
リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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100m
大会記録 11.19 魚里　勇介 （淡路・青雲） 2008 加古川 決勝 9/27 15:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.2 m/s) 2組 (+2.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
トシツナ　アキヒロ シオセ マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ

1 14279 年綱　晃広(2) 塩瀬 w10.97 1 33122 松山　瑠希(2) 加古川中部 w11.66
モリキ　カンタ タマツ オオクボ　シュウ コウヨウガクイン

2 27611 森木　幹太(2) 玉津 w11.21 2 15004 大久保　柊(2) 甲陽学院 w11.66
カワカミ　セイア セイウン クロカワ　コウヘイ ゴテンヤマ

3 70265 川上　聖空(2) 青雲 w11.41 3 17210 黒川　航平(2) 御殿山 w11.68
カワサキ　ユウスケ サンヨウ ウエジ　ハル トヨオカミナミ

4 40892 川﨑　雄介(2) 山陽 w11.41 4 80135 上治　大琉(2) 豊岡南 w11.69
ツチハシ　ハルト イブキダイ キタ　ユウスケ セイドウ

5 29647 土橋　遥人(2) 井吹台 w11.43 5 15560 北　雄介(2) 精道 w11.69
コバヤシ　ハルマ コウヨウ タナカ　リュウマ シオヤ

6 20062 小林　温眞(2) 向洋 w11.56 6 26247 田中　竜馬(2) 塩屋 w11.75
ヨウ　リンタロウ オオクボ ナカザワ　レイジ カワラギチュウガッコウ

7 31639 葉　凛太郎(2) 大久保 w11.58 7 13571 中澤　怜士(2) 瓦木 w11.83
フジモト　ケイスケ サクラガオカ ハラ　ユウヤ マイコ

8 27414 藤本　圭亮(2) 桜が丘 w11.63 8 26824 原　悠也(2) 舞子 w11.87
モリタカ　トモユキ タツノヒガシ クニトモ　イッキ ユメサキ

9 51155 森高　智之(2) 龍野東 w11.81 9 45517 國友　勇旗(2) 夢前 w11.99

3組 (+1.6 m/s) 4組 (-0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツボタ　イブキ タイシヒガシ タナカ　レオ フタミ

1 51602 坪田　偉吹(2) 太子東 11.70 1 32116 田中　玲央(2) 二見 11.88
オカモト　レン ヤシロ ノウショウ　ソラ カコガワ

2 38122 岡本　蓮(2) 社 11.73 2 32820 納庄　青空(2) 加古川 12.11
サダ　ハルト コウリョウ シンジョウ　モトキ ソノダ

3 13219 佐田　遥音(2) 甲陵 11.80 3 11335 新庄　幹(2) 園田 12.13
イチマ　ユウ コウベナガサカ オザキ　ワタル ソノダヒガシ

4 27111 市間　勇(2) 神戸長坂 11.80 4 11806 尾崎　亘(2) 園田東 12.19
タナカ　リョウガ ヒメジナダ ヤマモト　レイジ ナギサ

5 40929 田中　崚雅(2) 姫路灘 11.90 5 21837 山本　玲慈(2) 渚 12.20
ヤマモト　ソウゲツ ヨコオ マツモト　コウセイ タチバナ

6 25466 山本　蒼月(2) 横尾 11.94 6 11142 松本　幸誠(2) 立花 12.21
ミヤモト　ソウタ ヒラオカ イケダ　アラタ ボウゼ

7 33207 宮本　颯大(2) 平岡 11.95 7 43738 池田　新(2) 坊勢 12.21
イノウエ　トモヒロ ミドリダイ シノダ　ダイキ シカマヒガシ

8 18411 井上　友寛(2) 緑台 12.10 8 41002 篠田　大貴(2) 飾磨東 12.35
キタムラ　カナト アサヒチュウ キド　ナオヤ ハナダチュウガッコウ

9 41563 北村　奏音(2) 朝日 12.21 9 41905 木戸　直也(2) 花田 12.48
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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100m

〈〈 決勝 〉〉

5組 (+2.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガドオリ　トキアツ ホウデン

1 34363 長通　時篤(2) 宝殿 w11.78
ハヤシ　タカヤ ヒメジナダ

2 40932 林　剛也(2) 姫路灘 w11.83
スズミ　コウキ イカワダニ

3 27203 鈴見　光希(2) 伊川谷 w11.83
カシネ　ナオト ゴテンヤマ

4 17201 樫根　直人(2) 御殿山 w11.89
カミヤ　ケンゴ ミカゲ

5 20551 神谷　健悟(2) 御影 w11.91
モリ　カケル タダ

6 18062 森　海翔(2) 多田 w11.98
タケマ　イオ ミナトジマガクエン

7 21943 竹間　惟勇(2) 港島学園 w12.03
イフク　キョウセイ ミナミヒバリガオカ

8 16787 伊福　享正(2) 南ひばりガ丘 w12.04
ウエノ　トモヤ ホウバイ

9 16274 上野　智哉(2) 宝梅 w12.06

w:追風参考  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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100m
大会記録 11.61 森　　遼介 （神戸・山田） 2016 神戸総合 決勝 9/27 15:30 

11.6 佐藤　啓吾 （東播・社） 1987 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.2 m/s) 2組 (+1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マツモト　ハルキ タツノヒガシ イケハラ　トウタ ホウデン

1 51135 松本　明樹(1) 龍野東 w11.66 1 34301 池原　透太(1) 宝殿 12.22
ハギハラ　ケイ アサヒチュウ マルイ　ソラ タカツカサ

2 41573 萩原　慧(1) 朝日 w11.72 2 16617 丸井　蒼空(1) 高司 12.22
イモト　アキラ アサヒチュウ ムライ　ハルト イブキダイ

3 41568 井元　瑛(1) 朝日 w11.85 3 29674 村井　悠人(1) 井吹台 12.31
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ オオタマ　コウキ ハマノミヤ

4 40946 村瀬　翔汰(1) 姫路灘 w11.91 4 33403 大玉　康稀(1) 浜の宮 12.40
カイカワ　ヒカル ヒメジナダ マエサカ　モトミ オオクボキタ

5 40938 貝川　輝(1) 姫路灘 w11.99 5 32277 前坂　孟毅(1) 大久保北 12.42
ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ フクダ　ユウト アリノ

6 40948 山﨑　大馳(1) 姫路灘 w12.20 6 29255 福田　夢叶(1) 有野 12.47
オキノ　ミチ トヨオカミナミ リュウモト　ヒナタ イマヅ

7 80152 沖野　未知(1) 豊岡南 w12.20 7 13759 劉本　陽向(1) 今津 12.59
オオタニ　ショウマ カコガワ ムラヤマ　キュウマ オゾノ

8 32885 大谷　翔真(1) 加古川 w12.23 12377 村山　球馬(1) 小園 DNS
イシダ　シュウヤ イチジマ

9 65342 石田　柊哉(1) 市島 w12.35

3組 (+2.4 m/s) 4組 (-0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエダ　ユウト フタミ ヤマモト　トウキ ハマワキ

1 32135 上田　悠斗(1) 二見 w12.17 1 12864 山本　柊希(1) 浜脇 12.54
ハシモト　レン フクサキヒガシ タナカ　シュンヤ アコウ

2 43041 橋本　蓮(1) 福崎東 w12.45 2 50530 田中　俊陽(1) 赤穂 12.55
ムラタ　シュン タチバナ イマニシ　エイタ トヨオカミナミ

3 11173 村田　隼(1) 立花 w12.46 3 80158 今西　瑛大(1) 豊岡南 12.58
ナガタ　カンタ コウヨウ フジサカ　ユウマ ナダ

4 20088 永田　敢大(1) 向洋 w12.48 4 28468 藤阪　悠真(1) 灘 12.62
タグチ　カンタ リョウナン モリモト　ヒロヤ イチジマ

5 33944 田口　敢太(1) 陵南 w12.53 5 65348 森本　皓也(1) 市島 12.70
ツボモト　ケイジ ナバ コウノ　トモヤ イブキダイ

6 50204 坪本　啓嗣(1) 那波 w12.56 6 29679 河野　友弥(1) 井吹台 12.72
クボ　カズキ ムコヒガシ ヤマダ　ワカト ホウデン

7 12276 久保　一輝(1) 武庫東 w12.65 7 34307 山田　吾愛仁(1) 宝殿 12.85
カワノ　ショウタ ミハラ ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ

8 72073 河野　翔太(1) 三原 w12.94 8 33415 安田　晟聖(1) 浜の宮 12.94

5組 (+1.4 m/s) 6組 (+0.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オカモト　ケンタ カサイ クリヤマ　ショウタ イタミミナミ

1 37700 岡本　健太(1) 加西 12.59 1 19315 栗山　翔太(1) 伊丹南 12.60
ヒライ　トウマ エボシ フクザキ　リュウキ ホンタモン

2 20802 平井　斗真(1) 烏帽子 12.60 2 27028 福崎　竜輝(1) 本多聞 12.69
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ

3 41033 松下　直生(1) 飾磨東 12.66 3 20567 平川　靖士(1) 御影 12.72
ナガヤマ　イッサ テンノウジガワ アヤベ　ユウシン タイシニシ

4 19552 長山　一咲(1) 天王寺川 12.84 4 51770 綾部　湧心(1) 太子西 12.74
キハラ　ヒロト アリノ イナオカ　マナト オオクラ

5 29244 木原　寛斗(1) 有野 12.95 5 31289 稲岡　愛斗(1) 大蔵 12.92
シバタ　トシヤ サンヨウ ミヤガワ　コウ ヤスムロ

6 40818 柴田　俊弥(1) 山陽 12.97 6 45997 宮川　航(1) 安室 13.23
ヤマモト　ユウキ サンヨウ ウド　ダイチ ムコ

40822 山本　祐生(1) 山陽 DNS 7 11430 宇土　大智(1) 武庫 13.31
アキオカ　ユウタ オゾノ イトウ　コウタ ホンタモン

12371 秋岡　勇太(1) 小園 DNS 27022 伊藤　洸太(1) 本多聞 DNS
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (+2.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ

