栄人(2)
ナギサ イタミキタ

3 渚 48.72 8 伊丹北 51.48
[1] ムロタニ　ケイ [2] オオダテ　ユウト [1] ホンダ　シュンセイ [2] マエダ　アオ

21828 室谷 慶(2) 21825 大達 夢斗(2) 19448 本多 俊誠(1) 19449 前田 蒼央(1)
[3] ヤマモト　イツキ [4] フジイ　ユウセイ [3] ナカハシ　リョウスケ [4] ハタナカ　コウタ

21824 山本 樹(2) 21823 藤井 佑誠(2) 19443 中橋 亮介(1) 19446 畑中 孝太(1)
ミキヒガシ ムコ

4 三木東 48.75 9 武庫 51.96
[1] フジモト　ケンゴ [2] ヌマタ　ナルセ [1] エノモト　ハルナリ [2] ユアサ　ハルト

35644 藤本 健吾(1) 35633 沼田 成世(2) 11414 榎本 晴成(2) 11425 湯朝 悠人(1)
[3] トガワ　イズキ [4] ナカイ　ショウタ [3] タカマツ　アキヒロ [4] カワバタ　ヒロト

35639 戸川 稜生(1) 35634 中井 翔太(2) 11420 髙松 輝大(1) 11415 川端 紘斗(2)
ヒダカヒガシ

5 日高東 48.80
[1] ワタナベ　マナト [2] ウエムラ　ヒユウ

81280 渡邊 愛士(2) 81273 上村 飛勇(2)
[3] フクトミ　タイリ [4] ナカムラ　リント

81276 福富 大吏(2) 81286 中村 凜龍(2)

9組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
マスイ ヒラノ

1 増位 q 46.43 6 平野 51.44
[1] コバヤシ　マサズミ [2] ヒラオカ　ショウリ [1] ヤマサキ　リョウタ [2] ソガ　タクマ

40117 小林 将純(2) 40122 平岡 頌力(2) 27882 山崎 僚太(1) 27865 曽我 琢真(2)
[3] ノムラ　ケンシン [4] マツオ　ジュンペイ [3] ウエダ　ソウタ [4] オオモリ　ダン

40121 野村 謙心(2) 40124 松尾 淳平(2) 27884 上田 創太(1) 27885 大森 檀(1)
タカラヅカダイイチ シラカワダイ

2 宝塚第一 48.48 7 白川台 51.84
[1] トヨマス　リョウ [2] キシモト　ナオト [1] キタオカ　コウタ [2] タナベ　アイイチロウ

16119 豊増 諒(2) 16121 岸本 直人(2) 25712 北岡 洸太(2) 25722 田辺 愛一郎(1)
[3] ツツ　ユウセイ [4] スズキ　シュンタ [3] マエコバ　シオン [4] イケザワ　レント

16114 筒 雄惺(2) 16115 鈴木 竣太(2) 25715 前木場 獅音(2) 25711 池澤 蓮斗(2)
ヒカミ セイドウ

3 氷上 48.85 精道 DQ R1
[1] ウエサカ　ハルカ [2] ナカガワ　マサル [1] アオクサ　ダイスケ [2] ヒョウドウ　トモキ

64423 上坂 悠翔(2) 64436 中川 勝(1) 15514 青草 大輔(2) 15518 兵頭 朋樹(2)
[3] イケモト　ミスキ [4] ヤマナカ　ユウタ [3] スズキ　トモノリ [4] サトヨシ　ケイタ

64425 池本 海透(2) 64421 山中 優太(2) 15511 鈴木 智徳(2) 15510 里吉 惠太(2)
イタミミナミ ウオザキチュウガッコウ

4 伊丹南 49.64 魚崎 DNS
[1] アイサカ　カズキ [2] オオニシ　タカト

19350 相坂 和輝(1) 19333 大西 啓斗(2)
[3] ナカノ　ソウスケ [4] イケダ　タクマ

19337 中野 創介(2) 19330 池田 拓篤(2)
モトヤマ

5 本山 50.37
[1] ツジ　ホシト [2] タナカ　リュウダイ

20333 辻 星翔(2) 20342 田中 龍大(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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
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〈〈 予選 〉〉

10組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ノノイケ マサゴチュウガッコウ

1 野々池 46.78 6 真砂 49.69
[1] モロオカ　シュンスケ [2] ツノダ　シュン [1] ハタ　フミヤ [2] コハマ　シュウタ

31425 諸岡 俊亮(2) 31418 角田 俊(2) 14401 畑 芙海弥(2) 14494 小濱 秀太(2)
[3] イチ　トモアキ [4] ヤスイ　タツヤ [3] ハラダ　ソラ [4] クニカタ　ココア

31412 市 朋顕(2) 31422 安井 達哉(2) 14409 原田 宙(1) 14495 国方 心杏(2)
ミカゲ オオマト

2 御影 47.14 7 大的 49.91
[1] イケダ　ショウゴ [2] カメオカ　タケノリ [1] オガワ　ハルキ [2] ニシヤマ　イッセイ

20538 池田 匠吾(2) 20542 亀岡 勇紀(2) 45870 小川 明生(2) 45866 西山 一生(2)
[3] アンドウ　コウキ [4] ミツイ　タイセイ [3] スナガワ　アイト [4] ヤソ　コウスケ

20537 安藤 亘輝(2) 20545 三井 大晟(2) 45867 砂川 心人(2) 45863 八十 康介(2)
ヒカリガオカ アオガキ

3 光ガ丘 48.31 8 青垣 52.70
[1] ハチヤ　ショウタロウ [2] イシハラ　タロウ [1] アダチ　シュンイチ [2] シバ　トモキ

17036 蜂谷 祥太郎(1) 17021 石原 太郎(1) 64831 足立 隼一(1) 64836 芝 知希(1)
[3] ヨシモト　ジュン [4] イワハラ　マヒロ [3] アシダ　ユウヘイ [4] イチノセ　トキシ

17014 吉本 潤(2) 17013 岩原 蒔大(2) 64830 蘆田 悠平(1) 64834 一ノ瀬 時史(1)
オダキタ クラクエン

4 小田北 48.75 9 苦楽園 53.21
[1] モリシタ　ゼン [2] カワシマ　ヒロト [1] マツモト　ユウシ [2] キムラ　キラ

10834 森下 然(2) 10836 川嶋 浩斗(2) 13039 松本 雄詩(1) 13033 木村 煌(1)
[3] ツチヤ　マオ [4] クニイ　ヒロト [3] アマノ　ダイチ [4] シブタニ　イッセイ

10833 土屋 茉生(2) 10831 國井 大翔(2) 13050 天野 大馳(1) 13018 渋谷 一世(2)
カンセイガクイン

5 関西学院 48.98
[1] カメダ　リクオ [2] ウエダ　ゲンタロウ

14701 亀田 陸央(2) 14704 上田 源太郎(2)
[3] ノムラ　ユキヒロ [4] サッパ　ソウイチ

14737 野村 幸弘(1) 14740 颯波 壮一(1)

11組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
タマツ コウリョウ

1 玉津 47.18 5 甲陵 49.37
[1] ヤマモト　カイセイ [2] モリキ　カンタ [1] タニグチ　タモン [2] マツエダ　トモキ

27656 山本 魁星(2) 27611 森木 幹太(1) 13212 谷口 大門(2) 13214 松枝 共生(2)
[3] カシワギ　レント [4] ナカハタ　ジン [3] ナカタ　シュウヘイ [4] サダ　ハルト

27651 柏木 蓮斗(2) 27652 中畑 仁(2) 13202 仲田 周平(2) 13219 佐田 遥音(1)
モトヤマミナミ ヒロハタ

2 本山南 47.31 6 広畑 49.43
[1] タカハシ　サク [2] コタニ　カイト [1] カワウチ　フウマ [2] ムネミツ　クウ

20668 高橋 咲(2) 20652 小谷 櫂斗(2) 41334 河内 楓真(2) 41340 宗光 玖羽(2)
[3] ウト　シュンタ [4] カンノ　シュンペイ [3] サカネ　ソウイチ [4] マエカワ　ハクト

20654 宇戸 駿太(2) 20666 菅野 峻平(2) 41335 坂根 聡一(2) 41338 前川 珀斗(2)
サンダガクエン タイシニシ

3 三田学園 48.68 7 太子西 49.48
[1] エチガワ　ケンタ [2] コマエ　セイガ [1] キタハラ　ユキト [2] ミムラ　ソラ

60142 越川 堅太(1) 60121 小前 晴雅(2) 51753 北原 倖翔(2) 51752 三村 昊(2)
[3] フジタ　ケイゴ [4] シライシ　リョウ [3] タナカ　ノブアキ [4] カワカミ　コウタ

60123 藤田 啓伍(2) 60122 白石 稜(2) 51764 田中 伸明(1) 51750 川上 皓大(2)
カミゴオリ ナダ

4 上郡 49.27 灘 DNS
[1] マツシタ　カズト [2] マエダ　イシン

51026 松下 和斗(2) 51038 前田 唯心(1)
[3] ウエノ　リョウタ [4] サワダ　コウキ

51021 上野 稜汰(2) 51024 澤田 晃希(2)
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〈〈 予選 〉〉

12組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カワラギチュウガッコウ ニッシン

1 瓦木 47.29 5 日新 50.66
[1] ナカザワ　レイジ [2] ドイ　ハルキ [1] ヤマネ　タイセイ [2] クリタ　チシン

13571 中澤 怜士(1) 13555 土井 悠生(2) 10305 山根 大誠(2) 10306 栗田 知真(1)
[3] イケナガ　マサヤ [4] イノウエ　ジョウタロウ [3] マツバラ　リクト [4] アライ　ムツナリ

13557 池永 雅也(2) 13553 井上 丈太郎(2) 10307 松原 玲久斗(1) 10303 新井 睦也(2)
ササヤマ エイガジマチュウ

2 篠山 47.31 6 江井島 51.62
[1] コバヤシ　タクヤ [2] ホダマ　ショウイチ [1] フクダ　ユウト [2] マツムラ　コウ

62104 小林 拓矢(2) 62107 帆玉 翔一(2) 31885 福田 悠仁(1) 31873 松村 洸(2)
[3] タケモト　ユウヤ [4] カナツ　トウマ [3] ヒキタ　ケイジ [4] ミヤケ　レイト

62108 竹本 悠也(2) 62102 金津 斗真(2) 31870 疋田 慶治(2) 31883 三宅 嶺翔(1)
キタコウベ タカツカサ

3 北神戸 49.86 7 高司 52.26
[1] シラヒゲ　レイジ [2] モリイ　タイゾウ [1] シンモト　ゲンキ [2] ナンブ　マナト

24170 白髭 怜士(1) 24140 森井 泰造(2) 16632 新本 元気(2) 16634 南部 愛斗(2)
[3] イワサキ　コウセイ [4] オオニシ　ハヤト [3] エンドウ　レオナ [4] ナカモト　シュウタ

24158 岩﨑 光晟(1) 24157 大西 隼斗(1) 16602 遠藤 玲於奈(1) 16633 中本 脩太(2)
フカズ ソノダ

4 深津 50.33 園田 DQ R1
[1] サタ　ハルト [2] イナガキ　レン [1] シモジ　リョウタ [2] ノヤマ　ヒロト

14511 佐田 遥音(2) 14523 稲垣 蓮(1) 11327 下地 亮太(2) 11320 野山 裕人(2)
[3] クサカベ　ショウゴ [4] ヨシダ　テルヒコ [3] クス　ソウタ [4] ミツモト　アキラ

14521 日下部 将悟(1) 14517 吉田 瑛彦(2) 11324 楠 颯太(2) 11326 光本 陽(2)

13組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オオクボ ウエガハラ

1 大久保 q 46.09 5 上ケ原 48.92
[1] フクダ　セフン [2] フジイ　イツキ [1] アマノ　ショウタ [2] マエノ　ケンタ

31632 福田 世勳(2) 31631 藤井 一輝(2) 13151 天野 翔太(1) 13110 前野 健太(2)
[3] キノシタ　キョウタロウ [4] ミョウエ　リョウタロウ [3] ヨシダ　リョウ [4] イダカ　セイヤ

31643 木下 恭太朗(1) 31628 明榮 凌太朗(2) 13168 吉田 凌(1) 13101 井高 聖也(2)
ゴテンヤマ タイシヒガシチュウガッコウ

2 御殿山 47.76 6 太子東 49.57
[1] フジモト　セイヤ [2] ヤマノ　サトシ [1] ミヤシタ　ユウキ [2] ツボタ　イブキ

17262 藤本 聖矢(2) 17261 山野 聡士(2) 51678 宮下 裕生(2) 51602 坪田 偉吹(1)
[3] クロカワ　コウヘイ [4] カシネ　ナオト [3] ヤマグチ　リョウセイ [4] コイケ　ノブユキ

17210 黒川 航平(1) 17201 樫根 直人(1) 51603 山口 凌聖(1) 51675 小池 信之(2)
イナガワ ワダヤマ

3 猪名川 47.90 7 和田山 49.75
[1] スズキ　ヒビキ [2] フジイ　ハルト [1] イシカワ　ヨウイチロウ [2] ヤマモト　エイタ

18515 鈴木 心響(2) 18527 藤井 暖人(2) 83430 石川 陽一郎(1) 83432 山本 瑛大(1)
[3] ミズオチ　リュウタ [4] オクツ　ショウタ [3] ヤマモト　シヨウ [4] フジモト　リンタロウ

18560 水落 琉太(2) 18509 奥津 翔太(2) 83434 山本 紫陽(1) 83426 藤本 倫太朗(2)
キヌガワ ヤマグチ

4 衣川 48.41 8 山口 50.93
[1] フジヤブ　イクト [2] オガタ　トモキ [1] イソエ　テッタ [2] ナカ　レイヤ

31360 藤藪 郁仁(2) 31356 緒方 友基(2) 14162 磯江 哲汰(2) 14166 中 零也(2)
[3] タニシキ　タクミ [4] ヤスモリ　タロウ [3] カジ　ヒロム [4] タツミ　キョウスケ

31359 谷舗 匠海(2) 31358 安森 大朗(2) 14163 加治 大武(2) 14164 辰己 涼介(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

14組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
イブキダイ ニシノミヤハマ

1 井吹台 46.77 5 西宮浜 50.12
[1] イシイ　リクト [2] ツチハシ　ハルト [1] オオタ　マキト [2] キノシタ　チハヤ

29623 石井 璃玖斗(2) 29647 土橋 遥人(1) 12752 太田 蒔人(2) 12755 木下 千颯(2)
[3] ニシモト　ヨシタロウ [4] キノシタ　ナオト [3] ヤマグチ　リンタロウ [4] イマイ　ショウゴ

29648 西本 義太郎(1) 29633 木下  直翔(2) 12778 山口 凛太郎(1) 12751 今井 翔心(2)
サンヨウ カワニシ

2 山陽 46.97 6 川西 50.77
[1] シバタ　リク [2] カワサキ　ユウスケ [1] ミクニ　タケヒロ [2] イワモト　タイヨウ

40888 柴田 浬空(2) 40892 川﨑 雄介(1) 17918 三國 偉大(1) 17902 岩本 大陽(2)
[3] ナカスジ　マサト [4] シモムラ　ハク [3] サノ　シンタロウ [4] マスダ　ユウゴ

40899 中筋 正人(1) 40881 下村 伯(2) 17912 佐野 慎太郎(1) 17917 舛田 悠悟(1)
オオハラ アシヤヤマテ

3 大原 47.85 7 芦屋山手 52.08
[1] イヨタ　ゼン [2] クリハラ　シュンノスケ [1] キノシタ　ユウキ [2] ホリエ　ナツキ

29187 伊與田 然(2) 29138 栗原 隼之介(1) 15651 木下 裕貴(2) 15652 堀江 雫月(2)
[3] ヤマナミ　ショウタ [4] ナカフサ　ケンゴ [3] オオタ　リュウセイ [4] ヤマサキ　ミキヒト

29173 山並 昭太(2) 29177 中房 健吾(2) 15650 太田 琉晴(2) 15654 山﨑 幹仁(2)
シカマニシ アボシ

4 飾磨西 48.58 網干 DNS
[1] コガ　タイセイ [2] サトウ　ユウスケ

41232 古賀 大聖(1) 41223 佐藤 祐輔(2)
[3] スズキ　ルイ [4] カスタニ　ハルキ

41224 鈴木 累生(2) 41222 粕谷 陽樹(2)

q:プラスによる進出    DQ:失格  DNS:欠場  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新人大会[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

１．２年男子4x100mR
大会記録 45.17 山本･谷･藤田･岡本 （丹有･けやき台） 2015 加古川 予選 9/29 10:05 (14-0+8)

決勝 9/29 17:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
タイシャ  GR

1 大社 44.88
[1] サイノ　タイキ [2] アベ　ショウゾウ

12986 齋野 太希(2) 12991 阿部 将三(2)
[3] タナベ　リョウマ [4] メガ　タクミ

12980 田辺 涼真(2) 12989 妻鹿 匠(2)
シオセ

2 塩瀬 45.36
[1] オグス　ハルム [2] トシツナ　アキヒロ

14232 小楠 覇夢(2) 14279 年綱 晃広(1)
[3] イトウ　タイスケ [4] ワダ　ジュンヤ

14231 伊藤 太輔(2) 14248 和田 純弥(2)
オオクボ

3 大久保 46.31
[1] フクダ　セフン [2] フジイ　イツキ

31632 福田 世勳(2) 31631 藤井 一輝(2)
[3] キノシタ　キョウタロウ [4] ミョウエ　リョウタロウ

31643 木下 恭太朗(1) 31628 明榮 凌太朗(2)
ホウデン

4 宝殿 46.39
[1] シミズ　コウヘイ [2] ナガドオリ　トキアツ

34325 清水 康平(2) 34363 長通 時篤(1)
[3] オガハラ　ユウタ [4] アズマ　リンタロウ

34322 小河原 優大(2) 34321 東 倫太朗(2)
マスイ

5 増位 46.47
[1] コバヤシ　マサズミ [2] ヒラオカ　ショウリ

40117 小林 将純(2) 40122 平岡 頌力(2)
[3] ノムラ　ケンシン [4] マツオ　ジュンペイ

40121 野村 謙心(2) 40124 松尾 淳平(2)
カミ

6 加美 46.59
[1] タカハシ　アスカ [2] ハタナカ　シン

38902 高橋 飛鳥(2) 38905 畑中 心(2)
[3] フジモト　ケンシン [4] ハシヅメ　タツキ

38906 藤本 謙伸(2) 38912 橋詰 竜輝(1)
オシベダニ

7 押部谷 46.74
[1] マツオ　サネヒト [2] マエダ　シュンスケ

27530 松尾 真仁(2) 27523 前田 駿輔(2)
[3] エビス　セイダイ [4] タニ　カズキ

27521 戎 晴大(2) 27525 谷 一輝(2)
ハマノミヤ

8 浜の宮 47.93
[1] フクダ　ヒロキ [2] オキ　リョウマ

33470 福田 浩輝(2) 33474 沖 怜真(2)
[3] ハマダ　トウマ [4] イシハラ　マナト

33476 濱田 騰生(2) 33472 石原 愛与(2)

GR:大会記録  
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種　目 １．２年男子走高跳決勝1組 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/29 開始時刻 14:04 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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82

2 70412
コジマ　アオバ ユラ o o o xo xxx 1.70 1 1

小島　碧波(05) 由良(2)

8 31412
イチ　トモアキ ノノイケ o o o xxx 1.65 2

市　朋顕(05) 野々池(2)

5 41545
フクモト　イブキ アサヒチュウ o xxo o xxx 1.65 2 3

福本　唯吹(05) 朝日(2)

14 42037
サンダ　ケンタロウ シゴウガクイン o xo xo xxx 1.65 2 4

三田　健太朗(05) 四郷学院(2)

9 50630
スセハラ　ハク アコウヒガシ o o xxx 1.60 5周世原　春玖(06) 赤穂東(2)

13 46110
マツオ　ハルヤ オオツ o xo xxx 1.60 1 6

松尾　遥也(05) 大津(2)

3 40914
カワモト　リュウキ ヒメジナダ xo xo xxx 1.60 2 7

川元　琉暉(05) 姫路灘(2)

6 33162
ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ o xxo xxx 1.60 2 8

蓮香　颯(05) 加古川中部(2)

1 31422
ヤスイ　タツヤ ノノイケ xxo xxx 1.55 2 9

安井　達哉(05) 野々池(2)

11 15654
ヤマサキ　ミキヒト アシヤヤマテ xxo xxx 1.55 2 9

山﨑　幹仁(05) 芦屋山手(2)

12 33712
シミズ　ノゾミ カンキ xxo xxx 1.55 2 9清水　希望(05) 神吉(2)

4 31132
ミヤザキ　ヒヨリ アサギリ xxx

宮﨑　日和(06) 朝霧(2)

7 32121
ワキモト　タクミ フタミ xxx

脇本　拓海(06) 二見(1)

10 62712
マタノ　タケト タンナン

俣野　武斗(05) 丹南(2)

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 １．２年男子走幅跳決勝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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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 65171
ヤマダ　リクト カスガ

× 5.65 -0.1 5.75 -0.1 5.75 -0.1 8 5.80 -0.9 × 6.04 0.0 6.04 0.0 1山田　陸翔(05) 春日(2)

17 12991
アベ　ショウゾウ タイシャ

5.79 -0.7 5.81 -0.9 5.85 -0.3 5.85 -0.3 9 5.66 -1.0 5.80 0.0 6.01 -1.8 6.01 -1.8 2阿部　将三(05) 大社(2)

14 43571
アダチ　エイジ カミカワ

× 5.69 +0.3 ↓ 5.69 +0.3 7 4.61 -1.4 5.48 -0.6 5.85 -0.6 5.85 -0.6 3足立　英士(06) 神河(1)

3 29526
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ

5.59 +0.1 5.58 -0.3 5.46 -0.7 5.59 +0.1 6 5.72 -0.8 5.57 -1.1 5.73 -0.2 5.73 -0.2 4三宅　陽立(06) 星陵台(1)

7 29368
タナカ　ウタ アリノキタ

5.49 0.0 5.40 +1.0 ↓ 5.49 0.0 5 5.72 -0.6 5.17 -0.4 5.52 -0.1 5.72 -0.6 5田中　優多(05) 有野北(2)

9 14232
オグス　ハルム シオセ

× × 5.45 -0.8 5.45 -0.8 3 5.43 -1.4 5.69 -0.9 × 5.69 -0.9 6小楠　覇夢(05) 塩瀬(2)

16 51141
クロダ　タイセイ タツノヒガシ

5.41 +0.2 ↓ ↓ 5.41 +0.2 2 × 5.27 -1.2 5.58 -0.3 5.58 -0.3 7黒田　大晴(06) 龍野東(2)

19 31974
オグラ　レンジ ウオズミ

5.45 -1.2 5.41 0.0 ↓ 5.45 -1.2 4 5.28 -1.5 5.27 -0.5 5.38 -0.9 5.45 -1.2 8小椋　蓮司(05) 魚住(2)

1 14036
タケウチ　イサト ガクブン

× 5.41 +0.5 × 5.41 +0.5 1 5.13 -1.2 5.42 -0.1 5.09 0.0 5.42 -0.1 9竹内　唯悟(06) 学文(2)

2 26167
タマリミズ　ルイ モモヤマダイ

↓ ↓ ↓溜水　琉偉(05) 桃山台(2)

4 33151
エガシラ　タツ カコガワチュウブ

× × ↓江頭　樹(05) 加古川中部(2)

5 33927
ホウライ　ショウタ リョウナン

↓ ↓ ↓蓬莱　聖太(06) 陵南(1)

6 51678
ミヤシタ　ユウキ タイシヒガシチュウガッコウ

↓ × ↓宮下　裕生(05) 太子東(2)

8 60968
フジヒラ　ナオヒロ ユリノキダイ

× ↓ ×藤平　直弘(05) ゆりのき台(2)

11 31425
モロオカ　シュンスケ ノノイケ

↓ ↓ ↓諸岡　俊亮(05) 野々池(2)

12 38906
フジモト　ケンシン カミ

↓ ↓ ↓藤本　謙伸(05) 加美(2)

13 18563
ヤノ　カンタ イナガワ

↓ × ↓矢野　寛太(05) 猪名川(2)

15 45308
マエダ　ヒロ トウヨウダイヒメジ

↓ × ×前田　潤(05) 東洋大姫路(2)

20 16813
タナカ　アツキ アクラ

↓ ↓ ↓田中　淳暉(05) 安倉(2)

21 41713
トミヤマ　リョウタ トヨトミ

↓ ↓ ×富山　涼太(05) 豊富(2)

22 31632
フクダ　セフン オオクボ

↓ ↓ ↓福田　世勳(05) 大久保(2)

23 12986
サイノ　タイキ タイシャ

× ↓ ↓齋野　太希(05) 大社(2)
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 １．２年男子走幅跳決勝1組 [ ] 記録表　   P  2  

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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

24 40899
ナカスジ　マサト サンヨウ

↓ ↓ ↓中筋　正人(06) 山陽(1)

10 40889
フジタ　リュウセイ サンヨウ

藤田　琉聖(05) 山陽(2)

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 １．２年男子棒高跳決勝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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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2.40 2.60 2.80 3.00 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75

2 29361
イノウエ　リョウガ アリノキタ - o o xxx x x x x x o 2.80 5 1

井上　椋月(05) 有野北(2)

1 29364
オガワ　アヤト アリノキタ - o o xxx x x x x x x 2.80 2

小川　綾斗(05) 有野北(2)

3 41224
スズキ　ルイ シカマニシ xxo xo xxx 2.60 3 3

鈴木　累生(06) 飾磨西(2)

4 21101
イヌカイ　ミコト ウエノ xo xxx 2.40 1 4

犬飼　命尊(05) 上野(2)

5 12302
カワシマ　コウキ オゾノ - - xxx

川嶋　恒輝(06) 小園(2)

6 22326
タキオ　イツキ ミナトガワ

瀧尾　一稀(05) 湊川(2)

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 １．２年男子三段跳決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/29 開始時刻 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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

4 64421
ヤマナカ　ユウタ ヒカミ

11.96 -1.0 12.20 -1.2 11.76 -1.5 12.20 -1.2 7 12.45 +0.3 12.29 -2.0 12.59 +0.5 12.59 +0.5 1山中　優太(05) 氷上(2)

6 18563
ヤノ　カンタ イナガワ

11.59 -4.2 12.32 -1.9 11.58 -2.4 12.32 -1.9 8 12.21 -0.9 × × 12.32 -1.9 2矢野　寛太(05) 猪名川(2)

3 45509
ナカムラ　シュウト ユメサキ

11.53 -1.8 12.03 +0.9 × 12.03 +0.9 6 11.86 -0.4 11.71 -1.7 11.85 +1.0 12.03 +0.9 3中村　柊仁(05) 夢前(2)

5 31974
オグラ　レンジ ウオズミ

11.60 -1.4 11.49 -2.8 11.47 -0.8 11.60 -1.4 5 11.42 -0.6 11.92 -1.3 × 11.92 -1.3 4小椋　蓮司(05) 魚住(2)

8 31425
モロオカ　シュンスケ ノノイケ

11.09 -0.9 11.56 -2.5 11.43 -1.8 11.56 -2.5 4 11.08 -0.9 11.16 -0.3 11.34 0.0 11.56 -2.5 5諸岡　俊亮(05) 野々池(2)

2 38906
フジモト　ケンシン カミ

11.00 -1.9 11.48 -1.2 11.27 -0.3 11.48 -1.2 3 11.01 -0.5 11.03 -1.1 10.95 -1.9 11.48 -1.2 6藤本　謙伸(05) 加美(2)

1 33151
エガシラ　タツ カコガワチュウブ

× 11.46 +0.9 10.54 -0.9 11.46 +0.9 2 11.14 +0.2 11.08 0.0 10.53 -0.3 11.46 +0.9 7江頭　樹(05) 加古川中部(2)

7 31416
スギムラ　リョウタ ノノイケ

10.37 -0.5 11.22 -1.9 10.70 -2.1 11.22 -1.9 1 10.90 -0.7 11.09 +0.5 11.32 +0.6 11.32 +0.6 8杉村　瞭太(05) 野々池(2)

9 29368
タナカ　ウタ アリノキタ

10.87 -1.8 11.07 -1.7 10.72 -1.3 11.07 -1.7 11.07 -1.7 9田中　優多(05) 有野北(2)

10 51675
コイケ　ノブユキ タイシヒガシチュウガッコウ

× 11.03 -0.7 10.99 0.0 11.03 -0.7 11.03 -0.7 10小池　信之(05) 太子東(2)

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 １．２年男子砲丸投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/29 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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

26 43257
タニグチ　ユズキ コウデラ

11.71 11.39 10.59 11.71 8 10.87 11.05 10.67 11.71 1谷口　譲基(05) 香寺(2)

12 27651
カシワギ　レント タマツ

11.07 11.47 10.92 11.47 7 11.25 10.90 11.63 11.63 2柏木　蓮斗(05) 玉津(2)

7 65309
キノシタ　ジン イチジマ

× 11.05 10.61 11.05 5 10.34 10.80 11.44 11.44 3
木下　仁(06) 市島(2)

8 70414
スダ　オウラ ユラ

× 11.08 10.71 11.08 6 10.81 10.66 10.52 11.08 4須田　旺来(05) 由良(2)

11 40561
アラキ　コウスケ トウコウ

9.55 9.92 9.55 9.92 2 9.90 9.10 10.62 10.62 5荒木　公輔(05) 東光(2)

19 60428
ミヤモト　ゲンキ ナガサカ

10.03 10.31 10.16 10.31 4 10.21 9.95 9.37 10.31 6宮本　拳気(05) 長坂(2)

27 41080
ナルセ　ノリヨシ シカマヒガシ

9.79 9.51 9.77 9.79 1 9.95 10.16 9.46 10.16 7
成瀬　憲貴(06) 飾磨東(2)

10 17770
キンパラ　ミキヤ メイホウ

10.09 9.52 9.62 10.09 3 10.07 9.62 9.69 10.09 8金原　幹弥(05) 明峰(2)

14 38900
ササクラ　ワラク カミ

× 9.68 9.51 9.68 9.68 9笹倉　和楽(05) 加美(2)

22 12306
ハブタ　ショウヘイ オゾノ

9.61 9.64 9.31 9.64 9.64 10
土生田　翔平(05) 小園(2)

15 35420
キイ　ヤマト ミドリガオカ

9.35 9.63 9.35 9.63 9.63 11喜　大和(05) 緑が丘(2)

17 13020
スダ　リュウスケ クラクエン

9.47 9.56 9.43 9.56 9.56 12須田　隆介(05) 苦楽園(2)

1 12266
ジョン　ジヌ ムコヒガシ

9.39 9.20 9.55 9.55 9.55 13
鄭　眞友(05) 武庫東(2)

20 13017
コウシ　タダヨシ クラクエン

9.00 9.53 ↓ 9.53 9.53 14合志　忠祥(06) 苦楽園(2)

3 39642
ヨコタ　コウタロウ ハリマ

9.52 9.01 9.48 9.52 9.52 15横田　光太朗(05) 播磨(2)

5 31262
ゴトウ　リク オオクラ

9.08 ↓ 9.36 9.36 9.36 16後藤　璃久(06) 大蔵(1)

28 27107
ホンダ　コタロウ コウベナガサカ

9.24 × × 9.24 9.24 17
本田　琥太朗(05) 神戸長坂(2)

16 13301
カワイ　カイト ヒラキチュウガッコウ

↓ ↓ 9.23 9.23 9.23 18河井　海斗(05) 平木(2)

23 43736
カツラ　マサキ ボウゼ

↓ ↓ 9.22 9.22 9.22 19桂　将貴(05) 坊勢(2)

13 25715
マエコバ　シオン シラカワダイ

↓ ↓ 9.10 9.10 9.10 20
前木場　獅音(05) 白川台(2)

24 29170
カンチク　ユウト オオハラ

9.00 9.04 － 9.04 9.04 21寒竹　悠人(05) 大原(2)

2 60959
タジリ　フウタ ユリノキダイ

↓ ↓ ↓田尻　風詩(05) ゆりのき台(2)

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 １．２年男子砲丸投決勝1組 [ ] 記録表　   P  2  

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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

4 41223
サトウ　ユウスケ シカマニシ

↓ ↓ ↓佐藤　祐輔(05) 飾磨西(2)

6 42038
マスダ　コウキ シゴウガクイン

↓ ↓ ↓増田　康生(06) 四郷学院(2)

9 20040
イワサキ　セイジ コウヨウ

↓ ↓ ↓
岩﨑　星路(05) 向洋(2)

18 16252
スガ　ユウシ ホウバイ

↓ ↓ ×菅　結史(05) 宝梅(2)

21 40117
コバヤシ　マサズミ マスイ

↓ ↓ ↓小林　将純(05) 増位(2)

25 20656
オクノ　シュン モトヤマミナミ

↓ ↓奥野　舜(05) 本山南(2)

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 １．２年男子円盤投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/28 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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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 43257
タニグチ　ユズキ コウデラ

○ ↓ 31.82 31.82 7 33.38 ↓ ↓ 33.38 1谷口　譲基(05) 香寺(2)

1 40117
コバヤシ　マサズミ マスイ

31.88 ↓ ↓ 31.88 8 ↓ × ↓ 31.88 2小林　将純(05) 増位(2)

5 13020
スダ　リュウスケ クラクエン

○ 31.35 × 31.35 6 × × ↓ 31.35 3
須田　隆介(05) 苦楽園(2)

4 40561
アラキ　コウスケ トウコウ

○ 30.60 ↓ 30.60 5 ↓ ↓ ↓ 30.60 4荒木　公輔(05) 東光(2)

10 27651
カシワギ　レント タマツ

○ 29.59 × 29.59 3 29.92 ↓ × 29.92 5柏木　蓮斗(05) 玉津(2)

19 12306
ハブタ　ショウヘイ オゾノ

○ 29.89 ↓ 29.89 4 ↓ ↓ × 29.89 6土生田　翔平(05) 小園(2)

12 35420
キイ　ヤマト ミドリガオカ

28.96 ↓ ↓ 28.96 2 ↓ × ↓ 28.96 7
喜　大和(05) 緑が丘(2)

15 39642
ヨコタ　コウタロウ ハリマ

○ 28.00 ↓ 28.00 1 ↓ 28.95 ↓ 28.95 8横田　光太朗(05) 播磨(2)

7 70260
ヒラノ　タイシン セイウン

27.84 ↓ ↓ 27.84 27.84 9平野　泰慎(05) 青雲(2)

14 41080
ナルセ　ノリヨシ シカマヒガシ

27.60 ↓ × 27.60 27.60 10
成瀬　憲貴(06) 飾磨東(2)

3 12266
ジョン　ジヌ ムコヒガシ

○ 26.51 ↓ 26.51 26.51 11鄭　眞友(05) 武庫東(2)

20 16252
スガ　ユウシ ホウバイ

26.32 × ↓ 26.32 26.32 12菅　結史(05) 宝梅(2)

17 39637
タナカ　レイ ハリマ

25.73 ↓ ↓ 25.73 25.73 13
田中　励(05) 播磨(2)

2 13679
ムコヨシ　ハルト カミコウシエン

× 25.68 ↓ 25.68 25.68 14向吉　悠仁(05) 上甲子園(2)

6 80237
ヤマカワ　シュウマ トヨオカキタ

× ↓ ↓山川　宗真(05) 豊岡北(2)

8 41550
サナダ　カイト アサヒチュウ

× ↓ ↓眞田　海斗(06) 朝日(2)

11 31424
ヨシオカ　ショウヤ ノノイケ

↓ ↓ ×
吉岡　翔也(05) 野々池(2)

13 29170
カンチク　ユウト オオハラ

× ↓ ↓寒竹　悠人(05) 大原(2)

21 60959
タジリ　フウタ ユリノキダイ

↓ × ↓田尻　風詩(05) ゆりのき台(2)

9 64169
トモイ　カイト カイバラ

友井　海翔(05) 柏原(2)

16 65309
キノシタ　ジン イチジマ

木下　仁(06) 市島(2)

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新人大会[19283002] 審判長 菅野　清輝
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子110mH [91.4cm]
大会記録 14.90 金古　正也 （丹有・八景） 2010 神戸総合 決勝 9/28  9:40 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+0.1 m/s) 2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
カスタニ　ハルキ シカマニシ 722 コジマ　アオバ ユラ 661

1 41222 粕谷　陽樹(2) 飾磨西 16.10 1 70412 小島　碧波(2) 由良 16.65
ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ 715 イチ　トモアキ ノノイケ 648

2 33162 蓮香　颯(2) 加古川中部 16.16 2 31412 市　朋顕(2) 野々池 16.77
ハシモト　ケイタ ユメサキ 707 トミタ　レオ アクラ 583

3 45510 橋本　圭汰(2) 夢前 16.23 3 16814 冨田　玲央(2) 安倉 17.40
タニ　カズキ オシベダニ 693 サトウ　ユウスケ シカマニシ 551

4 27525 谷　一輝(2) 押部谷 16.36 4 41223 佐藤　祐輔(2) 飾磨西 17.72
クボタ　ケイ フタミ 638 ハシモト　ヤマト ハリマ 543

5 32184 久保田　圭(2) 二見 16.87 5 39638 橋本　大和(2) 播磨 17.80
ミヤモト　リュウセイ イチジマ 629 マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ 508

6 65306 宮本　琉生(2) 市島 16.95 6 81287 真狩　陽介(2) 日高東 18.17
テイ　コウゼン カコガワチュウブ 558 シミズ　ノゾミ カンキ 453

7 33157 鄭　皓然(2) 加古川中部 17.65 7 33712 清水　希望(2) 神吉 18.77

3組 (-0.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
タナカ　レイ ハリマ 498

1 39637 田中　励(2) 播磨 18.28
スズキ　カヤ ササヤマヒガシ 486

2 62220 鈴木　伽埜(2) 篠山東 18.41
オクノ　シュン モトヤマミナミ 436

3 20656 奥野　舜(2) 本山南 18.96
オガサワラ　ユズキ アリノキタ 433

4 29363 小笠原　柚希(2) 有野北 18.99
ヤマカワ　ハルキ カイバラ 406

5 64172 山河　悠生(2) 柏原 19.31
ヤスイ　タツヤ ノノイケ 312

6 31422 安井　達哉(2) 野々池 20.48
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種　目 １．２年男子 四種競技 走高跳1組 記録表　   P  1  

審 判 長 菅野　清輝

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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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 1.70 1.73

13 27525
タニ　カズキ オシベダニ - - - o o xo o xxo xxo xxx 1.70 5 1 544

谷　一輝(05) 押部谷(2)

18 70412
コジマ　アオバ ユラ - - xo o o o xxo o xxo xxx 1.70 5 1 544

小島　碧波(05) 由良(2)

12 45510
ハシモト　ケイタ ユメサキ - o o o o o o o xxx 1.67 3 520

橋本　圭汰(05) 夢前(2)

14 31412
イチ　トモアキ ノノイケ - - o xo o o o xo xxx 1.67 2 4 520

市　朋顕(05) 野々池(2)

2 33712
シミズ　ノゾミ カンキ - xo xo xo xo xxo xxo xxx 1.64 8 5 496清水　希望(05) 神吉(2)

17 41222
カスタニ　ハルキ シカマニシ - o xo o xxo xxo xxx 1.61 5 6 472

粕谷　陽樹(05) 飾磨西(2)

16 31422
ヤスイ　タツヤ ノノイケ - o o o o xxx 1.58 7 449

安井　達哉(05) 野々池(2)

7 65306
ミヤモト　リュウセイ イチジマ o o xxo o xo xxx 1.58 3 8 449

宮本　琉生(05) 市島(2)

5 33162
ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ - o o o xxx 1.55 9 426

蓮香　颯(05) 加古川中部(2)

19 16814
トミタ　レオ アクラ o o xo o xxx 1.55 1 10 426

冨田　玲央(06) 安倉(2)

11 39637
タナカ　レイ ハリマ o o o xxx 1.50 11 389田中　励(05) 播磨(2)

6 29363
オガサワラ　ユズキ アリノキタ xo o o xxx 1.50 1 12 389

小笠原　柚希(05) 有野北(2)

15 39638
ハシモト　ヤマト ハリマ o o xo xxx 1.50 1 13 389

橋本　大和(05) 播磨(2)

9 32184
クボタ　ケイ フタミ o o xxo xxx 1.50 2 14 389

久保田　圭(05) 二見(2)

4 20656
オクノ　シュン モトヤマミナミ xo xxo xxx 1.45 3 15 352

奥野　舜(05) 本山南(2)

10 33157
テイ　コウゼン カコガワチュウブ o xxx 1.40 16 317鄭　皓然(05) 加古川中部(2)

8 81287
マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ xo xxx 1.40 1 17 317

真狩　陽介(05) 日高東(2)

1 41223
サトウ　ユウスケ シカマニシ xxx

佐藤　祐輔(05) 飾磨西(2)

3 62220
スズキ　カヤ ササヤマヒガシ xxx

鈴木　伽埜(05) 篠山東(2)

20 64172
ヤマカワ　ハルキ カイバラ xxx

山河　悠生(05) 柏原(2)

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 １．２年男子 四種競技 砲丸投1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 菅野　清輝

期　　日 2019/09/28 開始時刻 終了時刻 11:59 ＪＴＯ

陸協名 コード 28 競技会名　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県中学校陸上競技新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

2 20656
オクノ　シュン モトヤマミナミ

9.35 ↓ 10.34 10.34 8 10.34 1 506
奥野　舜(05) 本山南(2)

18 39637
タナカ　レイ ハリマ

9.22 9.91 ↓ 9.91 7 9.91 2 480
田中　励(05) 播磨(2)

17 65306
ミヤモト　リュウセイ イチジマ

8.38 9.15 9.88 9.88 6 9.88 3 478
宮本　琉生(05) 市島(2)

16 31422
ヤスイ　タツヤ ノノイケ

8.69 9.49 9.72 9.72 5 9.72 4 469
安井　達哉(05) 野々池(2)

15 64172
ヤマカワ　ハルキ カイバラ

9.22 9.44 9.52 9.52 4 9.52 5 457
山河　悠生(05) 柏原(2)

1 45510
ハシモト　ケイタ ユメサキ

8.95 ↓ 9.21 9.21 3 9.21 6 438
橋本　圭汰(05) 夢前(2)

19 33162
ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ

8.65 8.94 ↓ 8.94 2 8.94 7 422
蓮香　颯(05) 加古川中部(2)

8 41223
サトウ　ユウスケ シカマニシ

× 8.86 ↓ 8.86 1 8.86 8 417
佐藤　祐輔(05) 飾磨西(2)

7 70412
コジマ　アオバ ユラ

8.20 － 8.83 8.83 8.83 9 416
小島　碧波(05) 由良(2)

6 27525
タニ　カズキ オシベダニ

× 7.98 8.69 8.69 8.69 10 407
谷　一輝(05) 押部谷(2)

11 33157
テイ　コウゼン カコガワチュウブ

8.43 8.62 ↓ 8.62 8.62 11 403
鄭　皓然(05) 加古川中部(2)

4 33712
シミズ　ノゾミ カンキ

8.49 ↓ ↓ 8.49 8.49 12 395
清水　希望(05) 神吉(2)

5 62220
スズキ　カヤ ササヤマヒガシ

7.86 8.19 ↓ 8.19 8.19 13 378
鈴木　伽埜(05) 篠山東(2)

3 41222
カスタニ　ハルキ シカマニシ

7.93 ↓ ↓ 7.93 7.93 14 362
粕谷　陽樹(05) 飾磨西(2)

14 29363
オガサワラ　ユズキ アリノキタ

7.86 ↓ ↓ 7.86 7.86 15 358
小笠原　柚希(05) 有野北(2)

13 32184
クボタ　ケイ フタミ

7.84 ↓ ↓ 7.84 7.84 16 357
久保田　圭(05) 二見(2)

10 39638
ハシモト　ヤマト ハリマ

7.39 ↓ ↓ 7.39 7.39 17 330
橋本　大和(05) 播磨(2)

12 31412
イチ　トモアキ ノノイケ

7.02 7.32 ↓ 7.32 7.32 18 326
市　朋顕(05) 野々池(2)

20 16814
トミタ　レオ アクラ

7.05 ↓ 7.10 7.10 7.10 19 313
冨田　玲央(06) 安倉(2)

9 81287
マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ

6.29 6.39 × 6.39 6.39 20 272
真狩　陽介(05) 日高東(2)

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)



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[19283002] 審判長 菅野　清輝
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子400m
大会記録 51.16 多田　直樹 （東播・荒井） 2004 神戸総合 決勝 9/28 16:05 

〈〈 四種競技 〉〉

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
オガサワラ　ユズキ アリノキタ 524 トミタ　レオ アクラ 462

1 29363 小笠原　柚希(2) 有野北 56.91 1 16814 冨田　玲央(2) 安倉 58.61
ヤスイ　タツヤ ノノイケ 494 クボタ　ケイ フタミ 446

2 31422 安井　達哉(2) 野々池 57.73 2 32184 久保田　圭(2) 二見 59.06
ヤマカワ　ハルキ カイバラ 465 タナカ　レイ ハリマ 430

3 64172 山河　悠生(2) 柏原 58.51 3 39637 田中　励(2) 播磨 59.52
サトウ　ユウスケ シカマニシ 431 ハシモト　ヤマト ハリマ 422

4 41223 佐藤　祐輔(2) 飾磨西 59.47 4 39638 橋本　大和(2) 播磨 59.75
スズキ　カヤ ササヤマヒガシ 404 シミズ　ノゾミ カンキ 379

5 62220 鈴木　伽埜(2) 篠山東 1:00.26 5 33712 清水　希望(2) 神吉 1:01.02
マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ 313 オクノ　シュン モトヤマミナミ 356

6 81287 真狩　陽介(2) 日高東 1:03.13 6 20656 奥野　舜(2) 本山南 1:01.73
テイ　コウゼン カコガワチュウブ 339

7 33157 鄭　皓然(2) 加古川中部 1:02.29

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
タニ　カズキ オシベダニ 602

1 27525 谷　一輝(2) 押部谷 54.92
カスタニ　ハルキ シカマニシ 571

2 41222 粕谷　陽樹(2) 飾磨西 55.69
ハシモト　ケイタ ユメサキ 534

3 45510 橋本　圭汰(2) 夢前 56.65
イチ　トモアキ ノノイケ 478

4 31412 市　朋顕(2) 野々池 58.17
ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ 466

5 33162 蓮香　颯(2) 加古川中部 58.49
ミヤモト　リュウセイ イチジマ 416

6 65306 宮本　琉生(2) 市島 59.93
コジマ　アオバ ユラ 377

7 70412 小島　碧波(2) 由良 1:01.07

Powerd by AthleteRanking.com



期日・時刻 審判長

競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考

タニ　カズキ オシベダニ  16.36 (+0.1)  8.69  1.70  54.92

谷　一輝( 2 ) 押部谷 693 [693] 407 [1100] 544 [1644] 602 [2246]

ハシモト　ケイタ ユメサキ  16.23 (+0.1)  9.21  1.67  56.65

橋本　圭汰( 2 ) 夢前 707 [707] 438 [1145] 520 [1665] 534 [2199]