1 35534 市島　悠貴(1) 自由が丘 w12.55
ヨシムラ　カズキ シオセ

2 14209 吉邑　一希(1) 塩瀬 w12.59
クドウ　ヒロナリ シオセ

3 14202 工藤　弘成(1) 塩瀬 w12.62
フナサカ　シュンスケ タカクラ

4 25312 舟坂　俊介(1) 高倉 w12.69
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ

5 60436 坂東　博文(1) 長坂 w12.82
ミヤモト　ヒュウガ ソノダ

6 11345 宮本　彪翔(1) 園田 w13.00
シモグチ　カズキ カミコウシエン

7 13625 下口　一樹(1) 上甲子園 w13.01
ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

12283 割石　大翔(1) 武庫東 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
2020/09/27 16:32:29
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 決勝 9/26 13:40 

22.3 和田　篤 （神戸・港島） 1993 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハシヅメ　タツキ カミ

1 38912 橋詰　竜輝 2 加美 5 22.91
キノシタ　キョウタロウ オオクボ

2 31643 木下　恭太朗 2 大久保 4 23.38
タケウチ　ユウト ケヤキダイ

3 60602 竹内　悠登 2 けやき台 7 23.65
イムタ　イッセイ ホンジョウ

4 20171 飯牟田　一惺 2 本庄 8 24.18
マツシタ　アユム カコガワ

5 32828 松下　歩 2 加古川 6 24.21
アオヤマ　ドウリュウ ハクロショウチュウガッコウ

6 40647 青山　道立 2 白鷺小中 3 24.50

2組 (-0.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ミヤケ　レイト エイガジマチュウ

1 31883 三宅　嶺翔 2 江井島 6 23.96
マツイ　ヤマト ヒガシタニ

2 18166 松井　大和 2 東谷 5 24.38
ヨシダ　ヒカル タカクラ

3 25361 吉田　光 2 高倉 4 24.53
チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ

4 60605 中条　虎太郎 2 けやき台 7 24.95
ハヤシ　リョウスケ オオツ

5 46132 林　良祐 2 大津 3 25.46

2020/09/26 14:37:16



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/27  9:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クリハラ　シュンノスケ オオハラ アダチ　シュウヤ オオツ

1 29138 栗原　隼之介(2) 大原 52.91 1 46130 足立　朱優(2) 大津 54.18
モリタ　ハル コウブ ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ

2 13469 森田　暖(2) 甲武 52.99 2 62234 吉田　宥也(2) 篠山東 55.81
ツジモト　コウキ ホウデン マエダ　イシン カミゴオリ

3 34360 辻本　滉貴(2) 宝殿 53.17 3 51038 前田　唯心(2) 上郡 56.03
イブリ　ソウイチロウ イマヅ ナガセ　ヒロキ ナカタニチュウガッコウ

4 13722 飯降　蒼一郎(2) 今津 54.37 4 18248 長瀬　裕紀(2) 中谷 56.42
イノウエ　サクヤ ウエガハラ タキオカ　カズヒサ オオクラ

13153 井上　朔冶(2) 上ケ原 DNS 5 31269 瀧岡　千悠(2) 大蔵 56.89

DNS:欠場  
2020/09/27 16:31:15
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 決勝 9/26 12:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イマガワ　レオン イナガワ

1 18531 今川　黎音 2 猪名川 7 2:05.15
タニグチ　ホクト ヒオカ

2 32964 谷口　北斗 2 氷丘 5 2:05.37
ドイ　ユウショウ アサヒチュウ

3 41564 土井　悠星 2 朝日 6 2:07.44
フジワラ　ケイト コウベナガサカ

4 27117 藤原　慶人 2 神戸長坂 8 2:07.89
フルタ　ハルキ ユメサキ

5 45522 古田　晴樹 2 夢前 4 2:08.13
モリヤマ　ショウタ カンセイガクイン

6 14733 森山　翔太 2 関西学院 12 2:10.01
フクダ　ユウマ カコガワ

7 32827 福田　有真 2 加古川 11 2:10.43
マツモト　リュウタ カコガワ

8 32831 松本　琉汰 2 加古川 13 2:11.28
クメ　タクミ オオクボ

9 31653 粂　拓海 2 大久保 10 2:11.42
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

10 62115 溝口　遼太 2 篠山 3 2:11.43
ムカイ　シュンスケ マサゴチュウガッコウ

11 14403 向　俊輔 2 真砂 9 2:12.02
カワタ　リュウセイ タカクラ

12 25362 川田　流成 2 高倉 2 2:12.55
オオタ　ジュン アリノ

13 29224 太田　詢 2 有野 1 2:15.51 TR5

TR5:規定外シューズ使用  

2020/09/26 14:37:06



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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1500m
大会記録 4:08.02 西村　陽貴 （東播・三木） 2011 神戸総合 決勝 9/27 12:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ

1 83439 衣川　勇太(2) 和田山 4:15.69
タナカ　ソウマ ホウデン

2 34358 田中　颯眞(2) 宝殿 4:16.74
ヨシカワ　ヒビキ オオマト

3 45882 吉川　響葵(2) 大的 4:21.12 TR5
キミナミ　アキユキ コウヅキ

4 52248 木南　明道(2) 上月 4:21.38 TR5
サクライ　コウイチ ホンタモン

5 27013 櫻井　康一(2) 本多聞 4:22.82
カンキ　セイト ホウデン

6 34354 神吉　惺翔(2) 宝殿 4:23.74 TR5
フジタ　ユウキ ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ

7 51286 藤田　湧喜(2) 県立大附属 4:24.30 TR5
クリヤマ　シオン トヨトミ

8 41720 栗山　志温(2) 豊富小 4:26.01
ヒガシカゲ　タイシ カコガワチュウブ

9 33119 東影　大志(2) 加古川中部 4:30.95
サトウ　ユウスケ オオクボ

10 31651 佐藤　祐介(2) 大久保 4:31.88 TR5
サトウ　トア ホウデン

11 34355 佐藤　透晏(2) 宝殿 4:32.24
ナルタキ　ソラ イナミキタ

12 39566 鳴瀧　空(2) 稲美北 4:33.18
クスノキ　コウイチロウ シオセ

13 14287 楠　幸一郎(2) 塩瀬 4:33.34
ソウノ　ヒロト サンヨウ

14 40897 宗野　佑大(2) 山陽 4:33.64
クボタ　マナト ヒヨドリダイ

15 23701 久保田　真翔(2) 鵯台 4:34.58
コウノ　シンタロウ ヒメジナダ

16 40928 河野　晋太朗(2) 姫路灘 4:36.09 TR5
キムラ　ジン ケイメイガクイン

29019 木村　仁(2) 啓明学院 DNS

TR5:規定外シューズ使用  DNS:欠場  
2020/09/27 16:31:45
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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 決勝 9/26 11:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ フクイ　ショウ トヨトミ

1 33240 新妻　遼己(1) 平岡 4:19.05 1 41731 福井　翔(1) 豊富小 4:36.99
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ サクマ　タイチ カシマ

2 33239 新妻　昂己(1) 平岡 4:27.62 2 36225 作間　太一(1) 鹿島 4:37.79
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン アカサカ　ユウスケ ハッケイ

3 34308 若林　司(1) 宝殿 4:28.52 3 60331 赤坂　勇輔(1) 八景 4:39.83
ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ コミチ　ヒビキ ゴシキ

4 23033 行天　晴郎(1) 大池 4:28.69 4 74011 小道　響来(1) 五色 4:41.25 TR5
タナカ　イッキ ヒメジナダ マツノ　コウダイ リョウナン

5 40942 田中　壱基(1) 姫路灘 4:32.52 5 33942 松野　耕大(1) 陵南 4:43.91
ウメモト　リクト アリノ フクシマ　ハルカ テンノウジガワ

6 29241 梅本　陸翔(1) 有野 4:32.96 6 19553 福嶋　遙(1) 天王寺川 4:43.98
オクムラ　ケイタ オオイケチュウガッコウ タシマ　チカラ ヒラノ

7 23034 奥村　啓太(1) 大池 4:33.38 TR5 7 27805 田島　主税(1) 平野 4:44.71
モリ　ソウダイ カスミダイイチ フクイ　コタロウ ヤスムロ

8 81061 森　蒼大(1) 香住第一 4:35.06 8 45996 福井　虎太朗(1) 安室 4:45.43
ナカガキ　ハヤト オオクラ マエダ　カイリ カコガワチュウブ

9 31283 中垣　颯斗(1) 大蔵 4:35.29 9 33144 前田　浬(1) 加古川中部 4:45.49
ツジモト　カツキ イナミ アリタ　イツキ ボウカイ

10 39417 辻本　克紀(1) 稲美 4:35.54 10 31563 有田　一稀(1) 望海 4:45.56
マツヤマ　ユイト ヒメジヒガシ ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ

11 45616 松山　唯飛(1) 姫路東 4:35.91 11 37283 吉田　幸弘(1) 旭丘 4:45.62 TR5
タカノ　シュウスケ ヒメジナダ ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

12 40941 高野　修輔(1) 姫路灘 4:36.44 12 33413 七條　拓也(1) 浜の宮 4:48.34
フジモト　ソウイチロウ アサギリ タニ　ケイタ ユリノキダイ

13 31164 藤本　宗一郎(1) 朝霧 4:41.54 13 60905 谷　佳汰(1) ゆりのき台 4:48.52
モモキ　アイキ アサギリ カスヤ　ヒカル カンキ

14 31165 桃木　愛希(1) 朝霧 4:41.99 TR5 14 33759 糟谷　輝(1) 神吉 4:51.62 TR5
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ タカハシ　ケント タイサンジ

15 29513 中治　幸大(1) 星陵台 4:42.12 15 28154 髙橋　健人(1) 太山寺 4:52.54
タムラ　ユウセイ ヒメジナダ

16 40943 田村　優成(1) 姫路灘 4:52.08

TR5:規定外シューズ使用  
2020/09/26 21:57:58
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 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 決勝 9/26 10:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ムラオカ　タイガ シカマニシ