カスタニ　ハルキ シカマニシ  16.10 (+0.1)  7.93  1.61  55.69

粕谷　陽樹( 2 ) 飾磨西 722 [722] 362 [1084] 472 [1556] 571 [2127]

ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ  16.16 (+0.1)  8.94  1.55  58.49

蓮香　颯( 2 ) 加古川中部 715 [715] 422 [1137] 426 [1563] 466 [2029]

コジマ　アオバ ユラ  16.65 (+0.4)  8.83  1.70  1:01.07

小島　碧波( 2 ) 由良 661 [661] 416 [1077] 544 [1621] 377 [1998]

ミヤモト　リュウセイ イチジマ  16.95 (+0.1)  9.88  1.58  59.93

宮本　琉生( 2 ) 市島 629 [629] 478 [1107] 449 [1556] 416 [1972]

イチ　トモアキ ノノイケ  16.77 (+0.4)  7.32  1.67  58.17

市　朋顕( 2 ) 野々池 648 [648] 326 [974] 520 [1494] 478 [1972]

クボタ　ケイ フタミ  16.87 (+0.1)  7.84  1.50  59.06

久保田　圭( 2 ) 二見 638 [638] 357 [995] 389 [1384] 446 [1830]

タナカ　レイ ハリマ  18.28 (-0.2)  9.91  1.50  59.52

田中　励( 2 ) 播磨 498 [498] 480 [978] 389 [1367] 430 [1797]

トミタ　レオ アクラ  17.40 (+0.4)  7.10  1.55  58.61

冨田　玲央( 2 ) 安倉 583 [583] 313 [896] 426 [1322] 462 [1784]

ヤスイ　タツヤ ノノイケ  20.48 (-0.2)  9.72  1.58  57.73

安井　達哉( 2 ) 野々池 312 [312] 469 [781] 449 [1230] 494 [1724]

シミズ　ノゾミ カンキ  18.77 (+0.4)  8.49  1.64  1:01.02

清水　希望( 2 ) 神吉 453 [453] 395 [848] 496 [1344] 379 [1723]

オガサワラ　ユズキ アリノキタ  18.99 (-0.2)  7.86  1.50  56.91

小笠原　柚希( 2 ) 有野北 433 [433] 358 [791] 389 [1180] 524 [1704]

ハシモト　ヤマト ハリマ  17.80 (+0.4)  7.39  1.50  59.75

橋本　大和( 2 ) 播磨 543 [543] 330 [873] 389 [1262] 422 [1684]

オクノ　シュン モトヤマミナミ  18.96 (-0.2)  10.34  1.45  1:01.73

奥野　舜( 2 ) 本山南 436 [436] 506 [942] 352 [1294] 356 [1650]

テイ　コウゼン カコガワチュウブ  17.65 (+0.1)  8.62  1.40  1:02.29

鄭　皓然( 2 ) 加古川中部 558 [558] 403 [961] 317 [1278] 339 [1617]

マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ  18.17 (+0.4)  6.39  1.40  1:03.13

真狩　陽介( 2 ) 日高東 508 [508] 272 [780] 317 [1097] 313 [1410]

サトウ　ユウスケ シカマニシ  17.72 (+0.4)  8.86 NM  59.47

佐藤　祐輔( 2 ) 飾磨西 551 [551] 417 [968] 0 [968] 431 [1399]

ヤマカワ　ハルキ カイバラ  19.31 (-0.2)  9.52 NM  58.51

山河　悠生( 2 ) 柏原 406 [406] 457 [863] 0 [863] 465 [1328]

スズキ　カヤ ササヤマヒガシ  18.41 (-0.2)  8.19 NM  1:00.26

鈴木　伽埜( 2 ) 篠山東 486 [486] 378 [864] 0 [864] 404 [1268]
17  62220  1268 20

NM (No Marks) : 記録無し

8  41223  1399 18

19  64172  1328 19

1  33157  1617 16

13  81287  1410 17

11  39638  1684 14

16  20656  1650 15

9  33712  1723 12

20  29363  1704 13

14  16814  1784 10

15  31422  1724 11

6  32184  1830 8

18  39637  1797 9

7  65306  1972 6

12  31412  1972 6

3  33162  2029 4

10  70412  1998 5

5  45510  2199 2

2  41222  2127 3

主催団体名 (一財)兵庫陸上競技協会 [28]

4  27525  2246 1

種目 １．２年 男子 四種競技 決勝 2019/9/28 菅野　清輝

競技会名 兵庫県中学校陸上競技新人大会 [19283002] 神戸ユニバー記念競技場 [282030] 火置　達磨



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年女子100m
大会記録 12.20 松永　朋子 （東播・小野） 2016 神戸総合 予選 9/29 14:00 (8-0+8)

12.2 佐治　由佳 （中播・福崎西） 1985 王子 決勝 9/29 15:50 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-0.1 m/s) 2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
カダ　ミユウ ユラ アンドウ　ミヤビ トウコウ

1 70440 加田　実優(2) 由良 q 12.76 1 40531 安藤　雅姫(2) 東光 q 13.02
キハラ　ミナエ ヒラオカ ヨシオカ　ユイナ ゴシキ

2 33223 木原　美苗(2) 平岡 13.06 2 74007 吉岡　唯菜(2) 五色 13.20
ニシワキ　マナミ カワラギチュウガッコウ マエダ　リコ タカショウ

3 13573 西脇　愛美(2) 瓦木 13.24 3 20747 前田　理子(2) 鷹匠 13.35
アブ　アリサ クロダショウ クロダ　ハナヨ ムコヒガシ

4 39141 阿武　有紗(2) 黒田庄 13.40 4 12275 黒田　華代(2) 武庫東 13.39
カワタ　スミカ ミハラ イシトビ　ユキナ ヒメジタカオカ

5 72090 河田　純花(2) 三原 13.45 5 40370 石飛　優生菜(2) 姫路高丘 13.64
ナカノ　コトネ トウコウ フナビキ　モエ マスイ

6 40534 中野　琴音(2) 東光 13.80 6 40172 舟引　萌恵(2) 増位 13.90
タケシタ　リオナ オオツ キタムラ　ネネ ヒダカヒガシ

7 46121 竹下　理央奈(2) 大津 13.89 7 81292 北村　寧々(2) 日高東 14.13
シオダ　マリエ ケヤキダイ ソウノ　ハルカ サンヨウ

60697 塩田　珠恵(2) けやき台 DNS 40890 宗野　華楓(2) 山陽 DNS

3組 (+0.4 m/s) 4組 (-2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヨシイ　アユ ヒオカ コウザイ　マオ ミナトジマガクエン

1 32904 好井　愛結(2) 氷丘 q 12.56 1 21917 香西　万桜(2) 港島学園 q 12.78
ニシムラ　フウナ タダ コヤマ　サクラ ベフ

2 18034 西村　楓那(2) 多田 q 12.97 2 33533 小山　さくら(2) 別府 13.24
カダ　ミサキ ユラ フジタ　マナ サンダガクエン

3 70439 加田　実咲(2) 由良 13.13 3 60127 藤田　真凪(2) 三田学園 13.40
フジイ　カエデ ミドリガオカ ニシモリ　ナナミ タイシャ

4 35430 藤井　楓(2) 緑が丘 13.29 4 12950 西森　菜那未(2) 大社 13.49
カワシモ　サリハ ベフ クマノ　ナナ コウベナガサカ

5 33537 川下　さりは(2) 別府 13.30 5 27101 熊野　菜々(2) 神戸長坂 13.54
イタニ　ハルカ タモンヒガシ ハダ　アイネ カシマ

6 26729 井谷　陽菜(2) 多聞東 13.44 6 36202 羽田　愛音(2) 鹿島 13.67
スズキ　ミコト ニッシン フジサワ　チナ ヒカミ

7 10360 鈴木　心琴(2) 日新 13.49 7 64490 藤澤　智菜(2) 氷上 13.80
スガハラ　ココナ アライ コウモト　ミサキ オオハラ

8 36121 菅原　心渚(2) 荒井 13.95 8 29151 髙本　美咲(2) 大原 13.89

5組 (-0.3 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
ミツヤス　シズク ヒラオカ サイトウ　アズミ タモンヒガシ

1 33230 光安　しずく(2) 平岡 q 12.88 1 26731 西藤　杏純(2) 多聞東 q 12.93
ヒラノ　メイ ウオズミ タケムラ　ミオ ヒラキチュウガッコウ

2 31965 平野　愛依(2) 魚住 13.20 2 13306 武村　美緒(2) 平木 13.42
ヨシモリ　アカリ コウリョウ キシダ　マオ イブキダイ

3 13271 吉森　あかり(2) 甲陵 13.55 3 29692 岸田 　茉緒(2) 井吹台 13.57
ヤマグチ　マヒロ ユリノキダイ フジワラ　タマナ カコガワ

4 60936 山口　茉優(2) ゆりのき台 13.55 4 32817 藤原　多愛(2) 加古川 13.74
クゴ　サクラ アサヒガオカ スエ　キアラ ユラ

5 37261 久語　さくら(2) 旭丘 13.56 5 70443 須恵　樹杏良(2) 由良 13.81
イケグチ　アヤネ ハマノミヤ フジタ　ココロ オシベダニ

6 33440 池口　綾音(2) 浜の宮 13.67 6 27513 藤田　こころ(2) 押部谷 14.00
バンバ　エリ ダイハクショ ホリイ　ミア ヒオカ

7 40463 番場　恵梨(2) 大白書 13.97 7 32901 堀井　美杏(2) 氷丘 14.12
モトヤマ　キョウ テンノウジガワ イチイ　ヒナコ ホウデン

19584 基山　今日(2) 天王寺川 DNS 34341 市位　陽奈子(2) 宝殿 DNS
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年女子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 (-0.6 m/s) 8組 (-1.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
マスナガ　ココネ ツツイダイ マツナガ　ナオコ オノ

1 21301 舛永　心音(2) 筒井台 q 12.73 1 37105 松永　尚子(2) 小野 13.16
マツモト　アカリ アボシ イシダ　リンカ セイリョウダイ

2 41489 松本　あかり(2) 網干 13.25 2 29521 石田　凜花(2) 星陵台 13.38
コンドウ　ミオ カスガ ウエダ　ナナミ ウオズミヒガシ

3 65174 近藤　魅桜(2) 春日 13.35 3 32008 植田　菜々美(2) 魚住東 13.47
コバヤシ　マオ イブキダイ オオニシ　ユイ サンヨウ

4 29683 小林 　真緒(2) 井吹台 13.48 4 40882 大西　結(2) 山陽 13.64
ノダ　サキ タツノヒガシ ムカイヤマ　サトリ セイウン

5 51146 野田　咲希(2) 龍野東 13.60 5 70220 向山　怜利(2) 青雲 13.70
ヨシザワ　カリン フタミ ハノ　ロウル イズシ

6 32192 吉澤　佳倫(2) 二見 13.78 6 81849 土野　楼琉(2) 出石 13.77
ヨコタ　ミチル アコウニシ カジヤ　ユウ アライ

7 50770 横田　みちる(2) 赤穂西 13.86 7 36122 加治屋　ゆう(2) 荒井 13.87
カワカミ　レイコ ヒカミ タニグチ　アミ ヒラオカ

8 64486 川上　怜子(2) 氷上 13.91 33227 谷口　亜実(2) 平岡 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新人大会[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

２年女子100m
大会記録 12.20 松永　朋子 （東播・小野） 2016 神戸総合 予選 9/29 14:00 (8-0+8)

12.2 佐治　由佳 （中播・福崎西） 1985 王子 決勝 9/29 15:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
コウザイ　マオ ミナトジマガクエン

1 21917 香西　万桜(2) 港島学園 12.65
ヨシイ　アユ ヒオカ

2 32904 好井　愛結(2) 氷丘 12.69
サイトウ　アズミ タモンヒガシ

3 26731 西藤　杏純(2) 多聞東 12.73
カダ　ミユウ ユラ

4 70440 加田　実優(2) 由良 12.74
マスナガ　ココネ ツツイダイ

5 21301 舛永　心音(2) 筒井台 12.77
ミツヤス　シズク ヒラオカ

6 33230 光安　しずく(2) 平岡 13.00
ニシムラ　フウナ タダ

7 18034 西村　楓那(2) 多田 13.18
アンドウ　ミヤビ トウコウ

8 40531 安藤　雅姫(2) 東光 13.34
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１年女子100m
大会記録 12.43 松永　朋子 （東播･小野） 2015 神戸総合 予選 9/29 13:40 (9-0+8)

決勝 9/29 15:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-0.5 m/s) 2組 (-0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
タニグチ　ココネ ミキヒガシ ナカオ　トモエ ワダヤマ

1 35696 谷口　心音(1) 三木東 13.40 1 83462 中尾　巴映(1) 和田山 q 13.27
クゴ　エリナ アサヒガオカ ドロバット　サホ ハリマミナミ

2 37284 久語　英里奈(1) 旭丘 13.59 2 39753 ドロバット　さほ(1) 播磨南 13.60
カミダイラ　サキ テンノウジガワ ナカムラ　リナ イブキダイ

3 19551 上平　紗希(1) 天王寺川 13.61 3 29616 中村　莉奈(1) 井吹台 13.75
オオヤ　ナユ コウリョウ イリエ　コノミ ナガサカ

4 13277 大宅　奈優(1) 甲陵 13.84 4 60431 入江　好美(1) 長坂 13.91
タケウチ　クレハ カミカワ タナカ　サホ アサギリ

5 43502 竹内　紅葉(1) 神河 13.86 5 31111 田中　咲帆(1) 朝霧 14.04
マツモト　リイ カコガワ イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ

6 32849 松本　莉依(1) 加古川 13.89 6 33321 今本　七望(1) 平岡南 14.39
ワカサ　ミク タンナン ワキオ　ミカコ ハッケイ

7 62772 若狭　弥玖(1) 丹南 13.96 7 60348 脇尾　弥可子(1) 八景 14.87
イワモト　ミオ モトヤマミナミ ヒエダ　カノ ホウデン

8 20652 岩本　海音(1) 本山南 14.07 34376 稗田　花望(1) 宝殿 DNS
ハヤカワ　ユウカ アリノキタ サカグチ　ユウカ コウデラ

9 29305 早川　侑花(1) 有野北 14.23 43273 坂口　裕香(1) 香寺 DNS

3組 (-0.6 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
ナガノ　アミ イナミ コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

1 39417 長野　亜美(1) 稲美 q 12.87 1 27112 小林　侑加(1) 神戸長坂 q 13.18
カミカワ　サキ ヤマグチ イエウジ　レナ ヒメジナダ

2 14121 上川　紗季(1) 山口 13.53 2 40978 家氏　玲奈(1) 姫路灘 13.62
サイトウ　アカリ ハッケイ トイ　ユウナ カワラギチュウガッコウ

3 60342 齋藤　朱里(1) 八景 13.68 3 13521 戸井　裕菜(1) 瓦木 13.84
コバシ　ミユ ソノダ サワノ　コトネ トヨオカミナミ

4 11359 小橋　美柚(1) 園田 13.71 4 80143 澤野　琴音(1) 豊岡南 13.88
ロバアト　プリスカ オオクボキタ タルキ　マコ タカラヅカダイイチ

5 32210 ロバート　プリスカ(1) 大久保北 13.74 5 16136 樽木　真子(1) 宝塚第一 13.93
イナガキ　アリサ イタミミナミ イノウエ　ユイナ アライ

6 19323 稲垣　ありさ(1) 伊丹南 13.94 6 36136 井上　結菜(1) 荒井 13.98
タマル　マリア アサギリ モリモト　ミキ ヤスムロ

7 31113 田丸　まりあ(1) 朝霧 13.97 7 45973 森元　美貴(1) 安室 14.12
マツムラ　ホノカ コウブ ニシジマ　アヤ ヒオカ

8 13466 松村　穂乃香(1) 甲武 14.45 8 32914 西嶋　彩(1) 氷丘 14.15
モリモト　ヒカリ ホウデン イノウエ　ナナミ イナガワ

34377 森本　陽可里(1) 宝殿 DNS 9 18541 井上　奈々(1) 猪名川 14.44
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１年女子100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-0.8 m/s) 6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
ナカノ　コトハ カンセイガクイン ヒラヤマ　アオイ スマガクエンチュウガッコウ

1 14784 仲埜　心葉(1) 関西学院 q 12.96 1 29758 平山　葵(1) 須磨学園 q 13.25
フジワラ　アヅナ カミカワ テラシ　リコ シオセ

2 43501 藤原　明絆(1) 神河 13.42 2 14207 照　りこ(1) 塩瀬 q 13.35
タケウチ　ユズ カサイ ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ

3 37771 竹内　ゆず(1) 加西 13.71 3 22400 村上　綾奈(1) 兵庫 13.67
イシハラ　コア シカマヒガシ ミキ　クルミ オオマト

4 41006 石原　心愛(1) 飾磨東 13.80 4 45851 三木　胡桃(1) 大的 13.75
クルメ　モモカ ナンダン イトウ　リコ コウリョウ

5 72437 久留米　桃佳(1) 南淡 13.83 5 13285 伊藤　里子(1) 甲陵 13.76
タニオカ　ミウ オオクラ フジモト　ユイ オノ

6 31255 谷岡　美侑(1) 大蔵 13.94 6 37117 藤本　結衣(1) 小野 13.84
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ タワラ　マナミ ウオズミ

7 33411 村上　恵(1) 浜の宮 13.95 7 31971 田原　茉奈実(1) 魚住 14.01
ナカムラ　ミアラ カコガワ タナカ　サラ ジユウガオカ

8 32850 中村　碧愛莉(1) 加古川 14.08 8 35514 田中　さら(1) 自由が丘 14.05
メサキ　サヤカ アコウヒガシ カタガミ　ヒナタ アコウニシ

9 50656 目﨑　さやか(1) 赤穂東 14.20 9 50772 片上　ひなた(1) 赤穂西 14.15

7組 (-1.2 m/s) 8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
ウエト　シノブ ヤスムロ タニグチ　レナ トヨオカミナミ

1 45968 植戸　忍(1) 安室 13.72 1 80149 谷口　玲那(1) 豊岡南 13.62
シマザキ　ユウミ イブキダイ ヤマサキ　リリヤ ゴシキ

2 29605 島崎　優実(1) 井吹台 13.81 2 74014 山﨑　リリヤ(1) 五色 13.65
タサク　ラン ヒメジナダ ワタゴシ　ユイ タダ

3 40988 田作　らん(1) 姫路灘 13.83 3 18052 綿越　友唯(1) 多田 13.67
マルノ　アヅサ タダ タケナカ　ミカ ヒメジタカオカ

4 18053 丸野　梓(1) 多田 13.88 4 40384 竹中　美華(1) 姫路高丘 13.82
シモカワ　リノ カコガワ カジオ　サチ オノ

5 32852 下川　凛乃(1) 加古川 13.92 5 37112 梶尾　彩智(1) 小野 13.84
ヨシカワ　ユイ サンヨウ オカモト　ミク オダキタ

6 40895 吉川　由依(1) 山陽 13.93 6 10861 岡本　実来(1) 小田北 13.97
ササキ　ユア ホウジョウ ヒガシグチ　ナツミ セイウン

7 37505 佐々木　優愛(1) 北条 14.20 7 70229 東口　夏海(1) 青雲 14.13
ゴトウ　モナ ヒメジタカオカ サカイ　ミユナ カイバラ

8 40382 後藤　萌奈(1) 姫路高丘 14.30 8 64131 酒井　美優菜(1) 柏原 14.19
ナンジョウ　ヒメナ リョウナン マツヌマ　アンナ タイシニシ

9 33914 南條　姫菜(1) 陵南 14.50 9 51756 松沼　杏奈(1) 太子西 14.26

9組 (+1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
イケダ　シュリ イナミ

1 39414 池田　朱里(1) 稲美 q 13.21
ミナミ　ユウキ ゴシキ

2 74017 南　裕妃(1) 五色 q 13.30
ヤマグチ　ミズキ タカクラ

3 25332 山口　瑞生(1) 高倉 13.56
タケヤス　アイカジョイ アオガキ

4 64842 竹安　愛香ジョイ(1) 青垣 13.62
トヤマ　レオ イマヅ

5 13792 外山　怜於(1) 今津 13.86
ウエダ　サエ ジユウガオカ

6 35519 上田　咲笑(1) 自由が丘 13.90
マツムラ　アカリ ワダヤマ

7 83463 松村　あかり(1) 和田山 14.12
ウシオ　ヒロコ ヤスムロ

8 45970 牛尾　紘子(1) 安室 14.20

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新人大会[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

１年女子100m
大会記録 12.43 松永　朋子 （東播･小野） 2015 神戸総合 予選 9/29 13:40 (9-0+8)

決勝 9/29 15:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ナガノ　アミ イナミ

1 39417 長野　亜美(1) 稲美 12.92
ナカノ　コトハ カンセイガクイン

2 14784 仲埜　心葉(1) 関西学院 13.12
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

3 27112 小林　侑加(1) 神戸長坂 13.13
ヒラヤマ　アオイ スマガクエンチュウガッコウ

4 29758 平山　葵(1) 須磨学園 13.21
イケダ　シュリ イナミ

5 39414 池田　朱里(1) 稲美 13.33
ミナミ　ユウキ ゴシキ

6 74017 南　裕妃(1) 五色 13.37
ナカオ　トモエ ワダヤマ

7 83462 中尾　巴映(1) 和田山 13.48
テラシ　リコ シオセ

8 14207 照　りこ(1) 塩瀬 13.65
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子200m
大会記録 25.09 藤原　采音 （東播･小野） 2015 神戸総合 予選 9/28 13:00 (7-0+8)

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー 決勝 9/28 14:50 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.4 m/s) 2組 (-0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ソウノ　ハルカ サンヨウ ヨシイ　アユ ヒオカ

1 40890 宗野　華楓(2) 山陽 q 26.28 1 32904 好井　愛結(2) 氷丘 q 26.21
アンドウ　ミヤビ トウコウ イタニ　ハルカ タモンヒガシ

2 40531 安藤　雅姫(2) 東光 q 26.75 2 26729 井谷　陽菜(2) 多聞東 27.48
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ カミカワ　サキ ヤマグチ

3 27112 小林　侑加(1) 神戸長坂 27.42 3 14121 上川　紗季(1) 山口 28.10
タニグチ　ココネ ミキヒガシ ヤマグチ　マヒロ ユリノキダイ

4 35696 谷口　心音(1) 三木東 27.44 4 60936 山口　茉優(2) ゆりのき台 28.15
クゴ　サクラ アサヒガオカ ヒラノ　メイ ウオズミ

5 37261 久語　さくら(2) 旭丘 27.59 5 31965 平野　愛依(2) 魚住 28.31
カワタ　スミカ ミハラ イシトビ　ユキナ ヒメジタカオカ

6 72090 河田　純花(2) 三原 27.79 6 40370 石飛　優生菜(2) 姫路高丘 28.59
ナカフナイ　サヤカ イブキダイ ナカガワ　ホノカ フクダ

7 29687 仲舟井 　さや香(2) 井吹台 28.28 7 26410 中川　ほのか(2) 福田 28.85
タケシタ　リオナ オオツ ナガイ　キョウミ カコガワ

8 46121 竹下　理央奈(2) 大津 28.35 8 32815 永井　京実(2) 加古川 28.92
イケグチ　アヤネ ハマノミヤ フジタ　マナ サンダガクエン

33440 池口　綾音(2) 浜の宮 DNS 60127 藤田　真凪(2) 三田学園 DNS

3組 (-1.2 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
カダ　ミユウ ユラ キシダ　マオ イブキダイ