1 41230 村岡　大雅 2 飾磨西 9 9:09.31 TR5
ウエダ　ショウダイ ユメサキ

2 45513 上田　翔大 2 夢前 8 9:20.36
サナダ　ダイスケ オオクボ

3 31655 真田　大輔 2 大久保 10 9:24.06
モリタ　リョウセイ ヒメジタカオカ

4 40382 森田　凌成 2 姫路高丘 11 9:24.44 TR5
ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ

5 29527 吉田　湧真 2 星陵台 18 9:26.02 TR5
ハセガワ　ヒロト リョウナン

6 33926 長谷川　大翔 2 陵南 17 9:27.44
サト　ヒロキ オオハラ

7 29134 里　拓樹 2 大原 2 9:31.08 TR5
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

8 23022 中尾　光希 2 大池 16 9:35.74
カワイ　マサキ ソノダヒガシ

9 11802 河合　将希 2 園田東 13 9:37.02
サエキ　ハルト アサギリ

10 31142 佐伯　遥大 2 朝霧 5 9:37.59
フジワラ　マキト ショシャ

11 46018 藤原　槙士 2 書写 1 9:38.31
タカスギ　ショウタ セイリョウダイ

12 29523 髙杉　彰太 2 星陵台 4 9:38.68 TR5
カトウ　リク ホウデン

13 34352 加藤　璃久 2 宝殿 7 9:39.08
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

14 23030 中尾　香輝 2 大池 14 9:45.98 TR5
イワサキ　リョウマ アサギリ

15 31149 岩﨑　竜馬 2 朝霧 15 9:46.86
ヒノダ　リク ミナトジマガクエン

16 21939 日野田　陸 2 港島学園 3 9:47.00 TR5
フジモト　シュウト アリノ

17 29233 藤本　嵩統 2 有野 6 10:08.24 TR5
タケウチ　カイト キタコウベ

18 24145 竹内　海翔 2 北神戸 12 10:18.13

TR5:規定外シューズ使用  

2020/09/26 14:36:09



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/27  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.1 m/s) 2組 (+3.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　エイジ カミカワ フジワラ　ユウセ ニシワキ

1 43571 足立　英士(2) 神河 w15.06 1 34518 藤原　悠世(2) 西脇 w16.05
ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマ マエダ　リンスケ ノノイケ

2 12778 山口　凛太郎(2) 西宮浜 w15.57 2 31464 前田　凛佑(2) 野々池 w16.50
シラヒゲ　レイジ キタコウベ ウエムラ　コウキ リョウナン

3 24170 白髭　怜士(2) 北神戸 w15.66 3 33930 上村　恒貴(2) 陵南 w16.85
ニシモト　ヨシタロウ イブキダイ マツオカ　カズマ ボウカイ

4 29648 西本　義太郎(2) 井吹台 w15.74 4 31553 松岡　一真(2) 望海 w17.46
アキオカ　マルイ ムコヒガシ ウキタ　トモヤ オオツ

5 12268 秋岡　円(2) 武庫東 w16.01 5 46136 浮田　知哉(2) 大津 w17.80
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ ユアサ　ハルト ムコ

6 29526 三宅　陽立(2) 星陵台 w16.06 6 11425 湯朝　悠人(2) 武庫 w17.94

w:追風参考  
2020/09/27 16:31:11
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 44.88 齋野・阿部・田辺・妻鹿 （阪神・大社） 2019 神戸総合 予選 9/27 12:45 (14-0+8)

決勝 9/27 16:20 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カコガワチュウブ ニシノミヤハマ

1 加古川中部 q 46.02 6 西宮浜 49.93
[1] ハヤセ　ユウト [2] マツヤマ　リュウキ [1] ハヤカワ　トモキ [2] タバタ　カイ

33118 早瀬 優叶(2) 33122 松山 瑠希(2) 12713 早川 朋希(1) 12711 田畑 開(1)
[3] ヤマサキ　リョウト [4] ユラ　タクマ [3] キタ　リオン [4] ヤマグチ　リンタロウ

33123 山﨑 凌翔(2) 33124 由良 拓磨(2) 12773 喜多 璃音(2) 12778 山口 凛太郎(2)
トヨオカミナミ イタミミナミ

2 豊岡南 q 46.33 7 伊丹南 50.35
[1] カゲヤマ　ケイシ [2] オキノ　ミチ [1] サトウ　シンタロウ [2] アイサカ　カズキ

80140 陰山 啓志(2) 80152 沖野 未知(1) 19353 佐藤 信太郎(2) 19350 相坂 和輝(2)
[3] イマニシ　エイタ [4] ウエジ　ハル [3] イトウ　タクミ [4] クリヤマ　ショウタ

80158 今西 瑛大(1) 80135 上治 大琉(2) 19351 伊藤 巧望(2) 19315 栗山 翔太(1)
カワラギチュウガッコウ ホンタモン

3 瓦木 48.51 8 本多聞 50.58
[1] マツウラ　ケイスケ [2] ナカザワ　レイジ [1] トマシタ　キリ [2] タノ　ヨシユキ

13576 松浦 圭佑(2) 13571 中澤 怜士(2) 27027 笘下  惺(1) 27026 田野 善之(1)
[3] マキノ　トモヒロ [4] ナカタ　リュウト [3] フクザキ　リュウキ [4] サイトウ　アオイ

13577 牧野 智紘(2) 13578 中田 琉斗(2) 27028 福崎 竜輝(1) 27011 齋藤 碧(2)
ホンジョウ タルミ

4 本庄 48.61 垂水 DNS
[1] ハシモト　シンタロウ [2] ミタ　ヤマト

20173 橋本 真太朗(2) 20176 三田 倭都(2)
[3] ヒラオカ　ツカサ [4] イムタ　イッセイ

20179 平岡 司冴(2) 20171 飯牟田 一惺(2)
ハマワキ

5 浜脇 49.89
[1] ミヤザキ　カナト [2] ヤマダ　ソウタ

12851 宮崎 奏斗(2) 12863 山田 蒼太(1)
[3] イトウ　コウキ [4] ヤマモト　トウキ

12852 伊藤 康稀(2) 12864 山本 柊希(1)

2020/09/27 16:31:49
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
ヒメジナダ カンキ

1 姫路灘 q 46.14 6 神吉 50.78
[1] ハヤシ　タカヤ [2] ムラセ　ショウタ [1] コジマ　ハヤト [2] マツノシタ　ユウマ

40932 林 剛也(2) 40946 村瀬 翔汰(1) 33754 小島 颯斗(1) 33735 松野下 憂馬(2)
[3] カイカワ　ヒカル [4] タナカ　リョウガ [3] ツカモト　ショウタ [4] ナカタ　アサヒ

40938 貝川 輝(1) 40929 田中 崚雅(2) 33756 塚本 翔大(1) 33736 中田 朝陽(2)
ヒラオカ タカラヅカダイイチ

2 平岡 47.98 7 宝塚第一 51.16
[1] ナカタニ　タイヨウ [2] サクモト　ハルキ [1] ナカタ　フミアキ [2] ナカチ　ハルカ

33205 中谷 太陽(2) 33202 作本 陽規(2) 16138 仲田 史晃(2) 16139 中地 悠(2)
[3] シゲオカ　コウヨウ [4] ミヤモト　ソウタ [3] タナカ　ソウマ [4] モリタ　サトル

33204 重岡 広陽(2) 33207 宮本 颯大(2) 16151 田中 颯真(1) 16156 森田 聖琉(1)
タチバナ ミドリガオカ

3 立花 48.23 8 緑が丘 51.39
[1] ウエスギ　ヤマト [2] オカモト　マナト [1] カタヤマ　アサヒ [2] カドイシ　アツキ

11132 上杉 大翔(2) 11133 岡本 眞杜(2) 35403 片山 朝陽(1) 35413 角石 淳貴(1)
[3] テラモト　ユウキ [4] マツモト　コウセイ [3] シミズ　ケイスケ [4] ワシオ　ユウガ

11136 寺本 優輝(2) 11142 松本 幸誠(2) 35434 清水 慶介(2) 35411 鷲尾 有翔(1)
コウブ タイシャ

4 甲武 48.62 9 大社 53.85
[1] ムラオカ　ライ [2] カキザキ　ショウ [1] キノシタ　トウヤ [2] スギイ　ライト

13468 村岡 来(2) 13463 柿崎 湘(2) 12910 木下 冬也(2) 12928 杉井 徠人(1)
[3] モリ　ケイイチロウ [4] モリタ　ハル [3] ウシオダ　テルノスケ [4] イシノ　ユウダイ

13493 森 馨一郎(1) 13469 森田 暖(2) 12905 潮田 照之介(2) 12902 石野 雄大(2)
タイシヒガシ

5 太子東 49.34
[1] ホリタ　ライト [2] ツボタ　イブキ

51600 堀田 徠斗(2) 51602 坪田 偉吹(2)
[3] ハギワラ　フウキ [4] ヤマグチ　リョウセイ

51624 萩原 楓貴(1) 51603 山口 凌聖(2)

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カコガワ タカツカサ

1 加古川 47.09 6 高司 51.21
[1] ノウショウ　ソラ [2] マツシタ　アユム [1] カタヒラ　ユウト [2] マルイ　ソラ

32820 納庄 青空(2) 32828 松下 歩(2) 16605 片平 優翔(2) 16617 丸井 蒼空(1)
[3] サカモト　マサト [4] オオタニ　ショウマ [3] ヒラセ　レイタ [4] イシダ　ワタル

32823 坂本 誠人(2) 32885 大谷 翔真(1) 16619 平瀬 玲太(1) 16610 石田 渉(1)
ソノダヒガシ アリノ

2 園田東 47.58 7 有野 56.25
[1] ニシオカ　ヒロキ [2] オクヤシキ　カイト [1] トミタ　シュン [2] フクダ　ユウト

11803 西岡 寛貴(2) 11807 奥屋敷 海斗(2) 29231 冨田 舜(2) 29255 福田 夢叶(1)
[3] タグチ　シュンヤ [4] オザキ　ワタル [3] ツジモト　ソウマ [4] カタヤマ　ツヨシ