1 70440 加田　実優(2) 由良 q 26.18 1 29692 岸田 　茉緒(2) 井吹台 27.68
ヨシオカ　ユイナ ゴシキ ハシモト　ヒナノ クラクエン

2 74007 吉岡　唯菜(2) 五色 q 27.29 2 13055 橋本　ひなの(2) 苦楽園 27.87
フジワラ　アヅナ カミカワ スエ　キアラ ユラ

3 43501 藤原　明絆(1) 神河 27.37 3 70443 須恵　樹杏良(2) 由良 28.34
マツエ　アヤカ タマツ マツモト　アカリ アボシ

4 27632 松江　彩加(2) 玉津 27.82 4 41489 松本　あかり(2) 網干 28.36
ヒライ　アヤネ ヒガシタニ ニワ　ライカ タカショウ

5 18144 平井　彩音(2) 東谷 27.93 5 20762 丹羽　徠嘉(2) 鷹匠 28.80
ハダ　アイネ カシマ キタムラ　ネネ ヒダカヒガシ

6 36202 羽田　愛音(2) 鹿島 28.08 6 81292 北村　寧々(2) 日高東 29.06
ウエト　シノブ ヤスムロ シオダ　マリエ ケヤキダイ

7 45968 植戸　忍(1) 安室 28.26 60697 塩田　珠恵(2) けやき台 DNS
スズキ　ワカナ ハゼタニチュウ モトヤマ　キョウ テンノウジガワ

27332 鈴木　和奏(2) 櫨谷 DNS 19584 基山　今日(2) 天王寺川 DNS

5組 (-0.5 m/s) 6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
マツナガ　ナオコ オノ タニグチ　アミ ヒラオカ

1 37105 松永　尚子(2) 小野 q 26.29 1 33227 谷口　亜実(2) 平岡 q 27.00
オオニシ　ユイ サンヨウ コンドウ　ミオ カスガ

2 40882 大西　結(2) 山陽 q 27.32 2 65174 近藤　魅桜(2) 春日 27.36
イエウジ　レナ ヒメジナダ フナビキ　モエ マスイ

3 40978 家氏　玲奈(1) 姫路灘 27.38 3 40172 舟引　萌恵(2) 増位 27.89
イワタ　マナミ アボシ カミダイラ　サキ テンノウジガワ

4 41490 岩田　愛実(2) 網干 27.75 4 19551 上平　紗希(1) 天王寺川 28.00
フジサワ　チナ ヒカミ モチヅキ　ホノミ ウオズミ

5 64490 藤澤　智菜(2) 氷上 28.11 5 31963 望月　誉乃美(2) 魚住 28.03
ミカミ　ナナミ タカラヅカダイイチ ナカノ　ヒカリ マサゴチュウガッコウ

6 16111 三神　七波(2) 宝塚第一 28.48 6 14475 中野　日花里(2) 真砂 28.26
ナカオ　トモエ ワダヤマ ヨシザワ　カリン フタミ

7 83462 中尾　巴映(1) 和田山 28.58 7 32192 吉澤　佳倫(2) 二見 28.45
ホ　セナ ゴテンヤマ サイトウ　アカリ ハッケイ

8 17276 許　セナ(2) 御殿山 28.61 8 60342 齋藤　朱里(1) 八景 28.51
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子200m

〈〈 予選 〉〉

7組 (-1.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニシムラ　フウナ タダ

1 18034 西村　楓那(2) 多田 27.64
タケムラ　ミオ ヒラキチュウガッコウ

2 13306 武村　美緒(2) 平木 28.03
ヨコヤマ　ハナエ ベフ

3 33536 横山　英恵(2) 別府 28.33
マツバラ　ナギサ ヒカリガオカ

4 17017 松原　凪沙(2) 光ガ丘 28.35
カダ　ミサキ ユラ

5 70439 加田　実咲(2) 由良 28.52
カワカミ　レイコ ヒカミ

64486 川上　怜子(2) 氷上 DNS
ミツヤス　シズク ヒラオカ

33230 光安　しずく(2) 平岡 DNS
イチイ　ヒナコ ホウデン

34341 市位　陽奈子(2) 宝殿 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新人大会[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

１．２年女子200m
大会記録 25.09 藤原　采音 （東播･小野） 2015 神戸総合 予選 9/28 13:00 (7-0+8)

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー 決勝 9/28 14:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
カダ　ミユウ ユラ

1 70440 加田　実優(2) 由良 25.68
ヨシイ　アユ ヒオカ

2 32904 好井　愛結(2) 氷丘 25.78
マツナガ　ナオコ オノ

3 37105 松永　尚子(2) 小野 26.20
タニグチ　アミ ヒラオカ

4 33227 谷口　亜実(2) 平岡 26.94
アンドウ　ミヤビ トウコウ

5 40531 安藤　雅姫(2) 東光 27.01
ソウノ　ハルカ サンヨウ

6 40890 宗野　華楓(2) 山陽 27.28
オオニシ　ユイ サンヨウ

7 40882 大西　結(2) 山陽 27.57
ヨシオカ　ユイナ ゴシキ

8 74007 吉岡　唯菜(2) 五色 27.75

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

２年女子800m
大会記録 2:12.13 矢本　桜子 （東播・加古川） 2010 神戸総合 予選 9/28 12:05 (3-2+2)

決勝 9/28 14:30 

〈〈 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
ニイ　フウナ シカマニシ ヨシイ　マユ ヒオカ

1 41229 新　楓菜(2) 飾磨西 Q 2:16.58 1 32902 好井　万結(2) 氷丘 Q 2:18.22
イクタ　スイ トヨトミ スエカネ　ホノカ シカマニシ

2 41710 生田　翠(2) 豊富 Q 2:20.44 2 41230 末兼　帆乃花(2) 飾磨西 Q 2:19.49
セイミヤ　カホ アサヒチュウ タナカ　ユマ オノ

3 41540 清宮　果歩(2) 朝日 2:24.95 3 37103 田中　由眞(2) 小野 q 2:21.02
モリヤ　ハルキ ウオズミ チカヒサ　レイナ ホウバイ

4 31957 守谷　春咲(2) 魚住 2:26.33 4 16250 近久　怜奈(2) 宝梅 2:24.40
ヤナイ　レノン ホウデン ハシモト　チサキ リョウナン

5 34346 柳井　蓮音(2) 宝殿 2:26.33 5 33905 橋本　千咲妃(2) 陵南 2:25.34
マエダ　イロハ ヤマダ イケダ　ミユウ コウデラ

6 23116 前田　色葉(2) 山田 2:26.65 6 43235 池田　心優(2) 香寺 2:26.91
トウゴ　フウカ カミカワ クスダ　アヤネ タンナン

7 43591 藤後　楓花(2) 神河 2:27.08 7 62761 楠田　綾音(2) 丹南 2:27.10
ミヤモト　アキ テンノウジガワ カミヤマ　タマキ カコガワ

8 19595 宮本　愛希(2) 天王寺川 2:27.78 8 32814 神山　碧希(2) 加古川 2:28.18
クスノキ　ミサキ ミキヒガシ ヒライシ　ハルナ オノミナミ

9 35693 楠　望咲(2) 三木東 2:28.37 9 37027 平石　晴菜(2) 小野南 2:28.59
タカヤマ　アオイ ハマノミヤ タジカ　フキ ミドリガオカ

10 33441 髙山　あおい(2) 浜の宮 2:29.02 10 35427 多鹿　蕗(2) 緑が丘 2:28.84
ヒサタニ　ナゴミ ヤマサキミナミ ヒロセ　ハルカ ウエガハラ

11 52717 久谷　和心(2) 山崎南 2:29.05 10 13106 廣瀬　春佳(2) 上ケ原 2:28.84
フジワラ　キキ オオツ ナカタニ　アカリ ヤマサキミナミ

12 46129 藤原　季紀(2) 大津 2:30.15 12 52714 中谷　明莉(2) 山崎南 2:30.62
サカモト　ホシナ ヤシロ

13 38122 坂本　星七(2) 社 2:33.03

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヤスダ　ルナ オダキタ

1 10836 安田　瑠捺(2) 小田北 Q 2:19.48
セキモト　ハルカ コウブ

2 13444 関本　遥(2) 甲武 Q 2:22.26
カタヤマ　サキ ナギサ

3 21809 片山　咲希(2) 渚 q 2:22.32
カンキ　サエ カンキ

4 33703 神吉　彩絵(2) 神吉 2:23.57
ソープ　エマ カコガワ

5 32818 ソープ　愛満(2) 加古川 2:23.75
タキモト　コノカ タカクラ

6 25327 瀧本　樹香(2) 高倉 2:24.45
ウシロダ　ノア ナガサカ

7 60426 後田　乃愛(2) 長坂 2:24.89
クロダ　ナナ ヒメジナダ

8 40965 黒田　奈那(2) 姫路灘 2:25.12
キシモト　サネカ ヒラノ

9 27846 岸本　真呼(2) 平野 2:27.05
ヤマナカ　メイ シオセ

10 14293 山中　愛結(2) 塩瀬 2:27.24
マツイ　ユナ ミカゲ

11 20539 松井　佑奈(2) 御影 2:28.00
モチダ　アキ シカマニシ

12 41228 持田　亜姫(2) 飾磨西 2:29.27

Q:順位による通過者    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新人大会[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

２年女子800m
大会記録 2:12.13 矢本　桜子 （東播・加古川） 2010 神戸総合 予選 9/28 12:05 (3-2+2)

決勝 9/28 14:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニイ　フウナ シカマニシ

1 41229 新　楓菜(2) 飾磨西 2:16.47
ヨシイ　マユ ヒオカ

2 32902 好井　万結(2) 氷丘 2:19.29
ヤスダ　ルナ オダキタ

3 10836 安田　瑠捺(2) 小田北 2:20.01
タナカ　ユマ オノ

4 37103 田中　由眞(2) 小野 2:21.60
イクタ　スイ トヨトミ

5 41710 生田　翠(2) 豊富 2:22.52
スエカネ　ホノカ シカマニシ

6 41230 末兼　帆乃花(2) 飾磨西 2:22.62
カタヤマ　サキ ナギサ

7 21809 片山　咲希(2) 渚 2:24.54
セキモト　ハルカ コウブ

8 13444 関本　遥(2) 甲武 2:25.10

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１年女子800m
大会記録 2:17.92 福田　有以 （東播・稲美北） 2010 加古川 予選 9/28 11:55 (2-3+2)

決勝 9/28 14:25 

〈〈 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
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ ハラダ　ヒナ ヒラオカ

1 40655 細見　芽生(1) 白鷺小中 Q 2:27.81 1 33234 原田　陽菜(1) 平岡 Q 2:22.10
アラキ　ミヒロ ヒメジナダ ツカモト　ユア アライ

2 40977 荒木　心尋(1) 姫路灘 Q 2:28.03 2 36134 塚本　夕藍(1) 荒井 Q 2:22.80
ハセガワ　シマ カミカワ ハマムラ　イツキ コウベナガサカ

3 43504 長谷川　詩真(1) 神河 Q 2:28.21 3 27114 濱村　一咲(1) 神戸長坂 Q 2:26.56
ヤマシタ　マオ アライ ハラ　セイナ イタミヒガシ

4 36132 山下　真央(1) 荒井 q 2:28.58 4 19123 原　聖奈(1) 伊丹東 q 2:28.65
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ アダチ　アイリ ニシワキ

5 16755 原　志織(1) 南ひばりガ丘 2:28.93 5 34591 安達　蒼璃(1) 西脇 2:28.93
フキ　アヤカ カイバラ ハセガワ　サクラ ヒメジナダ

6 64136 婦木　彩花(1) 柏原 2:28.97 6 40990 長谷川　桜花(1) 姫路灘 2:29.72
ナカバリ　ナユ ジユウガオカ タナカ　リノ セイシン

7 35521 中張　菜柚(1) 自由が丘 2:29.58 7 29411 田中　梨乃(1) 西神 2:31.07
タケハラ　サナコ キンジョウ ウエノ　レイ ミキヒガシ

8 31000 竹原　佐那子(1) 錦城 2:29.63 8 35602 上野　玲(1) 三木東 2:32.11
ヒラノ　サツキ オブ コエヅカ　ホノカ ミツ

9 23422 平野　さつき(1) 小部 2:29.78 9 51950 肥塚　暖歌(1) 御津 2:32.42
ナオエ　ウタ オオクボ アキヤマ　ヒイロ タカトリ

10 31651 直江　詩(1) 大久保 2:30.39 10 25157 秋山　ひいろ(1) 鷹取 2:33.36
イザワ　コソラ ショウヨウ オハラ　ウサコ ジユウガオカ

11 36401 井澤　胡奏良(1) 松陽 2:31.26 11 35522 小原　羽咲子(1) 自由が丘 2:33.94
スズキ　ホノカ ヒラノ ミヤケ　リナ ミドリガオカ

12 27814 鈴木　　葡乃香(1) 平野 2:31.78 12 35407 宮家　里奈(1) 緑が丘 2:35.13
モリシタ　シズク イカワダニ カジハラ　ツカサ コウデラ

13 27245 森下　涼月(1) 伊川谷 2:37.02 43263 梶原　つかさ(1) 香寺 DNS
ハシウラ　ユイノ ヒメジヒガシ

45643 橋浦　唯乃(1) 姫路東 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新人大会[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

１年女子800m
大会記録 2:17.92 福田　有以 （東播・稲美北） 2010 加古川 予選 9/28 11:55 (2-3+2)

決勝 9/28 14:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ハラダ　ヒナ ヒラオカ

1 33234 原田　陽菜(1) 平岡 2:22.17
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ

2 40655 細見　芽生(1) 白鷺小中 2:22.47
ツカモト　ユア アライ

3 36134 塚本　夕藍(1) 荒井 2:22.83
ハラ　セイナ イタミヒガシ

4 19123 原　聖奈(1) 伊丹東 2:24.52
アラキ　ミヒロ ヒメジナダ

5 40977 荒木　心尋(1) 姫路灘 2:26.68
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ

6 27114 濱村　一咲(1) 神戸長坂 2:29.94
ハセガワ　シマ カミカワ

7 43504 長谷川　詩真(1) 神河 2:30.04
ヤマシタ　マオ アライ

8 36132 山下　真央(1) 荒井 2:33.21
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子1500m
大会記録 4:28.68 後藤　夢 （東播・平岡南） 2013 神戸総合 予選 9/29 10:55 (4-3+3)

決勝 9/29 16:15 

〈〈 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
ニイ　フウナ シカマニシ ヤスダ　ルナ オダキタ

1 41229 新　楓菜(2) 飾磨西 Q 4:40.63 1 10836 安田　瑠捺(2) 小田北 Q 4:53.43
ハラダ　ヒナ ヒラオカ イクタ　スイ トヨトミ

2 33234 原田　陽菜(1) 平岡 Q 4:53.15 2 41710 生田　翠(2) 豊富 Q 4:53.44
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ トウゴ　フウカ カミカワ

3 27114 濱村　一咲(1) 神戸長坂 Q 4:53.45 3 43591 藤後　楓花(2) 神河 Q 4:55.84
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ ソープ　エマ カコガワ

4 40655 細見　芽生(1) 白鷺小中 q 4:53.48 4 32818 ソープ　愛満(2) 加古川 q 4:56.26
ミヤケ　ヒナ イナミキタ セイミヤ　カホ アサヒチュウ

5 39572 宮宅　ひな(1) 稲美北 4:57.95 5 41540 清宮　果歩(2) 朝日 4:58.11
フキ　アヤカ カイバラ カンキ　サエ カンキ

6 64136 婦木　彩花(1) 柏原 4:58.17 6 33703 神吉　彩絵(2) 神吉 4:58.45
ヒラノ　サツキ オブ ハラ　セイナ イタミヒガシ

7 23422 平野　さつき(1) 小部 5:00.17 7 19123 原　聖奈(1) 伊丹東 4:58.75
マツモト　リン サンヨウ ヤマシタ　マオ アライ

8 40889 松本　鈴(2) 山陽 5:01.15 8 36132 山下　真央(1) 荒井 4:59.73
クロダ　ナナ ヒメジナダ ウシロダ　ノア ナガサカ

9 40965 黒田　奈那(2) 姫路灘 5:01.89 9 60426 後田　乃愛(2) 長坂 4:59.99
ミヤモト　アキ テンノウジガワ イイヅカ　エリコ タイサンジ

10 19595 宮本　愛希(2) 天王寺川 5:02.15 10 28103 飯塚　恵莉子(2) 太山寺 5:02.63
カタヤマ　サキ ナギサ スズキ　ホノカ ヒラノ

11 21809 片山　咲希(2) 渚 5:03.72 11 27814 鈴木　　葡乃香(1) 平野 5:04.23
フジワラ　キキ オオツ カサマツ　セナ ヒメジナダ

12 46129 藤原　季紀(2) 大津 5:05.06 12 40983 笠松　世那(1) 姫路灘 5:05.98
ヤマグチ　アヤカ シオセ ショウジ　アヤカ カコガワチュウブ

13 14292 山口　あやか(2) 塩瀬 5:06.48 13 33173 庄司　彩夏(2) 加古川中部 5:07.66
タカヤマ　アオイ ハマノミヤ ヒライシ　ハルナ オノミナミ

14 33441 髙山　あおい(2) 浜の宮 5:07.72 14 37027 平石　晴菜(2) 小野南 5:07.80
オカダ　リウ ミカゲ サカイ　リオ アリノキタ

15 20534 岡田　莉羽(2) 御影 5:08.62 15 29384 酒井　梨緒(2) 有野北 5:07.89
モリヤ　ハルキ ウオズミ サカシタ　リナ イナミキタ

16 31957 守谷　春咲(2) 魚住 5:10.12 16 39541 坂下　莉菜(2) 稲美北 5:26.35
ユキヤス　アメリ ムコヒガシ ニキ　スズカ ヒラオカ

17 12272 行安　亜芽莉(2) 武庫東 5:10.38 33228 二木　涼楓(2) 平岡 DNS
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子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
ツカモト　ユア アライ タナカ　ユマ オノ

1 36134 塚本　夕藍(1) 荒井 Q 4:54.24 1 37103 田中　由眞(2) 小野 Q 4:45.05
ヨシイ　マユ ヒオカ スエカネ　ホノカ シカマニシ

2 32902 好井　万結(2) 氷丘 Q 4:55.92 2 41230 末兼　帆乃花(2) 飾磨西 Q 4:49.10
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ チカヒサ　レイナ ホウバイ

3 16755 原　志織(1) 南ひばりガ丘 Q 4:56.13 3 16250 近久　怜奈(2) 宝梅 Q 4:49.14
コバヤシ　チヒロ トヨトミ キシモト　サネカ ヒラノ

4 41712 小林　千紘(2) 豊富 4:56.28 4 27846 岸本　真呼(2) 平野 q 4:49.16
セキモト　ハルカ コウブ アラキ　ミヒロ ヒメジナダ

5 13444 関本　遥(2) 甲武 4:58.14 5 40977 荒木　心尋(1) 姫路灘 4:58.69
ヤマグチ　アイミ セイウン ナガサキ　アオイ タチバナ

6 70221 山口　藍美(2) 青雲 4:58.78 6 11112 長崎　葵(2) 立花 4:59.04
タキモト　コノカ タカクラ ミズノ　カホ ユリノキダイ

7 25327 瀧本　樹香(2) 高倉 5:00.11 7 60937 水野　果穂(2) ゆりのき台 4:59.15
ヤナイ　レノン ホウデン ハセガワ　シマ カミカワ

8 34346 柳井　蓮音(2) 宝殿 5:00.45 8 43504 長谷川　詩真(1) 神河 4:59.22
スズキ　リリカ ツナ ナカマ　モミジ カコガワチュウブ

9 74479 鈴木　莉里花(2) 津名 5:00.49 9 33175 中間　椛(2) 加古川中部 5:02.21
サカモト　ホシナ ヤシロ カミヤマ　タマキ カコガワ

10 38122 坂本　星七(2) 社 5:01.09 10 32814 神山　碧希(2) 加古川 5:02.80
ハシモト　チサキ リョウナン ヒガシラ　アヤミ トヨトミ

11 33905 橋本　千咲妃(2) 陵南 5:01.30 11 41711 東良　彩未(2) 豊富 5:03.33
マツイ　ユナ ミカゲ キタノ　ユメ マスイ

12 20539 松井　佑奈(2) 御影 5:01.74 12 40168 北野　優芽(2) 増位 5:03.74
カジハラ　ツカサ コウデラ コマイ　シエリ カンキ

13 43263 梶原　つかさ(1) 香寺 5:01.95 13 33704 駒井　詩絵里(2) 神吉 5:05.76
モチダ　アキ シカマニシ ヒサタニ　ナゴミ ヤマサキミナミ

14 41228 持田　亜姫(2) 飾磨西 5:02.37 14 52717 久谷　和心(2) 山崎南 5:06.12
クスダ　アヤネ タンナン ニシテ　ユウカ イタミヒガシ

15 62761 楠田　綾音(2) 丹南 5:06.66 15 19187 西手　優花(2) 伊丹東 5:07.11
ウエノ　シイナ ヒカミ ユラ　サクラ カスガ

16 64491 上野　詩奈(2) 氷上 5:07.06 16 65172 由良　和桜(2) 春日 5:07.53
イザワ　コソラ ショウヨウ タジカ　フキ ミドリガオカ

17 36401 井澤　胡奏良(1) 松陽 5:08.77 17 35427 多鹿　蕗(2) 緑が丘 5:07.75
ニシムラ　アカリ タイシニシ

18 51744 西村　彩花梨(2) 太子西 5:15.83

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新人大会[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

１．２年女子1500m
大会記録 4:28.68 後藤　夢 （東播・平岡南） 2013 神戸総合 予選 9/29 10:55 (4-3+3)

決勝 9/29 16:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニイ　フウナ シカマニシ

1 41229 新　楓菜(2) 飾磨西 4:37.44
ヤスダ　ルナ オダキタ

2 10836 安田　瑠捺(2) 小田北 4:37.82
タナカ　ユマ オノ

3 37103 田中　由眞(2) 小野 4:43.06
スエカネ　ホノカ シカマニシ

4 41230 末兼　帆乃花(2) 飾磨西 4:47.74
キシモト　サネカ ヒラノ

5 27846 岸本　真呼(2) 平野 4:47.89
ツカモト　ユア アライ

6 36134 塚本　夕藍(1) 荒井 4:49.79
イクタ　スイ トヨトミ

7 41710 生田　翠(2) 豊富 4:50.18
ヨシイ　マユ ヒオカ

8 32902 好井　万結(2) 氷丘 4:51.57
ハラダ　ヒナ ヒラオカ

9 33234 原田　陽菜(1) 平岡 4:51.96
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ

10 40655 細見　芽生(1) 白鷺小中 4:52.58
チカヒサ　レイナ ホウバイ

11 16250 近久　怜奈(2) 宝梅 4:53.48
ソープ　エマ カコガワ

12 32818 ソープ　愛満(2) 加古川 4:53.53
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ

13 27114 濱村　一咲(1) 神戸長坂 4:55.54
トウゴ　フウカ カミカワ

14 43591 藤後　楓花(2) 神河 4:59.27
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ

15 16755 原　志織(1) 南ひばりガ丘 5:04.43
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子100mH [76.2cm]
大会記録 14.40 松永　朋子 （東播・小野） 2016 神戸総合 予選 9/29 13:00 (8-0+8)

決勝 9/29 15:30 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-1.9 m/s) 2組 (-2.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
コウザイ　マオ ミナトジマガクエン タカハシ　ユウリ ユリノキダイ

1 21917 香西　万桜(2) 港島学園 q 15.38 1 60934 髙橋　侑李(2) ゆりのき台 q 15.79
サイトウ　アズミ タモンヒガシ マツムラ　ホマレ ベフ

2 26731 西藤　杏純(2) 多聞東 q 15.93 2 33529 松村　帆希(2) 別府 16.10
セキネ　ハルカ セイリョウダイ シミズ　ユイハ モトヤマミナミ

3 29526 関根　遙(2) 星陵台 15.96 3 20646 清水　唯羽(2) 本山南 16.20
ヤマモト　ソラ コウリョウ タノウエ　キョウカ タイサンジ

4 13256 山本　そら(2) 甲陵 16.41 4 28127 田上　京夏(1) 太山寺 16.76
ヤナギ　ミユキ アクラ アブ　アリサ クロダショウ

5 16832 栁　美幸(2) 安倉 16.93 5 39141 阿武　有紗(2) 黒田庄 16.92
タナカ　ミウナ タイサンジ ヤスナガ　ハルカ ハリマ

6 28107 田中　美海(2) 太山寺 17.17 6 39647 安永　遥香(2) 播磨 17.54
ヤマダ　ハルナ ハッケイ ミナミ　アンドレア サンヨウ

7 60337 山田　遥菜(2) 八景 17.57 7 40892 南　アンドレア(2) 山陽 17.92
フジモト　ナナコ オオクボ スズキ　ココリ オダキタ

8 31631 藤本　菜々子(2) 大久保 17.78 8 10833 鈴木　心梨(2) 小田北 18.47
オギノ　ソヨカ ヒラオカミナミ コガ　チヒロ フクダ

9 33315 荻野　颯(2) 平岡南 18.44 9 26409 古賀　千尋(2) 福田 19.16

3組 (-3.1 m/s) 4組 (-0.6 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヤマウチ　マユカ ササヤマヒガシ カワシモ　サリハ ベフ

1 62272 山内　真結花(2) 篠山東 q 15.74 1 33537 川下　さりは(2) 別府 q 15.74
ナカガワ　ソナ オノ スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

2 37104 中川　朔那(2) 小野 q 15.96 2 33311 杉森　結衣(2) 平岡南 q 15.84
フジワラ　タマナ カコガワ ウエオカ　リン ハリマミナミ

3 32817 藤原　多愛(2) 加古川 16.69 3 39751 上岡　凛(1) 播磨南 16.09
セト　ユナ ニシノミヤハマ オカノ　モエカ モトヤマミナミ

4 12706 瀬戸　優那(2) 西宮浜 16.75 4 20645 岡野　萌果(2) 本山南 16.45
ミヤモト　マナミ ハラダ タカハシ　アミ ヒラノ

5 20946 宮本　愛美(1) 原田 17.18 5 27843 髙橋　杏実(2) 平野 16.67
ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ ハヤシ　カリン ホンタモン

6 13576 吉田　心美(2) 瓦木 17.22 6 27035 林　花鈴(1) 本多聞 16.77
イソノ　リサ シオヤ シバタ　クルミ ニシワキミナミ

7 26233 磯野　里紗(2) 塩屋 17.70 7 34755 柴田　くるみ(2) 西脇南 16.78
オシキリ　サラ ヒオカ イシノ　タマキ ハリマ

8 32903 押切　咲楽(2) 氷丘 17.94 8 39641 石野　多麻季(2) 播磨 16.91
クスミ　カリン ユリノキダイ カシマ　イズミ ヒメジタカオカ

60932 久須美　果林(2) ゆりのき台 DNS 9 40372 加島　泉水(2) 姫路高丘 17.78
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子100mH [76.2cm]

〈〈 予選 〉〉

5組 (-2.4 m/s) 6組 (-3.3 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
サカモト　ワコ ヒメジナダ クロダ　ハナヨ ムコヒガシ

1 40967 坂本　和子(2) 姫路灘 16.83 1 12275 黒田　華代(2) 武庫東 15.98
ヨケ　カノコ ゴシキ ツボタ　マドカ タイサンジ

2 74010 除　佳乃子(2) 五色 16.85 2 28111 坪田　まどか(2) 太山寺 16.42
ヤマサキ　モモコ ハサマ アリヤダ　チヒロ カンキ

3 60590 山﨑　桃子(2) 狭間 17.06 3 33701 有屋田　千尋(2) 神吉 16.96
セザキ　ルリ ニッシン タカノ　マホ ジユウガオカ

4 10361 瀬崎　瑠璃(2) 日新 17.19 4 35587 高野　真歩(2) 自由が丘 17.14
サオカ　サツキ ヒラオカ ウシオ　ヒロコ ヤスムロ

5 33225 佐岡　沙都紀(2) 平岡 17.28 5 45970 牛尾　紘子(1) 安室 17.28
ヤマグチ　マオ イマヅ コバヤシ　マオ イブキダイ

6 13780 山口　舞桜(2) 今津 17.44 6 29683 小林 　真緒(2) 井吹台 17.56
コタニ　リノ カイバラ オカベ　ハルナ タモンヒガシ

7 64121 小谷　梨乃(2) 柏原 17.99 7 26726 岡部　陽菜(2) 多聞東 17.76
フクイ　モカ イナミ マツヤマ　ハアト オダキタ

8 39411 福井　萌果(2) 稲美 18.38 8 10840 松山　葉音(2) 小田北 17.87
フジノ　コハル オオクラ

9 31293 藤野　湖晴(2) 大蔵 19.05

7組 (-1.7 m/s) 8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
イシヤマ　ハカネ ウエガハラ ヨシモト　リン ユラ

1 13102 石山　羽歌音(2) 上ケ原 15.99 1 70445 由本　凛(2) 由良 q 15.17
ヤマモト　サヤ カンキ オカモト　シズク キヌガワ

2 33711 山本　咲綾(2) 神吉 16.54 2 31374 岡本　雫(2) 衣川 15.97
スエト　サクラ カミカワ スズキ　ミコト ニッシン

3 43590 末戸　さくら(2) 神河 16.61 3 10360 鈴木　心琴(2) 日新 16.25
ツジイ　ナナハ ハマノミヤ ミヤザキ　カホ カミカワ

4 33444 辻井　七葉(2) 浜の宮 17.41 4 43503 宮﨑　夏帆(1) 神河 16.77
ウエダ　ユナ スガノ ヤマモト　ノゾミ メイホウ

5 44043 上田　優奈(1) 菅野 17.45 5 17767 山本　望未(2) 明峰 17.06
ナカガワ　メイ ムコ フジワラ　ミウ コウブ

6 11412 中川　芽衣(2) 武庫 18.29 6 13450 藤原　美羽(2) 甲武 17.40
カワウチ　ミモリ カコガワチュウブ フジヒサ　アヤカ ヒメジタカオカ

7 33170 川内　美森(2) 加古川中部 18.62 7 40374 藤久　絢賀(2) 姫路高丘 18.48
フジイ　サアヤ ヤシロ ヤスイ　アマネ タチバナ

38124 藤井　彩朱(2) 社 DNS 11114 安井　天音(2) 立花 DNS

q:プラスによる進出    DNS:欠場  

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子100mH [76.2cm]
大会記録 14.40 松永　朋子 （東播・小野） 2016 神戸総合 予選 9/29 13:00 (8-0+8)

決勝 9/29 15:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.8 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ヨシモト　リン ユラ

1 70445 由本　凛(2) 由良 15.12
コウザイ　マオ ミナトジマガクエン

2 21917 香西　万桜(2) 港島学園 15.14
カワシモ　サリハ ベフ

3 33537 川下　さりは(2) 別府 15.39
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

4 33311 杉森　結衣(2) 平岡南 15.49
ナカガワ　ソナ オノ

5 37104 中川　朔那(2) 小野 15.51
タカハシ　ユウリ ユリノキダイ

6 60934 髙橋　侑李(2) ゆりのき台 15.52
ヤマウチ　マユカ ササヤマヒガシ

7 62272 山内　真結花(2) 篠山東 15.56
サイトウ　アズミ タモンヒガシ

8 26731 西藤　杏純(2) 多聞東 15.69
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR
大会記録 49.43 大伏･藤原･松井･松永 （東播･小野） 2016 神戸総合 予選 9/29  9:15 (15-0+8)

決勝 9/29 16:55 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
イタミミナミ オオクラ

1 伊丹南 52.87 6 大蔵 55.68
[1] フナビキ　カホ [2] ヨシザワ　リナ [1] フジノ　コハル [2] タニオカ　ミウ

19310 舩引 夏帆(2) 19312 吉澤 梨杏(2) 31293 藤野 湖晴(2) 31255 谷岡 美侑(1)
[3] マツキ　ナナミ [4] イナガキ　アリサ [3] マスイ　エリコ [4] アオエツ　サトコ

19311 松木 菜々美(2) 19323 稲垣 ありさ(1) 31254 増井 恵理子(1) 31294 青悦 聡子(2)
オオハラ カミゴオリ

2 大原 52.99 7 上郡 57.89
[1] イトウ　ミサキ [2] ソノダ　セリ [1] カナモリ　サキ [2] オオマエ　ユア

29150 伊東 美咲(2) 29152 園田 瀬利(2) 51071 金森 沙綺(2) 51083 大前 結愛(1)
[3] イズミ　ハルカ [4] コウモト　ミサキ [3] フカザワ　リオ [4] ヨコヤマ　ココ

29140 泉 春香(2) 29151 髙本 美咲(2) 51085 深澤 莉緒(1) 51078 横山 幸来(2)
ミハラ ヤマテダイ

3 三原 53.50 8 山手台 58.15
[1] マノ　アスナ [2] バンドウ　ユヅキ [1] ゴトウ　ナツメ [2] マツモト　アオイ

72001 真野 明日菜(1) 72083 坂東 佑月(2) 17389 後藤 夏芽(2) 17314 松本 あおい(1)
[3] エノモト　ミライ [4] カワタ　スミカ [3] ヤマハラ　メイ [4] アベ　クリア

72092 榎本 望来(2) 72090 河田 純花(2) 17383 山原 芽愛(2) 17300 阿部 くりあ(1)
タチバナ トヨオカミナミ

4 立花 53.87 豊岡南 DNS
[1] ミズノ　イロハ [2] トウノ　ユラ

11145 水野 いろは(1) 11116 東野 京桜(2)
[3] マスタニ　メイ [4] ヤスイ　アマネ

11121 桝谷 芽生(2) 11114 安井 天音(2)
ソノダ

5 園田 53.89
[1] ハシモト　ミユウ [2] コバシ　ミユ

11353 橋本 美優(2) 11359 小橋 美柚(1)
[3] モリタ　アオイ [4] コテラヤマ　モエ

11354 森田 葵(2) 11361 小寺山 もえ(1)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
イナミ ホウジョウ

1 稲美 52.70 6 北条 55.93
[1] ナガノ　アミ [2] イケダ　シュリ [1] カンナカ　アリサ [2] ササキ　ユア

39417 長野 亜美(1) 39414 池田 朱里(1) 37521 甘中 有沙(2) 37505 佐々木 優愛(1)
[3] フクイ　モカ [4] アツミ　マオ [3] ツボサカ　ヒマリ [4] オカザキ　ルイ

39411 福井 萌果(2) 39401 厚見 麻央(2) 37506 壷阪 向日葵(1) 37520 岡崎 晴泉(2)
カコガワ ハリマ

2 加古川 53.08 7 播磨 56.91
[1] ナカムラ　ミアラ [2] ナガイ　キョウミ [1] ヤスナガ　ハルカ [2] イシノ　タマキ

32850 中村 碧愛莉(1) 32815 永井 京実(2) 39647 安永 遥香(2) 39641 石野 多麻季(2)
[3] オザキ　モモ [4] シモカワ　リノ [3] クジ　ノゾミ [4] タナカ　ミサキ

32810 尾嵜 もも(2) 32852 下川 凛乃(1) 39649 久慈 希実(1) 39644 田中 美沙希(2)
オゾノ ユメサキ

3 小園 53.10 8 夢前 57.95
[1] ホンダ　サラ [2] エノモト　コトミ [1] ヤマクニ　リマ [2] コイズミ　ナナ

12321 本田 紗羅(2) 12303 榎本 ことみ(2) 45530 山國 莉茉(1) 45527 小泉 那奈(1)
[3] イマキタ　イロハ [4] カサタニ　リコ [3] マツイ　ユイ [4] ナガオ　ユナ

12302 今北 彩楓(2) 12307 笠谷 梨恋(2) 45529 松井 由依(1) 45526 長尾 侑茄(2)
カイバラ サクラガオカ

4 柏原 54.72 9 桜が丘 59.12
[1] ナンバ　ミオ [2] サカイ　ミユナ [1] アオキ　ハナ [2] ハシモト　ユリナ

64135 難波 美羽(1) 64131 酒井 美優菜(1) 27405 青木 葉奈(1) 27402 橋本 由梨奈(2)
[3] ニシワキ　アイ [4] コタニ　リノ [3] ナカイ　ミサキ [4] ホリコシ　アオイ

64123 西脇 愛(2) 64121 小谷 梨乃(2) 27406 中居 美咲(1) 27403 堀越 葵(2)
ソノダヒガシ

5 園田東 55.57
[1] トヤ　コハル [2] ナガオカ　サナ

11875 戸谷 心春(2) 11876 永岡 彩那(2)
[3] クリヤマ　ユイ [4] タムラ　レイ

11879 栗山 結衣(2) 11874 田村 玲(2)

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ユラ カスガ

1 由良 q 49.90 6 春日 55.01
[1] ヨシモト　リン [2] カダ　ミユウ [1] ホソミ　ヒカリ [2] クゲ　アオイ

70445 由本 凛(2) 70440 加田 実優(2) 65182 細見 ひかり(1) 65170 久下 あおい(2)
[3] スエ　キアラ [4] カダ　ミサキ [3] ハラダ　ホノカ [4] コンドウ　ミオ

70443 須恵 樹杏良(2) 70439 加田 実咲(2) 65179 原田 萌花(1) 65174 近藤 魅桜(2)
ウオズミ オダキタ

2 魚住 53.23 7 小田北 56.00
[1] タワラ　マナミ [2] ヒラノ　メイ [1] スズキ　ココリ [2] オカモト　ミク

31971 田原 茉奈実(1) 31965 平野 愛依(2) 10833 鈴木 心梨(2) 10861 岡本 実来(1)
[3] モチヅキ　ホノミ [4] ミキ　ワカナ [3] イマムラ　ヒナタ [4] ナカムラ　ナオ

31963 望月 誉乃美(2) 31959 三木 和奏(2) 10860 今村 暖(1) 10839 中村 菜央(2)
ホンジョウ ミナミヒバリガオカ

3 本庄 53.33 8 南ひばりガ丘 56.30
[1] オオグシ　リノ [2] カワモト　アヤコ [1] ヤマモト　ユウナ [2] ハダ　リンカ

20127 大串 梨乃(2) 20116 河本 阿耶子(2) 16764 山本 友菜(1) 16762 波田 梨花(1)
[3] ヤマグチ　サクラ [4] タニグチ　ココミ [3] アキタ　コトネ [4] キジマ　アヤノ

20126 山口 咲蕾(2) 20125 谷口 心美(2) 16758 秋田 琴音(1) 16722 木嶋 彩乃(2)
オオツ タカス

4 大津 53.57 9 高須 57.54
[1] ハラ　アンナ [2] タケシタ　リオナ [1] タケダ　ミユウ [2] スギモト　カナ

46125 原 杏那(2) 46121 竹下 理央奈(2) 14633 武田 弥夕(2) 14652 杉本 奏(2)
[3] コヤナギ　セリカ [4] フジワラ　キキ [3] トオリバタ　アオイ [4] マツヤマ　ハルキ

46128 小柳 瀬李加(2) 46129 藤原 季紀(2) 14634 通畑 碧衣(2) 14638 松山 晴希(2)
アクラ

5 安倉 54.21
[1] オオサワ　リン [2] ヤナギ　ミユキ

16811 大澤 凛(2) 16832 栁 美幸(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒラオカ オノミナミ

1 平岡 q 50.13 6 小野南 54.98
[1] キハラ　ミナエ [2] サオカ　サツキ [1] カンダ　モエ [2] マツヤマ　メイ

33223 木原 美苗(2) 33225 佐岡 沙都紀(2) 37031 神田 萌(1) 37024 松山 芽生(2)
[3] タニグチ　アミ [4] ミツヤス　シズク [3] フジワラ　カホ [4] オグラ　チカ

33227 谷口 亜実(2) 33230 光安 しずく(2) 37022 藤原 花帆(2) 37025 小倉 知華(2)
タダ ニシワキミナミ

2 多田 52.60 7 西脇南 55.62
[1] オカダ　ミウ [2] マルノ　アヅサ [1] ベッショ　ノア [2] シバタ　クルミ

18035 岡田 望叶(2) 18053 丸野 梓(1) 34758 別所 希愛(2) 34755 柴田 くるみ(2)
[3] ワタゴシ　ユイ [4] ニシムラ　フウナ [3] カメイ　ユイ [4] アラキ　ユウナ

18052 綿越 友唯(1) 18034 西村 楓那(2) 34754 亀井 悠衣(2) 34751 荒木 佑菜(2)
オオイケチュウガッコウ ニッシン

3 大池 54.23 8 日新 57.66
[1] ホリ　スズナ [2] ヤマダ　ミユ [1] セザキ　ルリ [2] サカイ　チハル

23001 堀 鈴那(2) 23000 山田 美佑(2) 10361 瀬崎 瑠璃(2) 10359 堺井 ちはる(2)
[3] ヨシダ　ネネ [4] ムカイ　サクラ [3] ワカミヤ　ヒマリ [4] ハットリ　ミサキ

23006 吉田 音々(2) 23002 向井 さくら(2) 10365 若宮 向日葵(2) 10362 服部 美咲(2)
アコウニシ タイシャ

4 赤穂西 54.36 大社 DNS
[1] ウエダ　カズミ [2] ヨコタ　ミチル

50764 上田 和弥(2) 50770 横田 みちる(2)
[3] ナカヤマ　ユイ [4] カタガミ　ヒナタ

50771 中山 結(1) 50772 片上 ひなた(1)
ミキヒガシ

5 三木東 54.81
[1] モリヤ　ユズキ [2] ヨシダ　イオリ

35692 守屋 柚希(2) 35601 吉田 伊織(1)
[3] ムラジリ　ノア [4] ミヤワキ　マナミ

35698 村尻 望愛(1) 35691 宮脇 真奈美(2)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ゴシキ ウオズミヒガシ

1 五色 q 51.30 6 魚住東 54.56
[1] ミナミ　ユウキ [2] ヨシオカ　ユイナ [1] オリハラ　ミズキ [2] ウエダ　ナナミ

74017 南 裕妃(1) 74007 吉岡 唯菜(2) 32011 折原 瑞希(2) 32008 植田 菜々美(2)
[3] ヨケ　カノコ [4] ヤマサキ　リリヤ [3] ハヤシ　ミク [4] カネヒサ　ミナミ

74010 除 佳乃子(2) 74014 山﨑 リリヤ(1) 32019 林 未来(1) 32009 金久 美南(2)
カンセイガクイン ミカゲ

2 関西学院 53.25 7 御影 55.03
[1] ツボイ　マドカ [2] ナカノ　コトハ [1] アカギ　レナ [2] アシダ　マユ

14718 坪井 まどか(2) 14784 仲埜 心葉(1) 20532 赤城 玲奈(2) 20543 芦田 真由(1)
[3] フジモト　アオイ [4] コセンダ　リサ [3] ナカムラ　アユミ [4] ハルナ　ユズキ

14790 藤本 葵(1) 14717 小千田 梨紗(2) 20547 中村 歩実(1) 20537 春名 柚希(2)
アリノキタ メイホウ

3 有野北 53.57 8 明峰 55.22
[1] ハヤカワ　ユウカ [2] イタガキ　アンナ [1] ヤマモト　ノゾミ [2] スガタ　ナオ

29305 早川 侑花(1) 29381 板垣 安奈(2) 17767 山本 望未(2) 17702 菅田 奈央(1)
[3] フジタ　メイ [4] ウエホリ　ニイナ [3] ヨシカワ　トモハ [4] サイキ　ミコト

29387 藤田 愛唯(2) 29382 上堀 丹衣奈(2) 17768 吉川 友葉(2) 17770 佐伯 実思(2)
ヤスムロ ヒラキチュウガッコウ

4 安室 53.82 平木 DNS
[1] ヒロオカ　ホノカ [2] ウエト　シノブ [1] クボ　ナナカ [2] ニシダ　リサ

45967 廣岡 萌香(1) 45968 植戸 忍(1) 13305 窪 七花(2) 13322 西田 理紗(1)
[3] モリモト　ミキ [4] ウシオ　ヒロコ [3] フクシマ　エリ [4] アカホリ　マナミ

45973 森元 美貴(1) 45970 牛尾 紘子(1) 13302 福島 恵里(2) 13324 赤堀 愛実(1)
テンノウジガワ

5 天王寺川 54.34
[1] イチヒ　ナホ [2] モトヤマ　キョウ

19592 一樋 菜穂(2) 19584 基山 今日(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

6組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
タモンヒガシ ヒメジコウリョウ

1 多聞東 52.87 6 姫路広嶺 55.16
[1] シロシタ　リノ [2] サイトウ　アズミ [1] タケナカ　ハナ [2] イノウエ　オトハ

26723 城下 梨乃(2) 26731 西藤 杏純(2) 40208 竹中 華(2) 40204 井上 音葉(2)
[3] オカベ　ハルナ [4] オクダ　イズミ [3] カタカミ　マナ [4] シバタ　アム

26726 岡部 陽菜(2) 26730 奥田 唯純(2) 40206 片上 茉奈(2) 40213 柴田 彩夢(1)
タカラヅカダイイチ フカズ

2 宝塚第一 53.10 7 深津 55.37
[1] ヨシダ　レオン [2] ミカミ　ナナミ [1] ヤマサキ　サクア [2] タカナカ　ミム

16113 吉田 怜央(2) 16111 三神 七波(2) 14503 山﨑 桜愛(1) 14523 高中 美夢(2)
[3] ミチナカ　ミサト [4] タルキ　マコ [3] ナダ　イオリ [4] ササキ　ナオミ

16142 道中 美聡(1) 16136 樽木 真子(1) 14524 名田 伊織(2) 14522 佐々木 直美(2)
タマツ ジョウヨウ

3 玉津 53.73 8 常陽 55.78
[1] マツエ　アヤカ [2] ウツノミヤ　ヒカリ [1] ナカイ　スズ [2] コガ　ミチル

27632 松江 彩加(2) 27625 宇都宮 ひかり(2) 12184 中井 涼(2) 12189 古賀 美知留(1)
[3] クワハラ　アオイ [4] イシハラ　レイナ [3] コンドウ　モモカ [4] ミゾグチ　マナ

27626 桑原 葵(2) 27631 石原 怜奈(2) 12190 近藤 百華(1) 12185 溝口 真奈(2)
ノノイケ アシヤヤマテ

4 野々池 54.37 9 芦屋山手 55.94
[1] イナダ　マユ [2] ヤマモト　カンナ [1] ウエダ　ハルカ [2] イマダ　アカネ

31461 稲田 茉侑(1) 31456 山本 栞菜(2) 15662 上田 晴日(2) 15660 今田 彩音(2)
[3] カジワラ　スズカ [4] ヒラザワ　マイ [3] カドタ　フユ [4] フジワラ　リオナ

31455 梶原 涼花(2) 31446 平澤 舞(2) 15663 門田 風夕(2) 15668 藤原 梨央奈(2)
ニシノミヤハマ

5 西宮浜 54.86
[1] サイトウ　コトネ [2] ヒガ　ユウ

12705 齊藤 琴音(2) 12709 比嘉 優(2)
[3] ミヤノハラ　ユウナ [4] セト　ユナ

12712 宮ノ原 優菜(2) 12706 瀬戸 優那(2)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ベフ エイガジマチュウ