11801 田口 隼也(2) 11806 尾崎 亘(2) 29249 辻本 蒼馬(1) 29226 片山 剛(2)
ムコヒガシ ウエノ

3 武庫東 48.13 8 上野 1:02.86
[1] クボ　カズキ [2] アキオカ　マルイ [1] サトウ　ヨシユキ [2] カナザワ　ヨシトモ

12276 久保 一輝(1) 12268 秋岡 円(2) 21116 佐藤 恵行(2) 21122 金沢 慶智(1)
[3] ワリイシ　ヒロト [4] ナカモト　トワ [3] カワミネ　コウタロウ [4] ナカヤス　キョウイチ

12283 割石 大翔(1) 12272 中本 飛羽(2) 21123 川嶺 孝太郎(1) 21117 中安 喬一(2)
ホウバイ フクサキニシ

4 宝梅 49.36 福崎西 DQ R3
[1] ヤノ　ミクト [2] ウメハラ　ケンシン [1] ヤスイ　ヒデナリ [2] ヤマモト　コウタ

16287 矢野 心大(2) 16275 梅原 健心(2) 42401 安井 秀成(2) 42407 山本 康太(2)
[3] ヤマサキ　サトイ [4] ウエノ　トモヤ [3] モリシタ　ソラ [4] モリモト　ショウヤ

16289 山﨑 慧(2) 16274 上野 智哉(2) 42408 森下 蒼天(2) 42402 森本 翔矢(2)
ニッシン

5 日新 50.39
[1] マツバラ　リクト [2] ハマダ　アユタ

10307 松原 玲久斗(2) 10309 濱田 亜由太(2)
[3] タナカ　アンジ [4] クリタ　チシン

10311 田中 杏虹(1) 10306 栗田 知真(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
ワダヤマ コウリョウ

1 和田山 46.80 6 甲陵 49.91
[1] ヤマモト　シヨウ [2] ヤマモト　アオイ [1] タメダ　シンノスケ [2] サダ　ハルト

83434 山本 紫陽(2) 83442 山本 葵(2) 13221 爲田 真之介(2) 13219 佐田 遥音(2)
[3] イシカワ　ヨウイチロウ [4] ヤマモト　エイタ [3] イトウ　トシヒト [4] ナガフサ　ダンジ

83430 石川 陽一郎(2) 83432 山本 瑛大(2) 13218 伊藤 稔人(2) 13222 長房 男侍(2)
セイドウ アコウ

2 精道 48.64 7 赤穂 50.62
[1] マキノ　ハル [2] セキヤ　リョウタ [1] ニシオカ　ケント [2] タナカ　シュンヤ

15564 牧野 暖(2) 15562 関谷 亮汰(2) 50523 西岡 健斗(2) 50530 田中 俊陽(1)
[3] エノモト　ハルキ [4] キタ　ユウスケ [3] タカタ　ヨウスケ [4] タケジ　リョウタ

15559 榎本 陽月(2) 15560 北 雄介(2) 50527 髙田 陽祐(2) 50528 竹治 亮太(2)
イマヅ ウオズミヒガシ

3 今津 48.72 魚住東 DNS
[1] イシダ　タカト [2] イブリ　ソウイチロウ

13729 石田 宇登(2) 13722 飯降 蒼一郎(2)
[3] ナガイ　トシミツ [4] リュウモト　ヒナタ

13727 永井 俊充(2) 13759 劉本 陽向(1)
モトヤマミナミ アライ

4 本山南 48.85 荒井 DNS
[1] フサヤス　ユウイチロウ [2] ヒロベ　キッタ

20686 房安 悠一郎(2) 20688 廣部 桔太(2)
[3] キムヤ　イク [4] ムラカミ　ゴウ

20603 金也 郁(2) 20687 村上 豪(2)
ベフ

5 別府 49.68
[1] アダチ　トモキ [2] フネノ　カナト

33510 足立 智輝(2) 33505 船野 叶登(2)
[3] ヤマシタ　ユウト [4] マツイ　ハルキ

33507 山下 悠斗(2) 33506 松井 悠輝(2)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ホウデン タイセイ

1 宝殿 q 46.19 5 大成 49.40
[1] ナカジマ　ハスキ [2] イケハラ　トウタ [1] キタムラ　コウ [2] カミザキ　ショウタ

34362 中島 蓮稀(2) 34301 池原 透太(1) 11506 北村 琥海(2) 11501 上﨑 昇太(2)
[3] ナガドオリ　トキアツ [4] ツジモト　コウキ [3] ハリマ　カナト [4] ササベ　シュウタ

34363 長通 時篤(2) 34360 辻本 滉貴(2) 11502 播摩 奏人(2) 11503 雀部 秀太(2)
コウヨウ ユメサキ

2 向洋 48.43 6 夢前 49.96
[1] キモト　ウルハ [2] ナガタ　カンタ [1] ヤノ　ハズキ [2] クニトモ　イッキ

20064 木本 潤葉(2) 20088 永田 敢大(1) 45529 矢野 蓮稀(1) 45517 國友 勇旗(2)
[3] ヨコタ　カエラ [4] コバヤシ　ハルマ [3] ウエダ　セイゴ [4] フルタ　ハルキ

20084 横田 叶偉(1) 20062 小林 温眞(2) 45514 上田 成悟(2) 45522 古田 晴樹(2)
ノノイケ サクラガオカ

3 野々池 49.04 7 桜が丘 50.65
[1] ヒウラ　コウキ [2] マエダ　リンスケ [1] イソガミ　リュウキ [2] サクライ　タイシ

31460 日浦 皓稀(2) 31464 前田 凛佑(2) 27415 磯上 琉稀(2) 27418 櫻井 大志(1)
[3] タナカ　カイト [4] ナカオ　イブキ [3] ナカムラ　リュウセイ [4] フジモト　ケイスケ

31456 田中 快翔(2) 31459 中尾 維吹(2) 27423 中村 隆聖(1) 27414 藤本 圭亮(2)
スズランダイ オゾノ

4 鈴蘭台 49.13 小園 DQ R3
[1] オオワダ　ユウシ [2] オオツボ　レオト [1] アキオカ　ユウタ [2] ヤマサキ　セイユウ

23522 大和田 優志(2) 23521 大坪 澪音(2) 12371 秋岡 勇太(1) 12363 山崎 聖雄(2)
[3] タカタ　トモヒロ [4] ヤマモト　アヤト [3] モクダイ　ナオヤ [4] イケダ　キリュウ

23526 髙田 智弘(2) 23528 山本 彩友(2) 12362 目代 尚也(2) 12364 池田 樹龍(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
タマツ カラト

1 玉津 q 46.80 5 唐櫃 50.21
[1] カリタニ　ヒロイ [2] モリキ　カンタ [1] ヨシイケ　ナナト [2] ウチダ　ジン

27609 苅谷 弘唯(2) 27611 森木 幹太(2) 22952 吉池 七斗(1) 22930 内田  迅(2)
[3] ヤマシタ　レンヤ [4] カツモト　ケイスケ [3] マツタニ　トモヤ [4] アサイ　リク

27614 山下 連野(2) 27608 勝本 啓介(2) 22942 松谷 朋哉(2) 22937 浅井 理孔(2)
リョウナン モトヤマ

2 陵南 48.93 6 本山 51.05
[1] ホウライ　ショウタ [2] セラ　アユム [1] ミカミ　コタロウ [2] ナカガワ　レン

33927 蓬莱 聖太(2) 33943 世良 歩夢(1) 20302 三上 鼓太郎(1) 20355 中川 廉(2)
[3] タグチ　カンタ [4] ウエムラ　コウキ [3] カドワキ　コウセイ [4] ヤマガ　テルアキ

33944 田口 敢太(1) 33930 上村 恒貴(2) 20354 門脇 功成(2) 20358 山家 照央(2)
タイシニシ ムコ

3 太子西 49.33 7 武庫 52.63
[1] アヤベ　ユウシン [2] イシモト　シン [1] ウド　ダイチ [2] ユアサ　ハルト

51770 綾部 湧心(1) 51762 石本 慎(2) 11430 宇土 大智(1) 11425 湯朝 悠人(2)
[3] ミヤモト　ヨウスケ [4] タナカ　ノブアキ [3] マエナミ　セイア [4] カンザキ　リョウジ

51765 宮本 曜輔(2) 51764 田中 伸明(2) 11422 前波 聖亜(2) 11427 神﨑 亮志(2)
イタミキタ ハマノミヤ

4 伊丹北 49.78 浜の宮 DQ R2
[1] キナミ　ソラ [2] フジモト　キョウゴ [1] キシモト　コウキ [2] ヨシドメ　ユウセイ

19441 木並 蒼良(2) 19447 藤本 京悟(2) 33486 岸本 幸樹(2) 33489 吉留 優星(2)
[3] マエダ　アオ [4] ハタナカ　コウタ [3] イイダ　ヤマト [4] オオタマ　コウキ

19449 前田 蒼央(2) 19446 畑中 孝太(2) 33485 飯田 大翔(2) 33403 大玉 康稀(1)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
サンヨウ カスガ

1 山陽 47.67 5 春日 50.08
[1] フクハラ　ユウマ [2] ヤマモト　ユウキ [1] ミナミノ　リュウト [2] オギノ　キキョウ

40894 福原 悠真(2) 40822 山本 祐生(1) 65177 南野 竜乙(2) 65187 荻野 桔梗(2)
[3] ナカスジ　マサト [4] カワサキ　ユウスケ [3] タカミ　ナオキ [4] ヤナギタ　ヤマト

40899 中筋 正人(2) 40892 川﨑 雄介(2) 65183 髙見 直希(2) 65178 栁田 大和(2)
イナガワ イナミキタ

2 猪名川 48.45 6 稲美北 51.90
[1] クラグチ　リュウノスケ [2] シミズ　マサト [1] タナカ　ユウト [2] タカダ　カズキ

18538 倉口 琉之介(2) 18541 清水 真怜(2) 39562 田中 悠斗(2) 39560 高田 和輝(2)
[3] オオヤ　リョウスケ [4] サワダ　アオト [3] エンドウ　ユウタ [4] イマヨシ　ケンスケ

18534 大矢 涼介(2) 18540 澤田 葵翔(2) 39567 遠藤 悠太(2) 39564 今吉 健介(2)
ゴシキ タイサンジ

3 五色 49.35 7 太山寺 52.00
[1] フクシマ　ハルユキ [2] シバトウゲ　ノブキ [1] コヤマ　リョウヘイ [2] ナルカワ　クウガ

74088 福島 明徹(2) 74085 柴峠 伸樹(2) 28153 小山 凌平(1) 28124 鳴川 空雅(2)
[3] ヤマサキ　シン [4] カンダ　ハルト [3] カツノ　レン [4] オカ　リュウノスケ

74006 山﨑 心(1) 74092 神田 暖人(2) 28152 勝野 連(1) 28120 岡 龍之介(2)
アコウヒガシ クラクエン

4 赤穂東 49.78 苦楽園 DNS
[1] ミシマ　コウタロウ [2] ニロク　ハル

50673 三島 光太郎(1) 50651 二六 羽琉(2)
[3] カワバタ　テッペイ [4] ヤマノ　ハルト

50654 川端 哲平(2) 50653 山野 陽翔(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
アサヒチュウ ナギサ

1 朝日 47.50 5 渚 50.24
[1] イワサキ　ハヤト [2] キタムラ　カナト [1] コイケ　シュンタ [2] ニシジマ　ハルト

41569 岩﨑 隼人(1) 41563 北村 奏音(2) 21834 小池 隼太(2) 21835 西島 悠翔(2)
[3] フニ　カイト [4] ハギハラ　ケイ [3] ヒグチ　ユウヤ [4] ヤマモト　レイジ

41559 不ニ 海斗(2) 41573 萩原 慧(1) 21843 樋口 雄哉(1) 21837 山本 玲慈(2)
ハリマ ヒラキチュウガッコウ

2 播磨 47.81 6 平木 50.39
[1] フジオカ　ショウゴ [2] フジワラ　ユウタ [1] チアシ　コウタ [2] コバヤシ　アオイ

39655 藤岡 憧伍(2) 39657 藤原 悠大(2) 14446 知足 宏太(1) 13327 小林 葵(2)
[3] ナカタニ　レオン [4] コバヤシ　ユウセイ [3] ナツメ　タイヨウ [4] ツカダ　アキト

39654 中谷 澪音(2) 39650 小林 勇惺(2) 13342 夏目 太陽(1) 13324 塚田 旺士(2)
ゴテンヤマ サンダガクエン

3 御殿山 48.37 7 三田学園 50.85
[1] ハラ　ユウマ [2] カシネ　ナオト [1] カタヤマ　トモキ [2] ミゾグチ　ガク

17205 原 悠大(2) 17201 樫根 直人(2) 60143 片山 幹基(2) 60148 溝口 岳(2)
[3] エバタ　キョウジ [4] クロカワ　コウヘイ [3] カンザワ　コタロウ [4] エチガワ　ケンタ

17223 江端 恭吏(1) 17210 黒川 航平(2) 60145 神澤 虎太郎(2) 60142 越川 堅太(2)
シカマニシ イズシ

4 飾磨西 49.95 8 出石 53.05
[1] ニシムラ　ゲンキ [2] フクモト　イチタ [1] タナカ　ケイト [2] クロダ　コウキ

41235 西村 賢希(2) 41234 福本 一太(2) 81803 田中 敬翔(2) 81801 黒田 洸貴(2)
[3] ナカガワ　ジン [4] コガ　タイセイ [3] タケダ　コウキ [4] カシバ　マコト

41228 中川 仁(2) 41232 古賀 大聖(2) 81802 武田 航来(2) 81807 加芝 誠(2)

9組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
シオセ ヒダカヒガシ

1 塩瀬 q 46.37 5 日高東 49.29
[1] トシツナ　アキヒロ [2] モリヤマ　ソラト [1] フジワラ　ヤオキ [2] フジサワ　リク

14279 年綱 晃広(2) 14281 森山 空翔(2) 81213 藤原 八央樹(2) 81218 藤澤 璃久(2)
[3] ウエノ　リュウセイ [4] ヨシムラ　カズキ [3] ナカシマ　カズキ [4] キウチ　ハルト

14273 植野 琉青(2) 14209 吉邑 一希(1) 81205 中嶋 和輝(2) 81210 木内 陽斗(2)
キタコウベ カミコウシエン

2 北神戸 q 46.44 6 上甲子園 49.82
[1] ノムラ　アキト [2] シラヒゲ　レイジ [1] フルサト　タイヨウ [2] シモグチ　カズキ

24154 野村 陽人(2) 24170 白髭 怜士(2) 13622 古里 太瑛(1) 13625 下口 一樹(1)
[3] イワデ　ハル [4] トデ　ダイト [3] ホリシタ　ケイスケ [4] ミヤシタ　ダイキ

24156 岩出 悠(2) 24161 戸出 大翔(2) 13608 掘下 慶祐(2) 13609 宮下 大輝(2)
ミキヒガシ イチジマ

3 三木東 48.98 7 市島 50.64
[1] ナカタニ　バンリ [2] トガワ　イズキ [1] キノシタ　ヨウタ [2] イシダ　シュウヤ

35643 中谷 絆里(2) 35639 戸川 稜生(2) 65343 木下 鷹大(1) 65342 石田 柊哉(1)
[3] フジモト　シュリ [4] フジモト　ケンゴ [3] モリモト　ヒロヤ [4] ヨデン　ハル

35657 藤本 珠璃(1) 35644 藤本 健吾(2) 65348 森本 皓也(1) 65333 余田 温(2)
ヒカミ イタミヒガシ

4 氷上 49.23 8 伊丹東 51.74
[1] タカラコ　ユウマ [2] ナカガワ　マサル [1] ニシダ　リュウゴ [2] ニシオカ　ナオキ

64433 宝子 祐磨(2) 64436 中川 勝(2) 19103 西田 琉悟(2) 19105 西岡 直輝(2)
[3] アダチ　ミナミ [4] ヤマモト　ハルト [3] イトウ　ツカサ [4] フジワラ　ハルキ

64435 足立 陽(2) 64434 山本 悠斗(2) 19108 伊藤 司(2) 19101 藤原 春希(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 〉〉

10組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
イブキダイ ヤスムロ

1 井吹台 46.99 5 安室 51.03
[1] ムライ　ハルト [2] コウノ　トモヤ [1] サトウ　ノゾミ [2] オカモト　アサギ

29674 村井 悠人(1) 29679 河野 友弥(1) 45986 佐藤 希(2) 45990 岡本 麻暉(2)
[3] ニシモト　ヨシタロウ [4] ツチハシ　ハルト [3] ミヤガワ　コウ [4] ツヅキ　ハルヒサ

29648 西本 義太郎(2) 29647 土橋 遥人(2) 45997 宮川 航(1) 45989 都築 晴久(2)
ミカゲ ヤマテダイ

2 御影 48.02 6 山手台 53.15
[1] ヒラカワ　ジョウジ [2] タバタ　ソラ [1] ミヤウチ　アサヒ [2] ヤマモト　ケイタ

20567 平川 靖士(1) 20553 田畑 奏良(2) 17327 宮内 彩旭(2) 17365 山本 景太(1)
[3] コバヤシ　カイシ [4] カミヤ　ケンゴ [3] カンザキ　ユキト [4] ホリエ　タカヒロ

20552 小林 魁士(2) 20551 神谷 健悟(2) 17354 神﨑 敬人(1) 17325 堀江 貴大(2)
ユリノキダイ クロダショウ

3 ゆりのき台 49.14 7 黒田庄 53.30
[1] オオハシ　タツト [2] サカモト　ソウタ [1] オオスミ　ユウヤ [2] ムラカミ　ヒロキ

60971 大橋 龍翔(2) 60973 坂本 颯大(2) 39121 大隅 優也(1) 39126 村上 宙輝(1)
[3] ニシザワ　ミクモ [4] ヘファナン　カナタ [3] モリワキ　コタロウ [4] トウダ　コウセイ

60984 西澤 海雲(2) 60983 ﾍﾌｧﾅﾝ 加和多(2) 39127 森脇 小太郎(1) 39124 東田 凰聖(1)
カイバラ ソノダ

4 柏原 50.66 8 園田 56.09
[1] アダチ　リョウト [2] ウシオ　ソウタロウ [1] フナオク　リント [2] シンジョウ　モトキ

64181 足立 凌都(2) 64186 牛尾 蒼太郎(2) 11333 船奥 凛斗(2) 11335 新庄 幹(2)
[3] スガイ　マサタカ [4] イデ　カズト [3] カタシマ　ノリヒロ [4] ヤスモト　ツバサ

64101 菅井 正高(1) 64189 井手 一斗(2) 11334 片島 憲弘(2) 11340 安本 翔咲(1)

11組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
フタミ ミキシリツミキチュウガッコウ

1 二見 47.21 5 三木 48.47
[1] ミサワ　ケンシン [2] イハラ　アズハ [1] ウエノ　ケンタ [2] マルヤマ　コウタ

32120 三澤 堅心(2) 32134 井原 碧葉(1) 35072 植野 健太(2) 35077 丸山 航汰(2)
[3] ウエダ　ユウト [4] タナカ　レオ [3] カワサキ　リツ [4] オオニシ　カイト

32135 上田 悠斗(1) 32116 田中 玲央(2) 35074 川崎 琳都(2) 35073 大西 海澄(2)
シカマヒガシ ニシワキ

2 飾磨東 47.69 6 西脇 48.96
[1] ニシオ　アヤト [2] ヨシダ　ソウゴ [1] クロカワ　ヒヅキ [2] フジワラ　ユウセ

41005 西尾 彩翔(2) 41009 吉田 壮護(2) 34512 黒河 陽月(2) 34518 藤原 悠世(2)
[3] イトウ　ヨウタ [4] シノダ　ダイキ [3] カンザキ　ハヤト [4] イワサキ　コウスケ

41010 伊藤 陽大(2) 41002 篠田 大貴(2) 34511 神崎 隼人(2) 34510 岩崎 洸祐(2)
ヒガシタニ ナンダン

3 東谷 47.80 7 南淡 52.44
[1] ミヤギ　リュウラ [2] カトウ　コウ [1] エノモト　リュウノスケ [2] フクエ　コウキ

18171 宮城 龍海来(2) 18165 加藤 煌(2) 72441 榎本 琉之介(1) 72439 福榮 航基(2)
[3] マツイ　ヤマト [4] タカモリ　ダイチ [3] ハラグチ　ゴウ [4] タムラ　コウシロウ