1 別府 q 51.64 6 江井島 55.19
[1] ホンゴウ　マイカ [2] カワシモ　サリハ [1] カワサキ　サワカ [2] スギヤマ　ウルハ

33531 北郷 舞華(2) 33537 川下 さりは(2) 31883 川﨑 さわ夏(2) 31802 杉山 麗羽(1)
[3] ヨコヤマ　ハナエ [4] コヤマ　サクラ [3] イケベ　リンカ [4] オオツ　ヒナノ

33536 横山 英恵(2) 33533 小山 さくら(2) 31882 池邊 莉夏(2) 31881 大津 日菜乃(2)
アボシ ヒカリガオカ

2 網干 52.16 7 光ガ丘 55.55
[1] クロセ　ハルカ [2] イワタ　マナミ [1] ヤマモト　ミサト [2] ハヤフジ　ミヤビ

41406 黒瀬 遥香(1) 41490 岩田 愛実(2) 17016 山本 美里(2) 17047 早藤 雅(1)
[3] キシモト　リオナ [4] マツモト　アカリ [3] チャタニ　モモコ [4] マツバラ　ナギサ

41410 岸本 理央奈(1) 41489 松本 あかり(2) 17046 茶谷 桃子(1) 17017 松原 凪沙(2)
セイウン ヨカワ

3 青雲 52.51 8 吉川 58.83
[1] ハチオカ　ユウナ [2] ムカイヤマ　サトリ [1] ヤマナカ　リホ [2] オオイシ　サラ

70217 八岡 優奈(2) 70220 向山 怜利(2) 35969 山中 璃穂(2) 35967 大石 彩楽(2)
[3] シマダ　カンナ [4] ツジガミ　アイリ [3] シナワキ　コナ [4] クドウ　マホ

70215 島田 栞那(2) 70216 辻上 愛理(2) 35963 品脇 倖名(2) 35962 工藤 茉穂(2)
オオクボキタ ヒカミ

4 大久保北 54.54 氷上 DNS
[1] スギモト　キョウコ [2] ロバアト　プリスカ

32200 杉本 恭子(1) 32210 ロバート プリスカ(1)
[3] ワタナベ　カノン [4] オオサワ　ミサキ

32211 渡邊 花音(1) 32272 大沢 美咲希(2)
シカマヒガシ

5 飾磨東 54.62
[1] イワタニ　ユア [2] イシハラ　コア

41080 岩谷 友愛(2) 41006 石原 心愛(1)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

8組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オノ ムコ

1 小野 q 51.73 6 武庫 55.84
[1] フジモト　ユイ [2] マツナガ　ナオコ [1] オオニシ　ナオ [2] カワカミ　アユミ

37117 藤本 結衣(1) 37105 松永 尚子(2) 11410 大西 南緒(2) 11425 川上 あゆみ(1)
[3] カジオ　サチ [4] ナカガワ　ソナ [3] ノザキ　ユウ [4] ユタニ　ミク

37112 梶尾 彩智(1) 37104 中川 朔那(2) 11413 野崎 結友(2) 11424 由谷 未来(1)
アサヒガオカ オキシオ

2 旭丘 52.94 7 置塩 56.46
[1] オマツ　サキネ [2] クゴ　エリナ [1] コウノ　マオ [2] マツイ　カエデ

37266 尾松 咲音(2) 37284 久語 英里奈(1) 43840 河野 舞音(2) 43843 松井 茄映摘(2)
[3] カワグチ　アオイ [4] クゴ　サクラ [3] ナカムラ　レイ [4] オカ　マナカ

37269 川口 葵愛(2) 37261 久語 さくら(2) 43841 中村 麗衣(2) 43849 岡 和心(1)
ナギサ フクサキニシ

3 渚 53.84 福崎西 DNS
[1] シンタニ　リリカ [2] オオカワ　リコ

21803 新谷 莉里花(2) 21808 大河 莉子(2)
[3] オガタ　マオ [4] マツダ　スミレ

21811 小方 真緒(2) 21807 松田 純怜(2)
カコガワチュウブ ワダヤマ

4 加古川中部 54.52 和田山 DNS
[1] コバヤシ　ユイ [2] ニシダ　ヒサキ

33172 小林 優愛(2) 33176 西田 媛早妃(2)
[3] ヒガキ　ハルカ [4] カワウチ　ミモリ

33136 檜垣 陽香(1) 33170 川内 美森(2)
マサゴチュウガッコウ

5 真砂 54.70
[1] ヤマモト　ツグミ [2] ワタナベ　ヒナタ

14483 山本 都久美(1) 14477 渡邉 日向(2)
[3] バンドウ　マユミ [4] ナカノ　ヒカリ

14482 坂東 檀(1) 14475 中野 日花里(2)

9組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
イブキダイ イカワダニ

1 井吹台 q 51.37 6 伊川谷 54.93
[1] ナカムラ　リナ [2] コバヤシ　マオ [1] タマリ　ハナ [2] オカザキ　ミハネ

29616 中村 莉奈(1) 29683 小林  真緒(2) 27239 玉利 花(1) 27209 岡﨑 末羽(2)
[3] ナカフナイ　サヤカ [4] キシダ　マオ [3] ヤスダ　ユイナ [4] カワモト　マコ

29687 仲舟井  さや香(2) 29692 岸田  茉緒(2) 27246 安田 結菜(1) 27204 川本 真子(2)
アライ セイドウ

2 荒井 53.39 7 精道 55.43
[1] イノウエ　ユイナ [2] スガハラ　ココナ [1] コバヤシ　アズミ [2] ヤマモト　ホノカ

36136 井上 結菜(1) 36121 菅原 心渚(2) 15590 小林 あずみ(2) 15583 山本 帆夏(2)
[3] クサカ　ユナ [4] カジヤ　ユウ [3] セリグチ　ノア [4] キサカ　アオイ

36137 草賀 由菜(1) 36122 加治屋 ゆう(2) 15584 芹口 乃亜(2) 15589 喜坂 葵(2)
タカショウ サンダガクエン

3 鷹匠 54.23 8 三田学園 56.44
[1] ナカムラ　ミサト [2] オオカワラ　ユイ [1] カンノ　サエ [2] フジタ　マナ

20750 中村 美里(2) 20772 大河原 結衣(1) 60128 神野 沙英(2) 60127 藤田 真凪(2)
[3] オートリー　アリーシャ [4] マエダ　リコ [3] モリタ　マイ [4] シミズ　アイリ

20771 オートリー 亜里紗(1) 20747 前田 理子(2) 60129 森田 真衣(2) 60125 清水 あいり(2)
ホウバイ アサヒチュウ

4 宝梅 54.34 朝日 DQ T9
[1] ヒラツカ　ユメ [2] ヤマノウチ　リナ [1] ムラカミ　リミ [2] ヤマグチ　トア

16253 平塚 優芽(2) 16258 山之内 里奈(2) 41554 村上 莉未(1) 41549 山口 叶愛(1)
[3] ウツノミヤ　アヤネ [4] モリシタ　ミユカ [3] イズタ　アリサ [4] ドイ　カレン

16243 宇都宮 彩音(2) 16255 森下 弥優花(2) 41536 出田 ありさ(2) 41537 土井 果恋(2)
ニシワキ

5 西脇 54.76
[1] カタオカ　アヤネ [2] マツバラ　レイサ

34573 片岡 綾音(2) 34577 松原 玲沙(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

10組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒオカ オシベダニ

1 氷丘 q 51.38 6 押部谷 54.98
[1] ホリイ　ミア [2] オシキリ　サラ [1] ホリ　アオイ [2] フジモト　ノゾミ

32901 堀井 美杏(2) 32903 押切 咲楽(2) 27514 堀 葵(2) 27516 藤本 望(2)
[3] ニシジマ　アヤ [4] ヨシイ　アユ [3] コミヤジ　ユラ [4] フジタ　ココロ

32914 西嶋 彩(1) 32904 好井 愛結(2) 27500 小宮路 優來(1) 27513 藤田 こころ(2)
ハマノミヤ ハマワキ

2 浜の宮 52.95 7 浜脇 55.14
[1] ノダ　ナホ [2] イケグチ　アヤネ [1] ショウジ　カホ [2] アオキ　ホノカ

33447 野田 菜帆(2) 33440 池口 綾音(2) 12821 荘司 夏歩(2) 12824 青木 萌香(2)
[3] ムラカミ　メグミ [4] ツジイ　ナナハ [3] タナカ　アンナ [4] ウエジョ　アヤノ

33411 村上 恵(1) 33444 辻井 七葉(2) 12851 田中 杏奈(1) 12826 上所 彩乃(2)
ヒラノ アオガキ

3 平野 53.58 8 青垣 55.62
[1] ハマダ　リリカ [2] タケガワ　メウ [1] アダチ　サワ [2] タケヤス　アイカジョイ

27845 濵田 梨々華(2) 27840 竹川 芽羽(2) 64840 足立 沙和(1) 64842 竹安 愛香ジョイ(1)
[3] ナカタニ　サヤ [4] タカハシ　アミ [3] ヨシドメ　ハルカ [4] タダ　ミラン

27842 中谷 紗也(2) 27843 髙橋 杏実(2) 64843 吉留 悠(1) 64826 多田 美蘭(2)
タイサンジ イタミキタ

4 太山寺 53.59 伊丹北 DNS
[1] ツボタ　マドカ [2] フジワラ　アヤネ

28111 坪田 まどか(2) 28131 藤原 彩音(1)
[3] ハギワラ　ワカ [4] ナガノ　メイ

28100 萩原 和香(2) 28105 長野 芽衣(2)
カンキ

5 神吉 54.35
[1] アリヤダ　チヒロ [2] ヤマモト　サヤ

33701 有屋田 千尋(2) 33711 山本 咲綾(2)
[3] トヨダ　ハユキ [4] マツモト　イロハ

33708 豊田 羽結希(2) 33709 松本 彩葉(2)

11組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ホウデン リョウナン

1 宝殿 53.18 6 陵南 54.44
[1] ニレイ　ハナ [2] ヒエダ　カノ [1] ササイ　ココロ [2] イバラキ　ヒナタ

34345 楡井 華菜(2) 34376 稗田 花望(1) 33902 笹井 こころ(2) 33917 茨木 陽葵(1)
[3] モリモト　ヒカリ [4] イチイ　ヒナコ [3] ナンジョウ　ヒメナ [4] カワベ　アイ

34377 森本 陽可里(1) 34341 市位 陽奈子(2) 33914 南條 姫菜(1) 33904 河邉 愛衣(2)
ハッケイ モトヤマ

2 八景 53.79 7 本山 54.50
[1] アオキ　ホノカ [2] サイトウ　アカリ [1] タカギ　アミ [2] カツノ　ナナ

60334 青木 穂乃花(2) 60342 齋藤 朱里(1) 20335 髙木 亜美(2) 20356 勝野 七菜(1)
[3] ニシワキ　ユウナ [4] ヤマダ　ハルナ [3] アラマチ　カリン [4] タニグチ　ミナ

60339 西脇 祐菜(2) 60337 山田 遥菜(2) 20355 荒町 佳凜(1) 20334 谷口 未奈(2)
ヒラオカミナミ キタコウベ

3 平岡南 53.91 8 北神戸 55.53
[1] オギノ　ソヨカ [2] スギモリ　ユイ [1] ニシワキ　ミユ [2] タカサワ　メイ

33315 荻野 颯(2) 33311 杉森 結衣(2) 24132 西脇 未結(1) 24106 髙澤 芽衣(2)
[3] ヤマモト　チサト [4] イマモト　ナナミ [3] ヨシダ　アヤナ [4] フジモト　サクラ

33312 山本 千智(2) 33321 今本 七望(1) 24130 吉田 絢菜(1) 24112 藤本 早玲(1)
オブ トヨオカキタ

4 小部 53.97 9 豊岡北 56.64
[1] オイジ　セリ [2] オキュウド　シオリ [1] キタガキ　ヒマリ [2] ミヤガキ　アコ

23415 生地 世麗(1) 23425 尾久土 栞(1) 80291 北垣 向葵(2) 80293 宮垣 晏心(2)
[3] イトウ　ミナ [4] ヤマグチ　メイ [3] タザキ　ヒナノ [4] ヤマダ　サカエ

23405 伊藤 みな(1) 23490 山口 芽映(2) 80295 田﨑 ひなの(2) 80297 山田 紗加恵(2)
オオクボ

5 大久保 54.40
[1] ミナギ　ヒナタ [2] フジモト　ナナコ

31635 皆木 ひなた(2) 31631 藤本 菜々子(2)
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

12組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カワラギチュウガッコウ ヒダカヒガシ

1 瓦木 52.59 6 日高東 55.35
[1] マツジュ　クルミ [2] トイ　ユウナ [1] オオトモ　メイリ [2] イイダ　アミ

13523 松壽 来美(1) 13521 戸井 裕菜(1) 81291 大友 命莉(2) 81206 飯田 あみ(1)
[3] ヨシダ　ココミ [4] ニシワキ　マナミ [3] マナベ　アオイ [4] キタムラ　ネネ

13576 吉田 心美(2) 13573 西脇 愛美(2) 81203 真鍋 葵(1) 81292 北村 寧々(2)
ナガサカ ナンダン

2 長坂 53.56 7 南淡 55.50
[1] ホシ　ナゴミ [2] ウシロダ　ノア [1] ミヤモト　ミウ [2] マエダ　モモカ

60433 保子 和(1) 60426 後田 乃愛(2) 72434 宮本 海羽(2) 72440 前田 桃花(1)
[3] スギハラ　マオ [4] イリエ　コノミ [3] クルメ　モモカ [4] ツノクニ　ユウキ

60427 杉原 麻央(2) 60431 入江 好美(1) 72437 久留米 桃佳(1) 72433 津國 悠希(2)
マスイ タンナン

3 増位 54.30 8 丹南 56.62
[1] タニカワ　チサト [2] キタノ　メイ [1] ミヤモト　アオイ [2] クスダ　アヤネ

40152 谷川 千怜(1) 40167 北野 芽生(2) 62762 宮本 葵(2) 62761 楠田 綾音(2)
[3] ヒラカネ　イオリ [4] フナビキ　モエ [3] カシマ　モモナ [4] ワカサ　ミク

40170 平金 伊織(2) 40172 舟引 萌恵(2) 62771 鹿島 ももな(1) 62772 若狭 弥玖(1)
スズランダイ ユリノキダイ

4 鈴蘭台 54.42 ゆりのき台 DNS
[1] マツモト　ヒロイ [2] ナカツカ　リサ

23526 松本 浩衣(2) 23525 中塚 里咲(2)
[3] モリタ　ミオ [4] アサノ　ユメ

23529 森田 実央(2) 23521 淺野 由萌(2)
ハリマミナミ

5 播磨南 54.46
[1] アンドウ　ユイ [2] ドロバット　サホ

39789 安藤 優衣(2) 39753 ドロバット さほ(1)
[3] ミチダ　サチナ [4] ウエオカ　リン

39755 道田 幸奈(1) 39751 上岡 凛(1)

13組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
シオセ ヒロハタ

1 塩瀬 52.69 6 広畑 56.14
[1] オオツボ　ナノハ [2] ババ　アヤナ [1] ヒラヤマ　フウカ [2] ゼンニュウ　サアヤ

14276 大坪 夏葉(2) 14282 馬場 彩名(2) 41343 平山 風花(1) 41337 善入 紗彩(1)
[3] アカシ　サキ [4] テラシ　リコ [3] ヤスモト　ユナ [4] ゼンニュウ　アヤメ

14201 明石 咲希(1) 14207 照 りこ(1) 41335 安本 由奈(2) 41333 善入 彩愛(2)
カワニシ タイシニシ

2 川西 53.77 7 太子西 56.34
[1] オオモリ　スミレ [2] スズキ　メイ [1] クロダ　フウカ [2] マツヌマ　アンナ

17901 大森 純鈴(2) 17903 鈴木 芽依(2) 51742 黒田 楓花(2) 51756 松沼 杏奈(1)
[3] ヤマモト　ナツミ [4] カクノ　リナ [3] バンドウ　ナナミ [4] カイ　ミツキ

17905 山本 夏生(2) 17922 角野 里奈(1) 51757 坂東 七海(1) 51740 甲斐 光稀(2)
サンヨウ キヌガワ

3 山陽 54.04 8 衣川 57.14
[1] ヒラオ　ミク [2] オオニシ　ユイ [1] ウメダ　ユウナ [2] コヤマ　アンズ

40894 平尾 みく(1) 40882 大西 結(2) 31367 梅田 祐菜(2) 31363 古山 杏(2)
[3] ヨシカワ　ユイ [4] ミナミ　アンドレア [3] マキムラ　ユウカ [4] オカモト　シズク

40895 吉川 由依(1) 40892 南 アンドレア(2) 31370 牧村 優花(2) 31374 岡本 雫(2)
イナガワ クラクエン

4 猪名川 54.39 9 苦楽園 57.17
[1] キクチ　アイキ [2] タニグチ　ユイ [1] フチガミ　カナコ [2] ナカムラ　ココネ

18512 菊池 愛祈(2) 18527 谷口 優衣(2) 13037 淵上 佳那子(1) 13038 中村 心音(1)
[3] イノウエ　ナナミ [4] タナカ　ミキ [3] カシワバラ　シホ [4] オカザキ　ミズキ

18541 井上 奈々(1) 18524 田中 美姫(2) 13033 柏原 思歩(1) 13031 岡﨑 水希(1)
ジユウガオカ

5 自由が丘 54.42
[1] ウエダ　サエ [2] タカノ　マホ

35519 上田 咲笑(1) 35587 高野 真歩(2)

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR
大会記録 49.43 大伏･藤原･松井･松永 （東播･小野） 2016 神戸総合 予選 9/29  9:15 (15-0+8)

決勝 9/29 16:55 

〈〈 予選 〉〉

14組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒメジナダ コウデラ

1 姫路灘 q 51.99 5 香寺 55.72
[1] タサク　ラン [2] イエウジ　レナ [1] コクボ　アヤ [2] フジオカ　マホ

40988 田作 らん(1) 40978 家氏 玲奈(1) 43236 小久保 亜耶(2) 43268 藤岡 真歩(1)
[3] ススダ　セナ [4] サカモト　ワコ [3] タキグチ　コトミ [4] ヤマモト　ナホ

40968 須々田 星渚(2) 40967 坂本 和子(2) 43270 瀧口 琴海(1) 43272 山本 奈歩(1)
トウコウ ゴテンヤマ

2 東光 53.15 6 御殿山 55.75
[1] ハシモト　サヤ [2] アンドウ　ミヤビ [1] マスダ　ヒナタ [2] ホ　セナ

40535 橋本 沙耶(2) 40531 安藤 雅姫(2) 17275 益田 陽向(2) 17276 許 セナ(2)
[3] ナカノ　アヤネ [4] ナカノ　コトネ [3] コナカ　アオイ [4] ウカイ　ソラ

40533 中野 絢音(2) 40534 中野 琴音(2) 17209 胡中 蒼(1) 17203 鵜飼 天海(1)
ムコヒガシ シオヤ

3 武庫東 53.71 7 塩屋 56.65
[1] イヌイ　イズミ [2] サノ　ハルナ [1] ニシムラ　ミツカ [2] オシミ　ノエ

12278 乾 衣澄(1) 12279 佐野 晴菜(1) 26255 西村 光華(1) 26251 押見 野枝(1)
[3] カガミゾノ　ナナミ [4] クロダ　ハナヨ [3] カンダ　マアヤ [4] イソノ　リサ

12277 鏡園 七海(2) 12275 黒田 華代(2) 26234 神田 摩耶(2) 26233 磯野 里紗(2)
イタミヒガシ カミコウシエン

4 伊丹東 55.09 8 上甲子園 57.96
[1] クボ　アユナ [2] イケノブ　ミナホ [1] ハルキ　トモカ [2] ニシグチ　カレン

19182 久保 歩菜(2) 19191 池信 南帆(2) 13680 春木 友花(2) 13679 西口 佳蓮(2)
[3] イノウエ　サクラ [4] オカムラ　ナホ [3] エラ　ユヅキ [4] イケダ　ハルナ

19193 井上 さくら(2) 19192 岡村 凪帆(2) 13674 恵良 悠月(2) 13673 池田 春菜(2)

15組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒメジタカオカ フタミ

1 姫路高丘 52.51 5 二見 55.09
[1] カシマ　イズミ [2] タケナカ　ミカ [1] カワムラ　ユズハ [2] ヨシザワ　カリン

40372 加島 泉水(2) 40384 竹中 美華(1) 32184 川村 柚葉(2) 32192 吉澤 佳倫(2)
[3] ゴトウ　モナ [4] イシトビ　ユキナ [3] フクトメ　カナ [4] イノウエ　ワカナ

40382 後藤 萌奈(1) 40370 石飛 優生菜(2) 32191 福留 茄奈(2) 32181 井上 稚那(2)
コウリョウ アコウヒガシ

2 甲陵 52.83 6 赤穂東 55.20
[1] イシダ　ミサキ [2] ヨシモリ　アカリ [1] モリワキ　ハルカ [2] メサキ　サヤカ

13266 石田 美沙紀(2) 13271 吉森 あかり(2) 50651 森脇 遙(1) 50656 目﨑 さやか(1)
[3] ヤマモト　ソラ [4] イトウ　リコ [3] イマミヤ　ユイナ [4] ナカオ　ハルノ

13256 山本 そら(2) 13285 伊藤 里子(1) 50658 今宮 結菜(1) 50655 中尾 遙乃(1)
コウブ ヤマグチ

3 甲武 53.18 7 山口 56.22
[1] マツモト　ナオ [2] フジワラ　ミウ [1] スズキ　カリン [2] ナカ　レイラ

13449 松本 直(2) 13450 藤原 美羽(2) 14123 鈴木 花凛(1) 14185 中 玲来(2)
[3] クスモト　ツムギ [4] シオタ　カコ [3] ワキザカ　ハルナ [4] カミカワ　サキ

13462 楠本 つむぎ(1) 13463 塩田 華子(1) 14188 脇坂 春菜(2) 14121 上川 紗季(1)
モトヤマミナミ ウエガハラ

4 本山南 54.23 上ケ原 DQ R2
[1] ウエダ　ミサキ [2] マツガキ　アカリ [1] ミヤザキ　リン [2] イシヤマ　ハカネ

20640 上田 深咲(2) 20636 松垣 明梨(2) 13161 宮﨑 凛(1) 13102 石山 羽歌音(2)
[3] オカノ　モエカ [4] シミズ　ユイハ [3] ムラカミ　アオイ [4] アリイ　モモミ

20645 岡野 萌果(2) 20646 清水 唯羽(2) 13162 村上 葵彩(1) 13101 有井 萌々美(2)

q:プラスによる進出    DQ:失格  
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リザルトリスト
兵庫県中学校陸上競技新人大会[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

１．２年女子4x100mR
大会記録 49.43 大伏･藤原･松井･松永 （東播･小野） 2016 神戸総合 予選 9/29  9:15 (15-0+8)

決勝 9/29 16:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
ユラ

1 由良 49.46
[1] ヨシモト　リン [2] カダ　ミユウ

70445 由本 凛(2) 70440 加田 実優(2)
[3] スエ　キアラ [4] カダ　ミサキ

70443 須恵 樹杏良(2) 70439 加田 実咲(2)
ヒラオカ

2 平岡 50.05
[1] キハラ　ミナエ [2] サオカ　サツキ

33223 木原 美苗(2) 33225 佐岡 沙都紀(2)
[3] タニグチ　アミ [4] ミツヤス　シズク

33227 谷口 亜実(2) 33230 光安 しずく(2)
ベフ

3 別府 51.37
[1] ナイトウ　アカリ [2] カワシモ　サリハ

33535 内藤 星(2) 33537 川下 さりは(2)
[3] ヨコヤマ　ハナエ [4] コヤマ　サクラ

33536 横山 英恵(2) 33533 小山 さくら(2)
ヒオカ

4 氷丘 51.73
[1] ホリイ　ミア [2] オシキリ　サラ

32901 堀井 美杏(2) 32903 押切 咲楽(2)
[3] ニシジマ　アヤ [4] ヨシイ　アユ

32914 西嶋 彩(1) 32904 好井 愛結(2)
ゴシキ

5 五色 51.84
[1] ミナミ　ユウキ [2] ヤマサキ　リリヤ

74017 南 裕妃(1) 74014 山﨑 リリヤ(1)
[3] ヨケ　カノコ [4] ヨシオカ　ユイナ

74010 除 佳乃子(2) 74007 吉岡 唯菜(2)
オノ

6 小野 52.21
[1] フジモト　ユイ [2] マツナガ　ナオコ

37117 藤本 結衣(1) 37105 松永 尚子(2)
[3] カジオ　サチ [4] ナカガワ　ソナ

37112 梶尾 彩智(1) 37104 中川 朔那(2)
ヒメジナダ

7 姫路灘 52.32
[1] タサク　ラン [2] イエウジ　レナ

40988 田作 らん(1) 40978 家氏 玲奈(1)
[3] ススダ　セナ [4] サカモト　ワコ

40968 須々田 星渚(2) 40967 坂本 和子(2)
イブキダイ

井吹台 DQ R3
[1] ナカムラ　リナ [2] コバヤシ　マオ

29616 中村 莉奈(1) 29683 小林  真緒(2)
[3] ナカフナイ　サヤカ [4] キシダ　マオ

29687 仲舟井  さや香(2) 29692 岸田  茉緒(2)

DQ:失格  
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種　目 １．２年女子走高跳決勝1組 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/29 開始時刻 12:04 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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62

9 20044
ハラダ　リコ コウヨウ o xo o o xxo xxo xxx 1.56 5 1

原田　梨子(05) 向洋(2)

24 19592
イチヒ　ナホ テンノウジガワ - o xo xxo xo xxx 1.53 4 2

一樋　菜穂(05) 天王寺川(2)

12 41537
ドイ　カレン アサヒチュウ - o xo o xxx 1.50 1 3

土井　果恋(05) 朝日(2)

23 27842
ナカタニ　サヤ ヒラノ o o o xxx 1.45 4

中谷　紗也(05) 平野(2)

6 14521
カノウ　アヤカ フカズ xo xo o xxx 1.45 2 5加納　采佳(05) 深津(2)

2 20656
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ o o xo xxx 1.45 1 6

竹井　ひなた(07) 本山南(1)

4 22905
オオヒラ　キコ カラト o o xo xxx 1.45 1 6

大平　稀子(05) 唐櫃(2)

13 12309
クチマル　ヒナ オゾノ o o xo xxx 1.45 1 6

口丸　陽菜(06) 小園(2)

18 40174
マツノシタ　カノン マスイ - o xxx 1.40 9

松ノ下　佳暖(05) 増位(2)

1 25602
ツジノ　カレア ヒガシオチアイ xxo xo xxx 1.40 3 10

辻野　かれあ(05) 東落合(2)

20 70444
ハタヤマ　マユカ ユラ o xxo xxx 1.40 2 11畑山　真有香(06) 由良(2)

26 20773
ノダ　コハネ タカショウ o xxo xxx 1.40 2 11

野田　瑚羽(06) 鷹匠(1)

3 13859
ハヤカワ　マオ ナルオ xo xxo xxx 1.40 3 13

早川　真央(06) 鳴尾(2)

10 24106
タカサワ　メイ キタコウベ o xxx 1.35 14

髙澤　芽衣(06) 北神戸(2)

17 10362
ハットリ　ミサキ ニッシン o xxx 1.35 14

服部　美咲(05) 日新(2)

19 38125
フジモト　リオン ヤシロ o xxx 1.35 14藤本　凛桜(05) 社(2)

21 16721
ノグチ　ホノカ ミナミヒバリガオカ o xxx 1.35 14

野口　穂乃佳(05) 南ひばりガ丘(2)

22 72083
バンドウ　ユヅキ ミハラ o xxx 1.35 14

坂東　佑月(05) 三原(2)

28 33535
ナイトウ　アカリ ベフ o xxx 1.35 14

内藤　星(05) 別府(2)

14 31963
モチヅキ　ホノミ ウオズミ xo xxx 1.35 1 20

望月　誉乃美(05) 魚住(2)

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 １．２年女子走高跳決勝1組 記録表　   P  2  

審 判 長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/29 開始時刻 12:04 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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62

16 18148
マトバ　サチ ヒガシタニ xo xxx 1.35 1 20

的場　倖(05) 東谷(2)

27 12276
ウエダ　リン ムコヒガシ xxo xxx 1.35 2 22

上田　鈴(06) 武庫東(2)

29 40966
コバヤシ　アオイ ヒメジナダ xxo xxx 1.35 2 22

小林　蒼生(06) 姫路灘(2)

7 16280
ハセガワ　カリン ホウバイ xxx

長谷川　佳凜(06) 宝梅(1)

8 38137
フジモト　カリン ヤシロ xxx

藤本　華望(06) 社(1)

11 50764
ウエダ　カズミ アコウニシ xxx

上田　和弥(05) 赤穂西(2)

15 72093
ヒサイ　ユウヒ ミハラ xxx

久井　悠妃(05) 三原(2)

25 29152
ソノダ　セリ オオハラ xxx

園田　瀬利(05) 大原(2)

5 13848
オクノ　ヒヨリ ナルオ

奧埜　日和(05) 鳴尾(2)

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 １．２年女子走幅跳決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審 判 長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/28 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新人大会 コード 19283002 記 録 主 任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

5 21301
マスナガ　ココネ ツツイダイ

× 5.11 -0.6 5.11 +0.1 5.11 -0.6 7 5.28 +0.4 × 5.02 -0.5 5.28 +0.4 1舛永　心音(06) 筒井台(2)

17 33533
コヤマ　サクラ ベフ

5.16 0.0 4.92 -1.0 5.21 -0.8 5.21 -0.8 8 × 5.22 -0.5 5.11 -0.5 5.22 -0.5 2小山　さくら(06) 別府(2)

11 13573
ニシワキ　マナミ カワラギチュウガッコウ

5.07 +0.9 4.90 +0.2 4.86 +0.4 5.07 +0.9 6 5.13 0.0 4.92 0.0 4.84 -2.0 5.13 0.0 3西脇　愛美(05) 瓦木(2)

10 29521
イシダ　リンカ セイリョウダイ

5.04 +0.7 × 4.77 -0.2 5.04 +0.7 5 4.95 0.0 4.58 -0.6 4.86 -1.6 5.04 +0.7 4石田　凜花(05) 星陵台(2)

20 35587
タカノ　マホ ジユウガオカ

4.76 0.0 4.96 -0.7 5.01 -1.1 5.01 -1.1 4 4.95 0.0 4.57 -0.4 4.64 -1.3 5.01 -1.1 5高野　真歩(06) 自由が丘(2)

16 35430
フジイ　カエデ ミドリガオカ

4.92 -0.4 4.99 -1.3 4.74 0.0 4.99 -1.3 3 4.86 0.0 4.93 +0.8 4.88 -1.5 4.99 -1.3 6藤井　楓(05) 緑が丘(2)

15 41073
キヌガワ　ミオ シカマヒガシ

↓ 4.99 0.0 × 4.99 0.0 2 × × 4.55 -0.9 4.99 0.0 7衣川　美生(05) 飾磨東(2)

19 19312
ヨシザワ　リナ イタミミナミ

4.96 +0.8 4.76 +0.1 × 4.96 +0.8 1 4.65 -0.7 4.97 +0.4 × 4.97 +0.4 8吉澤　梨杏(05) 伊丹南(2)

3 13271
ヨシモリ　アカリ コウリョウ

4.93 +0.5 4.92 -1.2 4.83 -0.4 4.93 +0.5 4.93 +0.5 9吉森　あかり(05) 甲陵(2)

9 74014
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ

4.88 0.0 ↓ 4.85 -0.1 4.88 0.0 4.88 0.0 10山﨑　リリヤ(06) 五色(1)

4 70215
シマダ　カンナ セイウン

↓ 4.75 -0.1 4.84 +0.2 4.84 +0.2 4.84 +0.2 11島田　栞那(05) 青雲(2)

18 43590
スエト　サクラ カミカワ

× 4.80 +0.4 4.82 -0.1 4.82 -0.1 4.82 -0.1 12末戸　さくら(06) 神河(2)

1 39414
イケダ　シュリ イナミ

× × ↓池田　朱里(06) 稲美(1)

2 14286
ヨシモト　コユキ シオセ

× ↓ ×吉本　こゆき(06) 塩瀬(2)

6 50770
ヨコタ　ミチル アコウニシ

↓ ↓ ↓横田　みちる(05) 赤穂西(2)

7 45851
ミキ　クルミ オオマト

× ↓ ↓三木　胡桃(06) 大的(1)

8 33902
ササイ　ココロ リョウナン

× × ↓笹井　こころ(05) 陵南(2)

12 13449
マツモト　ナオ コウブ

× ↓ ↓松本　直(05) 甲武(2)

13 20537
ハルナ　ユズキ ミカゲ

↓ × ×春名　柚希(06) 御影(2)

14 27101
クマノ　ナナ コウベナガサカ

↓ × ↓熊野　菜々(05) 神戸長坂(2)

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 １．２年女子砲丸投決勝1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 田邉　幸広

期　　日 2019/09/29 開始時刻 09:45 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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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 窪田博紀

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

2 33445
ナガイ　アヤカ ハマノミヤ

11.37 11.48 12.25 12.25 8 12.42 11.79 12.28 12.42 1永井　彩花(06) 浜の宮(2)

3 40173
ホリ　モモエ マスイ

× 10.21 10.12 10.21 5 10.87 9.79 10.66 10.87 2堀　桃萌(06) 増位(2)

13 32276
カワイ　ミユウ オオクボキタ

9.65 10.43 10.75 10.75 7 10.40 10.31 10.16 10.75 3
河合　美憂(06) 大久保北(2)

11 19186
ニシカワ　イヅキ イタミヒガシ

9.71 9.43 9.79 9.79 1 10.38 10.53 10.27 10.53 4西川　稜月(05) 伊丹東(2)

10 43592
コバヤシ　ユイ カミカワ

× 10.10 9.57 10.10 4 10.50 9.01 10.30 10.50 5小林　優生(06) 神河(2)

12 12277
カガミゾノ　ナナミ ムコヒガシ

10.22 10.32 － 10.32 6 8.93 9.67 10.18 10.32 6鏡園　七海(06) 武庫東(2)

14 41071
アダチ　エリナ シカマヒガシ

9.84 9.74 9.85 9.85 3 9.83 10.05 10.18 10.18 7
安達　江里菜(05) 飾磨東(2)

1 39642
イノセ　ミヅキ ハリマ

× 8.77 9.82 9.82 2 9.56 9.73 9.83 9.83 8猪瀬　弥月(06) 播磨(2)

7 33071
イシダ　サナ カコガワヤマテ

8.52 9.03 9.23 9.23 9.23 9石田　紗奈(05) 加古川山手(2)

9 19310
フナビキ　カホ イタミミナミ

8.83 9.00 9.13 9.13 9.13 10
舩引　夏帆(05) 伊丹南(2)

5 28113
ヨシムラ　サホ タイサンジ

8.64 9.01 × 9.01 9.01 11𠮷村　咲穂(05) 太山寺(2)

8 31570
アライ　マツリ ボウカイ

8.18 7.57 8.84 8.84 8.84 12新井　万都里(05) 望海(2)

6 39405
ヤスオカ　マナ イナミ

8.81 8.78 8.53 8.81 8.81 13
安岡　真菜(05) 稲美(2)

4 45960
マツバ　コトネ ヤスムロ

× 8.80 × 8.80 8.80 14松場　琴音(05) 安室(2)

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 １．２年女子円盤投決勝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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

1 33445
ナガイ　アヤカ ハマノミヤ

○ ↓ 31.13 31.13 8 × 33.13 ↓ 33.13 1 GR 
永井　彩花(06) 浜の宮(2)

25 12277
カガミゾノ　ナナミ ムコヒガシ

○ 26.59 ↓ 26.59 7 ↓ ↓ ↓ 26.59 2鏡園　七海(06) 武庫東(2)

23 33071
イシダ　サナ カコガワヤマテ

○ ↑ 25.20 25.20 6 ↑ ↓ 26.36 26.36 3
石田　紗奈(05) 加古川山手(2)

2 41071
アダチ　エリナ シカマヒガシ

24.91 ↓ ↓ 24.91 5 ↓ 25.86 ↓ 25.86 4安達　江里菜(05) 飾磨東(2)

6 40173
ホリ　モモエ マスイ

24.22 ↓ ↓ 24.22 4 ↑ ↓ 25.11 25.11 5堀　桃萌(06) 増位(2)

14 31571
ササタニ　ミウ ボウカイ

× × 23.33 23.33 1 × ↑ 23.99 23.99 6笹谷　美羽(05) 望海(2)

16 39645
ナカオ　セイラ ハリマ

○ 23.40 ↓ 23.40 2 ↓ ↓ 23.73 23.73 7
中尾　聖良(05) 播磨(2)

9 28113
ヨシムラ　サホ タイサンジ

× ↓ 23.50 23.50 3 ↓ ↓ × 23.50 8𠮷村　咲穂(05) 太山寺(2)

7 43592
コバヤシ　ユイ カミカワ

↓ 22.99 ↓ 22.99 22.99 9小林　優生(06) 神河(2)

4 12702
ウエナカ　ハノン ニシノミヤハマ

22.75 ↓ × 22.75 22.75 10
上中　遥音(05) 西宮浜(2)

27 29144
コニシ　ノア オオハラ

○ 22.74 ↓ 22.74 22.74 11小西　乃愛(05) 大原(2)

26 14079
オカモト　ナナミ ガクブン

○ 22.72 ↓ 22.72 22.72 12岡本　七海(05) 学文(2)

10 33449
オオニシ　ナナホ ハマノミヤ

○ 22.69 ↓ 22.69 22.69 13
大西　菜々穂(05) 浜の宮(2)

3 39642
イノセ　ミヅキ ハリマ

○ × 22.46 22.46 22.46 14猪瀬　弥月(06) 播磨(2)

11 45960
マツバ　コトネ ヤスムロ

○ 22.39 ↓ 22.39 22.39 15松場　琴音(05) 安室(2)

18 34342
カトウ　メイ ホウデン

↓ 22.25 ↓ 22.25 22.25 16加藤　愛結(05) 宝殿(2)

20 17768
ヨシカワ　トモハ メイホウ

↓ ○ 22.22 22.22 22.22 17
吉川　友葉(05) 明峰(2)

12 12710
フジサキ　ケイト ニシノミヤハマ

○ 21.82 ↓ 21.82 21.82 18藤崎　恵杜(06) 西宮浜(2)

13 50693
コニシ　モミジ アコウヒガシ

21.71 ↓ × 21.71 21.71 19小西　紅葉(05) 赤穂東(2)

15 32276
カワイ　ミユウ オオクボキタ

↓ 21.63 ↓ 21.63 21.63 20
河合　美憂(06) 大久保北(2)

5 36200
ノムラ　スズネ カシマ

↓ × ↓野村　鈴音(05) 鹿島(2)

8 45954
イトウ　ユズ ヤスムロ

↓ × ↓井藤　柚吹(05) 安室(2)

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 １．２年女子円盤投決勝1組 [ ] 記録表　   P  2  

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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

17 14522
ササキ　ナオミ フカズ

↓ ↓ ×佐々木　直美(06) 深津(2)

19 33707
タケモト　ユウカ カンキ

↓ ↓ ↓竹本　優花(05) 神吉(2)

21 14475
ナカノ　ヒカリ マサゴチュウガッコウ

↓ ↓ ↓
中野　日花里(05) 真砂(2)

22 33530
ヤマモト　ナツ ベフ

× × ×山本　奈津(05) 別府(2)

24 40887
キヨセ　ナナ サンヨウ

↓ ↓ ↓清瀬　奈那(06) 山陽(2)

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新人大会[19283002] 審判長 菅野　清輝
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子100mH [76.2cm]
大会記録 14.40 松永　朋子 （東播・小野） 2016 神戸総合 決勝 9/28  9:15 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-1.0 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
タカハシ　ユウリ ユリノキダイ 745 シミズ　ユイハ モトヤマミナミ 714

1 60934 髙橋　侑李(2) ゆりのき台 15.75 1 20646 清水　唯羽(2) 本山南 16.00
ナカガワ　ソナ オノ 740 ウエオカ　リン ハリマミナミ 709

2 37104 中川　朔那(2) 小野 15.79 2 39751 上岡　凛(1) 播磨南 16.04
ツボタ　マドカ タイサンジ 722 ヤマモト　ソラ コウリョウ 690

3 28111 坪田　まどか(2) 太山寺 15.94 3 13256 山本　そら(2) 甲陵 16.20
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ 718 オカノ　モエカ モトヤマミナミ 626

4 33311 杉森　結衣(2) 平岡南 15.97 4 20645 岡野　萌果(2) 本山南 16.74
ヤマモト　サヤ カンキ 679 アリヤダ　チヒロ カンキ 608

5 33711 山本　咲綾(2) 神吉 16.29 5 33701 有屋田　千尋(2) 神吉 16.90
ヤナギ　ミユキ アクラ 672 ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ 580

6 16832 栁　美幸(2) 安倉 16.35 6 13576 吉田　心美(2) 瓦木 17.15
サオカ　サツキ ヒラオカ 665 ツジイ　ナナハ ハマノミヤ 552

7 33225 佐岡　沙都紀(2) 平岡 16.41 7 33444 辻井　七葉(2) 浜の宮 17.40
サカモト　ワコ ヒメジナダ 654 コタニ　リノ カイバラ -

8 40967 坂本　和子(2) 姫路灘 16.50 64121 小谷　梨乃(2) 柏原 DNS

3組 (-1.0 m/s) 4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
ヤマグチ　マオ イマヅ 600 イシノ　タマキ ハリマ 644

1 13780 山口　舞桜(2) 今津 16.97 1 39641 石野　多麻季(2) 播磨 16.59
シバタ　クルミ ニシワキミナミ 586 オシキリ　サラ ヒオカ 549

2 34755 柴田　くるみ(2) 西脇南 17.09 2 32903 押切　咲楽(2) 氷丘 17.43
ミヤザキ　カホ カミカワ 565 ハラダ　リコ コウヨウ 547

3 43503 宮﨑　夏帆(1) 神河 17.28 3 20044 原田　梨子(2) 向洋 17.45
コウモト　ミサキ オオハラ 527 ハタヤマ　マユカ ユラ 508

4 29151 髙本　美咲(2) 大原 17.63 4 70444 畑山　真有香(2) 由良 17.81
ハヤカワ　マオ ナルオ 464 オギノ　ソヨカ ヒラオカミナミ 500

5 13859 早川　真央(2) 鳴尾 18.24 5 33315 荻野　颯(2) 平岡南 17.89
セト　ユナ ニシノミヤハマ 421 ゼンニュウ　アヤメ ヒロハタ 474

6 12706 瀬戸　優那(2) 西宮浜 18.68 6 41333 善入　彩愛(2) 広畑 18.14
イチヒ　ナホ テンノウジガワ 418 バンドウ　ユヅキ ミハラ 380

7 19592 一樋　菜穂(2) 天王寺川 18.71 7 72083 坂東　佑月(2) 三原 19.11
クスミ　カリン ユリノキダイ - コウノ　カノン アコウニシ 0

60932 久須美　果林(2) ゆりのき台 DNS 8 50773 河野　愛乃(1) 赤穂西 38.43

5組 (-0.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
ホ　セナ ゴテンヤマ 595

1 17276 許　セナ(2) 御殿山 17.01
ソノダ　セリ オオハラ 571

2 29152 園田　瀬利(2) 大原 17.23
モリイ　メイ リョウナン 529

3 33903 森井　芽生(2) 陵南 17.61
イケノブ　ミナホ イタミヒガシ 525

4 19191 池信　南帆(2) 伊丹東 17.65
ナイトウ　アカリ ベフ 482

5 33535 内藤　星(2) 別府 18.06
フジモト　リオン ヤシロ 445

6 38125 藤本　凛桜(2) 社 18.43
ウエダ　カズミ アコウニシ 339

7 50764 上田　和弥(2) 赤穂西 19.57
ヤスモト　ユナ ヒロハタ 288

8 41335 安本　由奈(2) 広畑 20.17

DNS:欠場  

Powerd by AthleteRanking.com



種　目 １．２年女子 四種競技 砲丸投1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 菅野　清輝

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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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 33311
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

8.98 9.03 ↓ 9.03 9.03 1 466杉森　結衣(05) 平岡南(2)

2 33444
ツジイ　ナナハ ハマノミヤ

8.46 8.92 ↓ 8.92 8.92 2 459辻井　七葉(05) 浜の宮(2)

32 33535
ナイトウ　アカリ ベフ

8.18 ↓ 8.80 8.80 8.80 3 451
内藤　星(05) 別府(2)

11 12706
セト　ユナ ニシノミヤハマ

8.68 ↓ × 8.68 8.68 4 443瀬戸　優那(05) 西宮浜(2)

33 13256
ヤマモト　ソラ コウリョウ

8.64 ↓ ↓ 8.64 8.64 5 441山本　そら(05) 甲陵(2)

8 37104
ナカガワ　ソナ オノ

7.40 7.55 8.34 8.34 8.34 6 421中川　朔那(05) 小野(2)

12 50764
ウエダ　カズミ アコウニシ

8.11 ↓ ↓ 8.11 8.11 7 406
上田　和弥(05) 赤穂西(2)

21 13576
ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ

7.42 8.01 8.10 8.10 8.10 8 406吉田　心美(05) 瓦木(2)

20 29152
ソノダ　セリ オオハラ

7.82 8.10 ↓ 8.10 8.10 9 406園田　瀬利(05) 大原(2)

16 41335
ヤスモト　ユナ ヒロハタ

7.52 7.85 8.01 8.01 8.01 10 400
安本　由奈(05) 広畑(2)

22 29151
コウモト　ミサキ オオハラ

7.75 ↓ ↓ 7.75 7.75 11 383髙本　美咲(05) 大原(2)

13 20044
ハラダ　リコ コウヨウ

6.90 7.72 ↓ 7.72 7.72 12 381原田　梨子(05) 向洋(2)

15 16832
ヤナギ　ミユキ アクラ

7.39 7.67 ↓ 7.67 7.67 13 378
栁　美幸(05) 安倉(2)

29 13780
ヤマグチ　マオ イマヅ

7.07 7.50 7.65 7.65 7.65 14 377山口　舞桜(05) 今津(2)

9 41333
ゼンニュウ　アヤメ ヒロハタ

7.23 7.57 ↓ 7.57 7.57 15 372善入　彩愛(05) 広畑(2)

38 39641
イシノ　タマキ ハリマ

6.72 7.51 × 7.51 7.51 16 368石野　多麻季(05) 播磨(2)

10 34755
シバタ　クルミ ニシワキミナミ

7.34 ↓ × 7.34 7.34 17 357
柴田　くるみ(05) 西脇南(2)

30 19592
イチヒ　ナホ テンノウジガワ

7.22 ↓ ↓ 7.22 7.22 18 349一樋　菜穂(05) 天王寺川(2)

31 72083
バンドウ　ユヅキ ミハラ

6.98 × 7.10 7.10 7.10 19 341坂東　佑月(05) 三原(2)