18166 松井 大和(2) 18173 髙森 大地(2) 72438 原口 剛(2) 72444 田村 晄士郎(1)
コウヨウガクイン ヒラオカミナミ

4 甲陽学院 48.46 8 平岡南 53.78
[1] マツオカ　ヒロキ [2] ハヤシ　ヨシタカ [1] ニシカワ　ソラ [2] ホンダ　リク

15005 松岡 弘樹(2) 15001 林 佳孝(2) 33302 西川 空良(2) 33308 本田 莉玖(2)
[3] マツシタ　イクヤ [4] オオクボ　シュウ [3] アキタ　トモヤ [4] コガネイ　アオイ

15003 松下 郁矢(2) 15004 大久保 柊(2) 33301 秋田 智哉(2) 33306 小金井 碧(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 〉〉

12組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オオクボ ヒカリガオカ

1 大久保 q 46.78 5 光ガ丘 50.57
[1] ヤマモト　タイガ [2] ヨウ　リンタロウ [1] ハチヤ　ショウタロウ [2] ツカオ　コウタ

31642 山本 大河(2) 31639 葉 凛太郎(2) 17036 蜂谷 祥太郎(2) 17025 塚尾 康太(2)
[3] シバヤマ　リョウヤ [4] キノシタ　キョウタロウ [3] オリビエ　マノア [4] イシハラ　タロウ

31644 柴山 凌弥(2) 31643 木下 恭太朗(2) 17022 オリビエ 真之亜(2) 17021 石原 太郎(2)
カンセイガクイン マスイ

2 関西学院 48.38 6 増位 50.99
[1] アカダ　ケンシロウ [2] ノムラ　ユキヒロ [1] アンシタ　ソウセイ [2] クボ　ショウタ

14734 赤田 賢志朗(2) 14737 野村 幸弘(2) 40104 庵下 創生(2) 40102 久保 昇大(2)
[3] ヤマウチ　ルイ [4] サッパ　ソウイチ [3] オカモト　ライキ [4] ハラダ　ケンタロウ

14742 山内 琉生(2) 14740 颯波 壮一(2) 40101 岡本 来気(2) 40134 原田 健太朗(1)
アクラ オオハラ

3 安倉 48.89 大原 DQ R1
[1] ハヤシ　アオイ [2] アダチ　リョウタ [1] ハギサワ　トモヤ [2] ユウキ　リョウマ

16805 林 碧(2) 16802 足立 涼太(2) 29132 萩澤 友哉(2) 29156 由木 亮海(1)
[3] シマカワ　ハルキ [4] ノザキ　カツノリ [3] カワセ　テツタ [4] クリハラ　シュンノスケ

16832 島川 陽希(1) 16800 野﨑 勝矩(2) 29137 川瀨 てつた(2) 29138 栗原 隼之介(2)
オダ ウエガハラ

4 小田 49.69 上ケ原 DNS
[1] ヤマモト　マサト [2] ウエダ　オウスケ [1] アマノ　ショウタ [2] イノウエ　サクヤ

10990 山本 真人(1) 10978 上田 欧佑(2) 13151 天野 翔太(2) 13153 井上 朔冶(2)
[3] イシハラ　ケイ [4] ミヤシタ　コウヘイ [3] ヒガキ　ヨシヒト [4] ヨシダ　リョウ

10972 石原 慶(2) 10987 宮下 航平(1) 13164 檜垣 禮人(2) 13168 吉田 凌(2)

13組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
セイウン ニシワキミナミ

1 青雲 46.99 5 西脇南 50.48
[1] トクダ　ハルト [2] カワカミ　セイア [1] ムライ　ハルト [2] ムライ　ヒナタ

70267 德田 晴大(2) 70265 川上 聖空(2) 34782 村井 陽斗(2) 34783 村井 陽向(2)
[3] オクダ　レイヤ [4] ミヤザキ　トキヤ [3] ヒロタ　カイセイ [4] オザキ　ユウザ

70264 奧田 羚椰(2) 70271 宮崎 飛稀弥(2) 34776 廣田 快成(2) 34773 尾崎 悠冴(2)
タツノヒガシ マサゴチュウガッコウ

2 龍野東 47.08 6 真砂 50.63
[1] タハラ　リョウコウ [2] マツモト　ハルキ [1] オカモト　レイ [2] ハラダ　ソラ

51151 多原 良昂(2) 51135 松本 明樹(1) 14408 岡本 怜(2) 14409 原田 宙(2)
[3] タカハシ　リュウキ [4] モリタカ　トモユキ [3] ホソイ　ジュン [4] サイキ　リンタロウ

51133 髙橋 龍輝(1) 51155 森高 智之(2) 14405 細井 潤(2) 14414 才木 凛太郎(1)
コウベナガサカ ミハラ

3 神戸長坂 47.09 7 三原 51.64
[1] イチマル　ヤオキ [2] キタムラ　イッセイ [1] サカベ　カナタ [2] カワノ　ショウタ

27112 市丸 弥興(2) 27115 北村 一惺(2) 72058 酒部 奏多(2) 72073 河野 翔太(1)
[3] モリワキ　ユタカ [4] イチマ　ユウ [3] マエガワ　コウキ [4] ナカニシ　ソウキ

27118 森脇 悠慶(2) 27111 市間 勇(2) 72072 前川 昊輝(1) 72063 中西 颯基(2)
タダ ミナミヒバリガオカ

4 多田 48.04 南ひばりガ丘 DQ FS
[1] フクイ　エイジ [2] イトウ　レン [1] タナベ　ユウ [2] タニモト　シュンスケ

18059 福井 英二(2) 18060 伊藤 蓮(2) 16780 田邊 優(2) 16789 谷本 俊輔(2)
[3] ツジ　ユウト [4] モリ　カケル [3] サカグチ　ユウセイ [4] マツナガ　トキ

18066 辻□ 湧斗(2) 18062 森 海翔(2) 16784 坂口 雄星(2) 16786 松永 音輝(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
オオツ タカショウ

1 大津 47.07 5 鷹匠 50.05
[1] マツオ　マサアキ [2] アダチ　シュウヤ [1] トザワ　ナオヤ [2] シモムラ　ユウタ

46137 松尾 匡晃(2) 46130 足立 朱優(2) 20777 戸澤 直哉(2) 20775 下村 祐太(2)
[3] ハヤシ　リョウスケ [4] ウキタ　トモヤ [3] タムラ　シュンエイ [4] キタウラ　ガク

46132 林 良祐(2) 46136 浮田 知哉(2) 20774 田村 駿英(2) 20773 北浦 雅久(2)
カミ オノ

2 加美 47.18 6 小野 50.51
[1] ナシキ　ソウマ [2] ヤマダ　ナツキ [1] マエヤマ　マサノリ [2] カワカミ　ユウセイ

38910 梨木 蒼馬(2) 38913 山田 那月(2) 37147 前山 正憲(1) 37130 河上 侑聖(2)
[3] カマタニ　ショウ [4] ハシヅメ　タツキ [3] ハセガワ　ウキョウ [4] フジモト　コウキ

38909 釜谷 勝(2) 38912 橋詰 竜輝(2) 37134 長谷川 右京(2) 37135 藤本 虹輝(2)
オオクラ ヤマグチ

3 大蔵 47.62 7 山口 52.50
[1] タキオカ　カズヒサ [2] イナオカ　マナト [1] カンノ　セイシン [2] ウラカド　ソウケン

31269 瀧岡 千悠(2) 31289 稲岡 愛斗(1) 14131 菅野 晴心(2) 14152 浦門 爽絢(1)
[3] カワイ　カズマ [4] モリ　ヒサアキ [3] イケダ　ソウタロウ [4] キシモト　セイノスケ

31272 川井 一馬(2) 31273 森 悠晃(2) 14151 池田 颯大朗(1) 14154 岸本 誠之介(1)
オシベダニ ジユウガオカ

4 押部谷 49.13 8 自由が丘 54.20
[1] マツオ　ソウシ [2] サトウ　アキ [1] コバ　ショウタ [2] イチジマ　ユウキ

27552 松尾 宗志(2) 27550 佐藤 暉(2) 35535 木場 翔太(1) 35534 市島 悠貴(1)
[3] ナカムラ　カイト [4] ヘグリ　ジョウスケ [3] タナカ　ハル [4] スミダ　ヒロト

27544 中村 海斗(2) 27546 平郡 丈将(2) 35537 田中 温琉(1) 35536 角田 陽翔(1)

q:プラスによる進出    DNS:欠場  DQ:失格  R1:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった  FS:不正スタート  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 44.88 齋野・阿部・田辺・妻鹿 （阪神・大社） 2019 神戸総合 予選 9/27 12:45 (14-0+8)