24 60934
タカハシ　ユウリ ユリノキダイ

5.88 6.95 7.01 7.01 7.01 20 336
髙橋　侑李(05) ゆりのき台(2)

26 50773
コウノ　カノン アコウニシ

6.92 ↓ ↓ 6.92 6.92 21 330河野　愛乃(06) 赤穂西(1)

28 19191
イケノブ　ミナホ イタミヒガシ

6.92 ↓ ↓ 6.92 6.92 21 330池信　南帆(05) 伊丹東(2)

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 １．２年女子 四種競技 砲丸投1組 [ ] 記録表　   P  2  

審判長 菅野　清輝

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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

1 33315
オギノ　ソヨカ ヒラオカミナミ

6.37 6.91 ↓ 6.91 6.91 23 329荻野　颯(05) 平岡南(2)

35 39751
ウエオカ　リン ハリマミナミ

6.91 ↓ × 6.91 6.91 24 329上岡　凛(06) 播磨南(1)

7 20646
シミズ　ユイハ モトヤマミナミ

6.75 ↓ ↓ 6.75 6.75 25 319
清水　唯羽(05) 本山南(2)

18 40967
サカモト　ワコ ヒメジナダ

6.72 ↓ ↓ 6.72 6.72 26 317坂本　和子(05) 姫路灘(2)

39 20645
オカノ　モエカ モトヤマミナミ

× 6.01 6.59 6.59 6.59 27 309岡野　萌果(05) 本山南(2)

36 33701
アリヤダ　チヒロ カンキ

6.10 ↓ 6.57 6.57 6.57 28 308有屋田　千尋(05) 神吉(2)

40 28111
ツボタ　マドカ タイサンジ

6.27 ↓ 6.36 6.36 6.36 29 294
坪田　まどか(06) 太山寺(2)

25 43503
ミヤザキ　カホ カミカワ

6.24 ↓ ↓ 6.24 6.24 30 287宮﨑　夏帆(06) 神河(1)

19 13859
ハヤカワ　マオ ナルオ

5.92 6.21 ↓ 6.21 6.21 31 285早川　真央(06) 鳴尾(2)

27 38125
フジモト　リオン ヤシロ

5.86 6.14 ↓ 6.14 6.14 32 280
藤本　凛桜(05) 社(2)

34 70444
ハタヤマ　マユカ ユラ

5.13 5.69 6.01 6.01 6.01 33 272畑山　真有香(06) 由良(2)

23 33903
モリイ　メイ リョウナン

5.95 ↓ ↓ 5.95 5.95 34 268森井　芽生(05) 陵南(2)

4 33711
ヤマモト　サヤ カンキ

5.38 5.80 ↓ 5.80 5.80 35 259
山本　咲綾(05) 神吉(2)

17 32903
オシキリ　サラ ヒオカ

5.69 ↓ ↓ 5.69 5.69 36 252押切　咲楽(06) 氷丘(2)

14 17276
ホ　セナ ゴテンヤマ

5.49 ↓ ↓ 5.49 5.49 37 239許　セナ(06) 御殿山(2)

3 60932
クスミ　カリン ユリノキダイ

久須美　果林(05) ゆりのき台(2)

5 64121
コタニ　リノ カイバラ

小谷　梨乃(05) 柏原(2)

37 33225
サオカ　サツキ ヒラオカ

佐岡　沙都紀(05) 平岡(2)

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 １．２年女子 四種競技 砲丸投1組 [ ] 記録表　   P  1  

審判長 菅野　清輝

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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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 33311
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

8.98 9.03 ↓ 9.03 9.03 1 466杉森　結衣(05) 平岡南(2)

2 33444
ツジイ　ナナハ ハマノミヤ

8.46 8.92 ↓ 8.92 8.92 2 459辻井　七葉(05) 浜の宮(2)

32 33535
ナイトウ　アカリ ベフ

8.18 ↓ 8.80 8.80 8.80 3 451
内藤　星(05) 別府(2)

11 12706
セト　ユナ ニシノミヤハマ

8.68 ↓ × 8.68 8.68 4 443瀬戸　優那(05) 西宮浜(2)

33 13256
ヤマモト　ソラ コウリョウ

8.64 ↓ ↓ 8.64 8.64 5 441山本　そら(05) 甲陵(2)

8 37104
ナカガワ　ソナ オノ

7.40 7.55 8.34 8.34 8.34 6 421中川　朔那(05) 小野(2)

12 50764
ウエダ　カズミ アコウニシ

8.11 ↓ ↓ 8.11 8.11 7 406
上田　和弥(05) 赤穂西(2)

21 13576
ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ

7.42 8.01 8.10 8.10 8.10 8 406吉田　心美(05) 瓦木(2)

20 29152
ソノダ　セリ オオハラ

7.82 8.10 ↓ 8.10 8.10 9 406園田　瀬利(05) 大原(2)

16 41335
ヤスモト　ユナ ヒロハタ

7.52 7.85 8.01 8.01 8.01 10 400
安本　由奈(05) 広畑(2)

22 29151
コウモト　ミサキ オオハラ

7.75 ↓ ↓ 7.75 7.75 11 383髙本　美咲(05) 大原(2)

13 20044
ハラダ　リコ コウヨウ

6.90 7.72 ↓ 7.72 7.72 12 381原田　梨子(05) 向洋(2)

15 16832
ヤナギ　ミユキ アクラ

7.39 7.67 ↓ 7.67 7.67 13 378
栁　美幸(05) 安倉(2)

29 13780
ヤマグチ　マオ イマヅ

7.07 7.50 7.65 7.65 7.65 14 377山口　舞桜(05) 今津(2)

9 41333
ゼンニュウ　アヤメ ヒロハタ

7.23 7.57 ↓ 7.57 7.57 15 372善入　彩愛(05) 広畑(2)

38 39641
イシノ　タマキ ハリマ

6.72 7.51 × 7.51 7.51 16 368石野　多麻季(05) 播磨(2)

10 34755
シバタ　クルミ ニシワキミナミ

7.34 ↓ × 7.34 7.34 17 357
柴田　くるみ(05) 西脇南(2)

30 19592
イチヒ　ナホ テンノウジガワ

7.22 ↓ ↓ 7.22 7.22 18 349一樋　菜穂(05) 天王寺川(2)

31 72083
バンドウ　ユヅキ ミハラ

6.98 × 7.10 7.10 7.10 19 341坂東　佑月(05) 三原(2)

24 60934
タカハシ　ユウリ ユリノキダイ

5.88 6.95 7.01 7.01 7.01 20 336
髙橋　侑李(05) ゆりのき台(2)

26 50773
コウノ　カノン アコウニシ

6.92 ↓ ↓ 6.92 6.92 21 330河野　愛乃(06) 赤穂西(1)

28 19191
イケノブ　ミナホ イタミヒガシ

6.92 ↓ ↓ 6.92 6.92 21 330池信　南帆(05) 伊丹東(2)

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 １．２年女子 四種競技 砲丸投1組 [ ] 記録表　   P  2  

審判長 菅野　清輝

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新人大会 コード 19283002 記録主任 火置　達磨

主催団体名 (一財)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

1 33315
オギノ　ソヨカ ヒラオカミナミ

6.37 6.91 ↓ 6.91 6.91 23 329荻野　颯(05) 平岡南(2)

35 39751
ウエオカ　リン ハリマミナミ

6.91 ↓ × 6.91 6.91 24 329上岡　凛(06) 播磨南(1)

7 20646
シミズ　ユイハ モトヤマミナミ

6.75 ↓ ↓ 6.75 6.75 25 319
清水　唯羽(05) 本山南(2)

18 40967
サカモト　ワコ ヒメジナダ

6.72 ↓ ↓ 6.72 6.72 26 317坂本　和子(05) 姫路灘(2)

39 20645
オカノ　モエカ モトヤマミナミ

× 6.01 6.59 6.59 6.59 27 309岡野　萌果(05) 本山南(2)

36 33701
アリヤダ　チヒロ カンキ

6.10 ↓ 6.57 6.57 6.57 28 308有屋田　千尋(05) 神吉(2)

40 28111
ツボタ　マドカ タイサンジ

6.27 ↓ 6.36 6.36 6.36 29 294
坪田　まどか(06) 太山寺(2)

25 43503
ミヤザキ　カホ カミカワ

6.24 ↓ ↓ 6.24 6.24 30 287宮﨑　夏帆(06) 神河(1)

19 13859
ハヤカワ　マオ ナルオ

5.92 6.21 ↓ 6.21 6.21 31 285早川　真央(06) 鳴尾(2)

27 38125
フジモト　リオン ヤシロ

5.86 6.14 ↓ 6.14 6.14 32 280
藤本　凛桜(05) 社(2)

34 70444
ハタヤマ　マユカ ユラ

5.13 5.69 6.01 6.01 6.01 33 272畑山　真有香(06) 由良(2)

23 33903
モリイ　メイ リョウナン

5.95 ↓ ↓ 5.95 5.95 34 268森井　芽生(05) 陵南(2)

4 33711
ヤマモト　サヤ カンキ

5.38 5.80 ↓ 5.80 5.80 35 259
山本　咲綾(05) 神吉(2)

17 32903
オシキリ　サラ ヒオカ

5.69 ↓ ↓ 5.69 5.69 36 252押切　咲楽(06) 氷丘(2)

14 17276
ホ　セナ ゴテンヤマ

5.49 ↓ ↓ 5.49 5.49 37 239許　セナ(06) 御殿山(2)

3 60932
クスミ　カリン ユリノキダイ

久須美　果林(05) ゆりのき台(2)

5 64121
コタニ　リノ カイバラ

小谷　梨乃(05) 柏原(2)

37 33225
サオカ　サツキ ヒラオカ

佐岡　沙都紀(05) 平岡(2)

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新人大会[19283002] 審判長 菅野　清輝
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子200m
大会記録 25.09 藤原　采音 （東播･小野） 2015 神戸総合 決勝 9/28 15:50 

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-0.6 m/s) 2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
イケノブ　ミナホ イタミヒガシ 612 ヤマモト　サヤ カンキ 661

1 19191 池信　南帆(2) 伊丹東 28.24 1 33711 山本　咲綾(2) 神吉 27.62
フジモト　リオン ヤシロ 585 ホ　セナ ゴテンヤマ 614

2 38125 藤本　凛桜(2) 社 28.59 2 17276 許　セナ(2) 御殿山 28.21
ウエダ　カズミ アコウニシ 570 ヤマグチ　マオ イマヅ 600

3 50764 上田　和弥(2) 赤穂西 28.79 3 13780 山口　舞桜(2) 今津 28.40
ヤスモト　ユナ ヒロハタ 568 オシキリ　サラ ヒオカ 597

4 41335 安本　由奈(2) 広畑 28.81 4 32903 押切　咲楽(2) 氷丘 28.43
アリヤダ　チヒロ カンキ 551 コウモト　ミサキ オオハラ 571

5 33701 有屋田　千尋(2) 神吉 29.05 5 29151 髙本　美咲(2) 大原 28.78
オカノ　モエカ モトヤマミナミ 535 シバタ　クルミ ニシワキミナミ 505

6 20645 岡野　萌果(2) 本山南 29.26 6 34755 柴田　くるみ(2) 西脇南 29.68
バンドウ　ユヅキ ミハラ 528 ゼンニュウ　アヤメ ヒロハタ 495

7 72083 坂東　佑月(2) 三原 29.35 7 41333 善入　彩愛(2) 広畑 29.81
セト　ユナ ニシノミヤハマ 514 ミヤザキ　カホ カミカワ 484

8 12706 瀬戸　優那(2) 西宮浜 29.55 8 43503 宮﨑　夏帆(1) 神河 29.97
コウノ　カノン アコウニシ 472 ハタヤマ　マユカ ユラ 455

9 50773 河野　愛乃(1) 赤穂西 30.14 9 70444 畑山　真有香(2) 由良 30.39

3組 (0.0 m/s) 4組 (-0.6 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
サカモト　ワコ ヒメジナダ 633 スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ 707

1 40967 坂本　和子(2) 姫路灘 27.97 1 33311 杉森　結衣(2) 平岡南 27.06
ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ 622 タカハシ　ユウリ ユリノキダイ 632

2 13576 吉田　心美(2) 瓦木 28.11 2 60934 髙橋　侑李(2) ゆりのき台 27.99
ウエオカ　リン ハリマミナミ 604 ヤナギ　ミユキ アクラ 630

3 39751 上岡　凛(1) 播磨南 28.35 3 16832 栁　美幸(2) 安倉 28.01
ナイトウ　アカリ ベフ 598 ナカガワ　ソナ オノ 611

4 33535 内藤　星(2) 別府 28.42 4 37104 中川　朔那(2) 小野 28.25
シミズ　ユイハ モトヤマミナミ 589 イシノ　タマキ ハリマ 565

5 20646 清水　唯羽(2) 本山南 28.54 5 39641 石野　多麻季(2) 播磨 28.85
ハヤカワ　マオ ナルオ 587 ヤマモト　ソラ コウリョウ 556

6 13859 早川　真央(2) 鳴尾 28.56 6 13256 山本　そら(2) 甲陵 28.98
ツジイ　ナナハ ハマノミヤ 574 ツボタ　マドカ タイサンジ 553

7 33444 辻井　七葉(2) 浜の宮 28.74 7 28111 坪田　まどか(2) 太山寺 29.01
オギノ　ソヨカ ヒラオカミナミ 572 ソノダ　セリ オオハラ 535

8 33315 荻野　颯(2) 平岡南 28.76 8 29152 園田　瀬利(2) 大原 29.26
イチヒ　ナホ テンノウジガワ 443 ハラダ　リコ コウヨウ 438

9 19592 一樋　菜穂(2) 天王寺川 30.57 9 20044 原田　梨子(2) 向洋 30.65
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期日・時刻 審判長

競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考

ナカガワ　ソナ オノ  15.79 (-1.0)  1.57  8.34  28.25 (-0.6)

中川　朔那( 2 ) 小野 740 [740] 701 [1441] 421 [1862] 611 [2473]

スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ  15.97 (-1.0)  1.35  9.03  27.06 (-0.6)

杉森　結衣( 2 ) 平岡南 718 [718] 460 [1178] 466 [1644] 707 [2351]

ヤナギ　ミユキ アクラ  16.35 (-1.0)  1.48  7.67  28.01 (-0.6)

栁　美幸( 2 ) 安倉 672 [672] 599 [1271] 378 [1649] 630 [2279]

タカハシ　ユウリ ユリノキダイ  15.75 (-1.0)  1.40  7.01  27.99 (-0.6)

髙橋　侑李( 2 ) ゆりのき台 745 [745] 512 [1257] 336 [1593] 632 [2225]

ヤマモト　ソラ コウリョウ  16.20 (-1.0)  1.30  8.64  28.98 (-0.6)

山本　そら( 2 ) 甲陵 690 [690] 409 [1099] 441 [1540] 556 [2096]

ツボタ　マドカ タイサンジ  15.94 (-1.0)  1.35  6.36  29.01 (-0.6)

坪田　まどか( 2 ) 太山寺 722 [722] 460 [1182] 294 [1476] 553 [2029]

ウエオカ　リン ハリマミナミ  16.04 (-1.0)  1.25  6.91  28.35 ( 0.0)

上岡　凛( 1 ) 播磨南 709 [709] 359 [1068] 329 [1397] 604 [2001]

ハラダ　リコ コウヨウ  17.45 (+0.9)  1.51  7.72  30.65 (-0.6)

原田　梨子( 2 ) 向洋 547 [547] 632 [1179] 381 [1560] 438 [1998]

ナイトウ　アカリ ベフ  18.06 (-0.2)  1.35  8.80  28.42 ( 0.0)

内藤　星( 2 ) 別府 482 [482] 460 [942] 451 [1393] 598 [1991]

イシノ　タマキ ハリマ  16.59 (+0.9)  1.30  7.51  28.85 (-0.6)

石野　多麻季( 2 ) 播磨 644 [644] 409 [1053] 368 [1421] 565 [1986]

シミズ　ユイハ モトヤマミナミ  16.00 (-1.0)  1.25  6.75  28.54 ( 0.0)

清水　唯羽( 2 ) 本山南 714 [714] 359 [1073] 319 [1392] 589 [1981]

ソノダ　セリ オオハラ  17.23 (-0.2)  1.35  8.10  29.26 (-0.6)

園田　瀬利( 2 ) 大原 571 [571] 460 [1031] 406 [1437] 535 [1972]

ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ  17.15 (-1.0)  1.25  8.10  28.11 ( 0.0)

吉田　心美( 2 ) 瓦木 580 [580] 359 [939] 406 [1345] 622 [1967]

サカモト　ワコ ヒメジナダ  16.50 (-1.0)  1.25  6.72  27.97 ( 0.0)

坂本　和子( 2 ) 姫路灘 654 [654] 359 [1013] 317 [1330] 633 [1963]

ヤマモト　サヤ カンキ  16.29 (-1.0)  1.25  5.80  27.62 (-0.7)

山本　咲綾( 2 ) 神吉 679 [679] 359 [1038] 259 [1297] 661 [1958]

オギノ　ソヨカ ヒラオカミナミ  17.89 (+0.9)  1.40  6.91  28.76 ( 0.0)

荻野　颯( 2 ) 平岡南 500 [500] 512 [1012] 329 [1341] 572 [1913]

オシキリ　サラ ヒオカ  17.43 (+0.9)  1.40  5.69  28.43 (-0.7)

押切　咲楽( 2 ) 氷丘 549 [549] 512 [1061] 252 [1313] 597 [1910]

ハヤカワ　マオ ナルオ  18.24 (-1.0)  1.45  6.21  28.56 ( 0.0)

早川　真央( 2 ) 鳴尾 464 [464] 566 [1030] 285 [1315] 587 [1902]

ツジイ　ナナハ ハマノミヤ  17.40 (-1.0)  1.20  8.92  28.74 ( 0.0)

辻井　七葉( 2 ) 浜の宮 552 [552] 312 [864] 459 [1323] 574 [1897]

ヤマグチ　マオ イマヅ  16.97 (-1.0)  1.20  7.65  28.40 (-0.7)

山口　舞桜( 2 ) 今津 600 [600] 312 [912] 377 [1289] 600 [1889]
20  13780  1889 20

24  13859  1902 18

15  33444  1897 19

30  33315  1913 16

27  32903  1910 17

4  40967  1963 14

3  33711  1958 15

38  29152  1972 12

14  13576  1967 13

29  39641  1986 10

13  20646  1981 11

28  20044  1998 8

39  33535  1991 9

8  28111  2029 6

10  39751  2001 7

6  60934  2225 4

9  13256  2096 5

2  33311  2351 2

1  16832  2279 3

主催団体名 (一財)兵庫陸上競技協会 [28]

5  37104  2473 1

種目 １．２年 女子 四種競技 決勝 2019/9/28 菅野　清輝

競技会名 兵庫県中学校陸上競技新人大会 [19283002] 神戸ユニバー記念競技場 [282030] 火置　達磨



ホ　セナ ゴテンヤマ  17.01 (-0.2)  1.30  5.49  28.21 (-0.7)

許　セナ( 2 ) 御殿山 595 [595] 409 [1004] 239 [1243] 614 [1857]

イチヒ　ナホ テンノウジガワ  18.71 (-1.0)  1.51  7.22  30.57 ( 0.0)

一樋　菜穂( 2 ) 天王寺川 418 [418] 632 [1050] 349 [1399] 443 [1842]

コウモト　ミサキ オオハラ  17.63 (-1.0)  1.25  7.75  28.78 (-0.7)

髙本　美咲( 2 ) 大原 527 [527] 359 [886] 383 [1269] 571 [1840]

イケノブ　ミナホ イタミヒガシ  17.65 (-0.2)  1.25  6.92  28.24 (-0.6)

池信　南帆( 2 ) 伊丹東 525 [525] 359 [884] 330 [1214] 612 [1826]

フジモト　リオン ヤシロ  18.43 (-0.2)  1.40  6.14  28.59 (-0.6)

藤本　凛桜( 2 ) 社 445 [445] 512 [957] 280 [1237] 585 [1822]

ミヤザキ　カホ カミカワ  17.28 (-1.0)  1.35  6.24  29.97 (-0.7)

宮﨑　夏帆( 1 ) 神河 565 [565] 460 [1025] 287 [1312] 484 [1796]

アリヤダ　チヒロ カンキ  16.90 (-1.0)  1.20  6.57  29.05 (-0.6)

有屋田　千尋( 2 ) 神吉 608 [608] 312 [920] 308 [1228] 551 [1779]

バンドウ　ユヅキ ミハラ  19.11 (+0.9)  1.40  7.10  29.35 (-0.6)

坂東　佑月( 2 ) 三原 380 [380] 512 [892] 341 [1233] 528 [1761]

シバタ　クルミ ニシワキミナミ  17.09 (-1.0)  1.20  7.34  29.68 (-0.7)

柴田　くるみ( 2 ) 西脇南 586 [586] 312 [898] 357 [1255] 505 [1760]

ゼンニュウ　アヤメ ヒロハタ  18.14 (+0.9)  1.30  7.57  29.81 (-0.7)

善入　彩愛( 2 ) 広畑 474 [474] 409 [883] 372 [1255] 495 [1750]

ハタヤマ　マユカ ユラ  17.81 (+0.9)  1.40  6.01  30.39 (-0.7)

畑山　真有香( 2 ) 由良 508 [508] 512 [1020] 272 [1292] 455 [1747]

ウエダ　カズミ アコウニシ  19.57 (-0.2)  1.20  8.11  28.79 (-0.6)

上田　和弥( 2 ) 赤穂西 339 [339] 312 [651] 406 [1057] 570 [1627]

ヤスモト　ユナ ヒロハタ  20.17 (-0.2)  1.20  8.01  28.81 (-0.6)

安本　由奈( 2 ) 広畑 288 [288] 312 [600] 400 [1000] 568 [1568]

オカノ　モエカ モトヤマミナミ  16.74 (-1.0) NM  6.59  29.26 (-0.6)

岡野　萌果( 2 ) 本山南 626 [626] 0 [626] 309 [935] 535 [1470]

セト　ユナ ニシノミヤハマ  18.68 (-1.0) NM  8.68  29.55 (-0.6)

瀬戸　優那( 2 ) 西宮浜 421 [421] 0 [421] 443 [864] 514 [1378]

コウノ　カノン アコウニシ  38.43 (+0.9)  1.35  6.92  30.14 (-0.6)

河野　愛乃( 1 ) 赤穂西 0 [0] 460 [460] 330 [790] 472 [1262]

サオカ　サツキ ヒラオカ  16.41 (-1.0) DNS DNS DNS

佐岡　沙都紀( 2 ) 平岡 665 [665] - [-] - [-] - [-]

モリイ　メイ リョウナン  17.61 (-0.2)  1.45  5.95

森井　芽生( 2 ) 陵南 529 [529] 566 [1095] 268 [1363] 0 [1363]

コタニ　リノ カイバラ DNS DNS DNS DNS

小谷　梨乃( 2 ) 柏原 - [-] - [-] - [-] - [-]

クスミ　カリン ユリノキダイ DNS DNS DNS DNS

久須美　果林( 2 ) ゆりのき台 - [-] - [-] - [-] - [-]

DNF (Did Not Finish) : 途中棄権

DNS (Did Not Start) : 欠場
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21  60932 - -

NM (No Marks) : 記録無し

35  33903 - -

12  64121 - -

26  50773  1262 36

7  33225 - -

11  20645  1470 34

23  12706  1378 35

34  50764  1627 32

33  41335  1568 33

25  41333  1750 30

31  70444  1747 31

32  72083  1761 28

19  34755  1760 29

22  43503  1796 26

16  33701  1779 27

40  19191  1826 24

36  38125  1822 25

18  19592  1842 22

17  29151  1840 23

37  17276  1857 21