決勝 9/27 16:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
カコガワチュウブ

1 加古川中部 45.86
[1] ハヤセ　ユウト [2] マツヤマ　リュウキ

33118 早瀬 優叶(2) 33122 松山 瑠希(2)
[3] ヤマサキ　リョウト [4] ユラ　タクマ

33123 山﨑 凌翔(2) 33124 由良 拓磨(2)
ヒメジナダ

2 姫路灘 45.87
[1] ハヤシ　タカヤ [2] ムラセ　ショウタ

40932 林 剛也(2) 40946 村瀬 翔汰(1)
[3] カイカワ　ヒカル [4] タナカ　リョウガ

40938 貝川 輝(1) 40929 田中 崚雅(2)
キタコウベ

3 北神戸 46.02
[1] ノムラ　アキト [2] シラヒゲ　レイジ

24154 野村 陽人(2) 24170 白髭 怜士(2)
[3] イワデ　ハル [4] トデ　ダイト

24156 岩出 悠(2) 24161 戸出 大翔(2)
ホウデン

4 宝殿 46.24
[1] ナカジマ　ハスキ [2] イケハラ　トウタ

34362 中島 蓮稀(2) 34301 池原 透太(1)
[3] ナガドオリ　トキアツ [4] ツジモト　コウキ

34363 長通 時篤(2) 34360 辻本 滉貴(2)
シオセ

5 塩瀬 46.26
[1] トシツナ　アキヒロ [2] モリヤマ　ソラト

14279 年綱 晃広(2) 14281 森山 空翔(2)
[3] ウエノ　リュウセイ [4] ヨシムラ　カズキ

14273 植野 琉青(2) 14209 吉邑 一希(1)
トヨオカミナミ

6 豊岡南 46.41
[1] カゲヤマ　ケイシ [2] オキノ　ミチ

80140 陰山 啓志(2) 80152 沖野 未知(1)
[3] イマニシ　エイタ [4] ウエジ　ハル

80158 今西 瑛大(1) 80135 上治 大琉(2)
オオクボ

7 大久保 46.53
[1] ヤマモト　タイガ [2] ヨウ　リンタロウ

31642 山本 大河(2) 31639 葉 凛太郎(2)
[3] シバヤマ　リョウヤ [4] キノシタ　キョウタロウ

31644 柴山 凌弥(2) 31643 木下 恭太朗(2)
タマツ

8 玉津 47.14
[1] カリタニ　ヒロイ [2] モリキ　カンタ

27609 苅谷 弘唯(2) 27611 森木 幹太(2)
[3] ヤマシタ　レンヤ [4] カツモト　ケイスケ

27614 山下 連野(2) 27608 勝本 啓介(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子走高跳
大会記録 1.88 遠藤　正治 （淡路・南淡） 1983 明石 決勝 9/27  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カンザキ　ハヤト ニシワキ

1 34511 神崎　隼人(2) 西脇 1.73
フジワラ　タイチ テンノウジガワ

2 19516 藤原　大知(2) 天王寺川 1.70
タチバナ　リュウト シカマヒガシ

3 41003 橘　琉斗(2) 飾磨東 1.60
ワキモト　タクミ フタミ

4 32121 脇本　拓海(2) 二見 1.60
ナカモト　トワ ムコヒガシ

5 12272 中本　飛羽(2) 武庫東 1.55
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子棒高跳
大会記録 4.00 岡田　祐司 （神戸・神戸長坂） 1996 明石 決勝 9/26 10:45 

4.00 浅野　喜洋 （神戸・広陵） 1999 明石

〈〈 決勝 〉〉

1組
¦2.20¦2.40¦2.60¦2.80¦

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦3.00¦3.20¦3.40¦3.60¦
フナオク　リント ソノダ ¦-   ¦o   ¦o   ¦o   ¦

1 11333 船奥　凛斗 2 園田 1 2.80 ¦xxx ¦               
ナカガワ　ジン シカマニシ ¦o   ¦o   ¦o   ¦xxx ¦

2 41228 中川　仁 2 飾磨西 2 2.60                      
コダマ　ショウヤ オゾノ ¦xxx ¦               

12365 児玉　翔哉 2 小園 3 NM                      

NM:計測無し  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子走幅跳
大会記録 6.49 鈴村　勇樹 （東播・平岡南） 1993 王子 決勝 9/26 10:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦
サカモト　ソウタ ユリノキダイ   -0.1  +0.5  +0.3                   

1 60973 坂本　颯大 2 ゆりのき台 7 5.88 (+0.5) ¦ 5.68¦ 5.88¦ 5.53¦
ナカスジ　マサト サンヨウ   -0.2  -0.5  +0.3                   

2 40899 中筋　正人 2 山陽 4 5.78 (-0.2) ¦ 5.78¦ 5.64¦ 5.77¦
フニ　カイト アサヒチュウ   -0.5  +0.7  -0.2                   

3 41559 不ニ　海斗 2 朝日 14 5.78 (-0.2) ¦ 5.57¦ 5.54¦ 5.78¦
ハセガワ　ユウキ カスミダイイチ   -0.2  +0.1  +0.7                   

4 81025 長谷川　侑輝 2 香住第一 10 5.76 (-0.2) ¦ 5.76¦ 5.69¦ 5.03¦
イワデ　ハル キタコウベ   -0.6  -0.2  -0.4                   

5 24156 岩出　悠 2 北神戸 13 5.74 (-0.6) ¦ 5.74¦ 5.57¦ 5.64¦
ヤスイ　ヒデナリ フクサキニシ         +0.5  -0.3                   

6 42401 安井　秀成 2 福崎西 5 5.72 (-0.3) ¦    x¦ 5.57¦ 5.72¦
ヤマダ　ナツキ カミ   +0.3  +0.6  -0.5                   

7 38913 山田　那月 2 加美 16 5.67 (-0.5) ¦ 5.57¦ 4.53¦ 5.67¦
エノモト　ハルキ セイドウ         +0.6  -0.3                   

8 15559 榎本　陽月 2 精道 17 5.61 (+0.6) ¦    x¦ 5.61¦ 5.58¦
ホウライ　ショウタ リョウナン   +1.4  -0.1  +0.1                   

9 33927 蓬莱　聖太 2 陵南 3 5.60 (+1.4) ¦ 5.60¦ 5.22¦ 4.98¦
タナカ　ノブアキ タイシニシ   +0.1  +0.7   0.0                   

10 51764 田中　伸明 2 太子西 12 5.53 (+0.7) ¦ 5.16¦ 5.53¦ 5.29¦
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ   +0.9  -0.5   0.0                   

11 29391 宮﨑　恵大 2 有野北 19 5.49 ( 0.0) ¦ 5.48¦ 5.37¦ 5.49¦
クマガイ　ルキ イズミ   +0.1  -0.3  +0.4                   

12 37834 熊谷　瑠輝 2 泉 1 5.46 (-0.3) ¦ 5.26¦ 5.46¦ 5.33¦
ナカシマ　ショウヤ ヒメジナダ          0.0                         

13 40930 中嶋　祥也 2 姫路灘 2 5.40 ( 0.0) ¦    x¦ 5.40¦    x¦
スナダ　イッペイ フタミ         +1.2                         

13 32115 砂田　一平 2 二見 18 5.40 (+1.2) ¦    x¦ 5.40¦    x¦
カドワキ　コウセイ モトヤマ   +0.7  +0.2  -0.2                   

15 20354 門脇　功成 2 本山 6 5.38 (+0.7) ¦ 5.38¦ 5.27¦ 5.09¦
アダチ　リョウタ アクラ   -0.4  +0.7   0.0                   

16 16802 足立　涼太 2 安倉 11 5.32 (+0.7) ¦ 5.31¦ 5.32¦ 5.16¦
ノムラ　アキト キタコウベ         -0.1  +0.2                   

17 24154 野村　陽人 2 北神戸 8 5.30 (+0.2) ¦    x¦ 5.00¦ 5.30¦
マツオカ　ユイト カラト   +0.8  +0.7  +0.1                   

18 22936 松岡　結斗 2 唐櫃 15 4.98 (+0.1) ¦ 4.96¦ 4.69¦ 4.98¦
イハラ　アズハ フタミ         +0.7                         

19 32134 井原　碧葉 1 二見 9 4.43 (+0.7) ¦    x¦ 4.43¦    x¦

2020/09/26 14:36:15



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子三段跳
大会記録 13.03 岡　礼人 （神戸・櫨谷） 2005 神戸総合 決勝 9/27 10:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　リョウヤ ホウジョウ

1 37551 藤本　涼哉(2) 北条 w12.79 (+2.1)  公認:12.18(0.9)

ムライ　ヒナタ ニシワキミナミ

2 34783 村井　陽向(2) 西脇南 w11.86 (+2.4)

ワタナベ　ソラ トモガオカ

3 25500 渡邉　奏良(2) 友が丘 w11.70 (+2.2)  公認:11.68(0.5)

キムヤ　イク モトヤマミナミ

4 20603 金也　郁(2) 本山南 11.48 (+1.7)
オオツボ　レオト スズランダイ

5 23521 大坪　澪音(2) 鈴蘭台 11.40 (+1.2)
ナカガワ　マサル ヒカミ

6 64436 中川　勝(2) 氷上 11.05 (+0.4)
イシモト　シン タイシニシ

7 51762 石本　慎(2) 太子西 w10.96 (+3.4)  公認:10.29(0.5)

w:追風参考  
2020/09/27 16:31:31
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子砲丸投 [5kg]
大会記録 14.19 執行　大地 （神戸･平野） 2015 神戸総合 決勝 9/27 10:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
エンドウ　レオナ タカツカサ

1 16602 遠藤　玲於奈(2) 高司 10.67
ハヤシ　カイト アボシ

2 41402 林　海翔(2) 網干 10.37
ゴトウ　リク オオクラ

3 31262 後藤　璃久(2) 大蔵 10.11
マツウラ　イブキ シカマヒガシ

4 41016 松浦　伊吹(2) 飾磨東 10.04 TR5
カネヤマ　タイチ ムコヒガシ

5 12267 金山　太一(2) 武庫東 9.91
ウエノ　ヒロト シカタ

6 33890 上野　広翔(2) 志方 9.89
スギハラ　ハク ホウデン

7 34356 杉原　珀(2) 宝殿 9.51
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ

8 34512 黒河　陽月(2) 西脇 9.23 TR5
コジマ　タテキ ユラ

9 70418 小島　楯生(2) 由良 9.16
ミヤザキ　ライガ ニシワキミナミ

10 34780 宮崎　礼雅(2) 西脇南 9.15
イチジョウ　ヨウ シカタ

11 33889 一定　洋雲(2) 志方 8.90 TR5
タカミ　シゲヒト イチジマ

12 65332 髙見　茂仁(2) 市島 8.63
ナカニシ　ソウキ ミハラ

13 72063 中西　颯基(2) 三原 8.60
ヨデン　ハル イチジマ

14 65333 余田　温(2) 市島 7.89

TR5:規定外シューズ使用  
2020/09/27 16:31:37
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子円盤投 [1.5kg]
大会記録 39.91 執行　大地 （神戸･平野） 2015 神戸総合 決勝 9/26 10:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦
タカセ　ソウタ オオクラ                                      

1 31266 髙瀬　蒼太 2 大蔵 2 29.81 ¦    x¦29.66¦29.81¦
ハヤカワ　リク アサヒチュウ                                      

2 41560 早川　理玖 2 朝日 1 27.92 ¦27.92¦    x¦27.16¦
フジワラ　レン カイバラ                                      

3 64193 藤原　蓮 2 柏原 6 27.14 ¦27.14¦21.28¦24.79¦
ヨコテ　ユウキ ホウデン                                      

4 34369 横手　佑紀 2 宝殿 4 26.66 ¦26.33¦26.66¦26.46¦
ナラザキ　リク シカマヒガシ                                      

5 41014 楢﨑　陸 2 飾磨東 5 24.63 ¦22.00¦23.61¦24.63¦
マツヤマ　リンセイ ヤスムロ                                      

6 45992 松山　凜星 2 安室 3 23.97 ¦    x¦21.38¦23.97¦

2020/09/26 14:36:21



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/26 14:30 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオモリ　ダン ヒラノ 566

1 27885 大森　檀(2) 平野 55.82
オオニシ　セイト フタミ 557

2 32110 大西　勢翔(2) 二見 56.05
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 509

3 39650 小林　勇惺(2) 播磨 57.31
ミサワ　ケンシン フタミ 500

4 32120 三澤　堅心(2) 二見 57.55
ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ 242

5 35442 横山　右喬(2) 緑が丘 1:05.64

2020/09/26 21:26:35
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/26  9:40 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 716

1 32120 三澤　堅心 2 二見 6 16.15
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 603

2 39650 小林　勇惺 2 播磨 4 17.21
オオモリ　ダン ヒラノ 509

3 27885 大森　檀 2 平野 5 18.16
ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ 454

4 35442 横山　右喬 2 緑が丘 7 18.76
オオニシ　セイト フタミ 417

5 32110 大西　勢翔 2 二見 3 19.18

2020/09/26 14:36:05



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子走高跳
大会記録 1.88 遠藤　正治 （淡路・南淡） 1983 明石 決勝 9/26 12:35 

〈〈 四種競技 〉〉

1組
¦1.35¦1.40¦1.45¦1.50¦1.55¦

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦1.58¦1.61¦1.64¦1.67¦1.70¦
ミサワ　ケンシン フタミ 520 ¦-   ¦-   ¦o   ¦o   ¦o   ¦

1 32120 三澤　堅心 2 二見 5 1.67 ¦o   ¦xo  ¦xxo ¦o   ¦xxx ¦
オオモリ　ダン ヒラノ 426 ¦o   ¦o   ¦xo  ¦o   ¦xo  ¦

2 27885 大森　檀 2 平野 1 1.55 ¦xxx ¦-   ¦-   ¦          
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 389 ¦o   ¦o   ¦o   ¦o   ¦xxx ¦

3 39650 小林　勇惺 2 播磨 2 1.50                           
オオニシ　セイト フタミ 352 ¦o   ¦o   ¦o   ¦xxx ¦     

4 32110 大西　勢翔 2 二見 3 1.45                           
ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ 0 ¦xxx ¦                    

35442 横山　右喬 2 緑が丘 4 NM                           

NM:計測無し  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  

2020/09/26 14:36:55



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子砲丸投 [4kg]
決勝 9/26 10:55 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦
ミサワ　ケンシン フタミ 445                                      

1 32120 三澤　堅心 2 二見 2 9.33 ¦ 8.96¦ 9.33¦ 9.04¦
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 414                                      

2 39650 小林　勇惺 2 播磨 5 8.81 TR5 ¦    x¦ 8.81¦ 8.54¦
オオニシ　セイト フタミ 388                                      

3 32110 大西　勢翔 2 二見 4 8.36 TR5 ¦ 8.18¦ 8.16¦ 8.36¦
ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ 344                                      

4 35442 横山　右喬 2 緑が丘 1 7.63 ¦ 6.78¦ 7.63¦ 6.17¦
オオモリ　ダン ヒラノ 308                                      

5 27885 大森　檀 2 平野 3 7.01 ¦ 6.78¦ 7.01¦ 6.98¦

TR5:規定外シューズ使用  x:無効試技  

2020/09/26 14:36:34



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

２年女子100m
大会記録 12.20 松永　朋子 （東播・小野） 2016 神戸総合 決勝 9/27 14:15 

12.2 佐治　由佳 （中播・福崎西） 1985 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.6 m/s) 2組 (+3.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
テラシ　リコ シオセ ワタゴシ　ユイ タダ

1 14207 照　りこ(2) 塩瀬 12.67 1 18052 綿越　友唯(2) 多田 w13.06
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ クロセ　ハルカ アボシ

2 27112 小林　侑加(2) 神戸長坂 12.67 2 41406 黒瀬　遥香(2) 網干 w13.12
ナカオ　トモエ ワダヤマ ヨシカワ　ユイ サンヨウ

3 83462 中尾　巴映(2) 和田山 12.79 3 40895 吉川　由依(2) 山陽 w13.12
ヒラヤマ　アオイ スマガクエンチュウガッコウ クゴ　エリナ アサヒガオカ

4 29758 平山　葵(2) 須磨学園 12.86 4 37284 久語　英里奈(2) 旭丘 w13.23
タニグチ　ココネ ミキヒガシ タケウチ　ユズ カサイ

5 35696 谷口　心音(2) 三木東 13.14 5 37771 竹内　ゆず(2) 加西 w13.36
サカグチ　ユウカ コウデラ イケダ　シュリ イナミ

6 43273 坂口　裕香(2) 香寺 13.29 6 39414 池田　朱里(2) 稲美 w13.39
カミダイラ　サキ テンノウジガワ タニグチ　レナ トヨオカミナミ

7 19551 上平　紗希(2) 天王寺川 13.40 80149 谷口　玲那(2) 豊岡南 DNS

3組 (+2.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミナミ　ユウキ ゴシキ

1 74017 南　裕妃(2) 五色 w13.05
マルノ　アヅサ タダ

2 18053 丸野　梓(2) 多田 w13.20
ロバアト　プリスカ オオクボキタ

3 32210 ロバート　プリスカ(2) 大久保北 w13.24
トイ　ユウナ カワラギチュウガッコウ

4 13521 戸井　裕菜(2) 瓦木 w13.33
サワノ　コトネ トヨオカミナミ

5 80143 澤野　琴音(2) 豊岡南 w13.38
マツヌマ　アンナ タイシニシ

6 51756 松沼　杏奈(2) 太子西 w13.55
シモカワ　リノ カコガワ

32852 下川　凛乃(2) 加古川 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
2020/09/27 16:32:13
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１年女子100m
大会記録 12.43 松永　朋子 （東播･小野） 2015 神戸総合 決勝 9/27 14:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.4 m/s) 2組 (+3.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

1 33945 平野　美紀(1) 陵南 13.16 1 33160 松岡　愛菜(1) 加古川中部 w13.55
タニ　ユアン コウヨウ アライ　ミヤビ ハリマミナミ

2 20061 谷　優杏(1) 向洋 13.25 2 39760 新居　みやび(1) 播磨南 w13.67
テラキタ　ココメ リョウナン サカエ　ナナミ ヒメジコウリョウ

3 33941 寺北　ここめ(1) 陵南 13.28 3 40219 酒江　菜々美(1) 姫路広嶺 w13.71
マツシタ　ミユウ タイシャ ナカニシ　ユイ オオクボ

4 12980 松下　心優(1) 大社 13.33 4 31618 中西　結泉(1) 大久保 w13.79
コバヤシ　リコ イブキダイ タカハラ　アヤノ フクサキニシ

5 29638 小林　莉子(1) 井吹台 13.70 5 42433 高原　彩乃(1) 福崎西 w13.81
オグラ　リア オノミナミ アオキ　カリン カワラギチュウガッコウ

6 37001 小倉　梨愛(1) 小野南 13.71 6 13538 青木　花梨(1) 瓦木 w13.82
カコ　アンナ ショウヨウ イワサキ　ユナ サンヨウ

7 36409 加古　杏菜(1) 松陽 13.79 40803 岩崎　優菜(1) 山陽 DNS
タイ　リナ ヒオカ

32934 田井　里奈(1) 氷丘 DNS

3組 (+2.7 m/s) 4組 (+3.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　ナルミ オノ イシダ　アガサ ハマノミヤ

1 37142 藤原　成美(1) 小野 w14.11 1 33421 石田　有華咲(1) 浜の宮 w13.69
ニシモト　ネネ カミカワ タカヤマ　アオイ ヨコオ

2 43513 西本　寧々(1) 神河 w14.15 2 25426 髙山　碧(1) 横尾 w13.70
ヤマモト　サエ フタミ イノウエ　カノン トヨオカキタ

3 32140 山本　冴(1) 二見 w14.18 3 80211 井上　華暖(1) 豊岡北 w13.73
クマガイ　ハルナ ヒメジタカオカ ナガイ　ハルカ コウブ

4 40392 熊谷　遥菜(1) 姫路高丘 w14.18 4 13479 永井　遼(1) 甲武 w13.76
ヨシムラ　サナ ヤマテダイ ハシモト　ヒナ オゾノ

5 17335 吉村　彩奈(1) 山手台 w14.21 5 12386 橋本　妃菜(1) 小園 w13.83
ミヤザキ　ソヨカ ホウデン コバヤシ　マオ ヨコオ

6 34308 宮﨑　そよか(1) 宝殿 w14.25 6 25425 小林　茉央(1) 横尾 w14.09
ウツミ　アリ アサヒチュウ ヤマモト　ユカ カンセイガクイン

7 41556 内海　彩里(1) 朝日 w14.31 14795 山本　侑佳(1) 関西学院 DNS

5組 (+2.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コウモト　ユウ ワダヤマ

1 83468 高本　優(1) 和田山 w13.72
ナカガワ　ユラ タイシャ

2 12985 中川　優来(1) 大社 w13.86
コンドウ　ユイ カスガ

3 65191 近藤　優衣(1) 春日 w13.99
サコダ　ユウリ ホウデン

4 34304 迫田　優里(1) 宝殿 w14.10
トクナガ　ハルカ ヤマテダイ

5 17323 徳永　春花(1) 山手台 w14.36
コクボ　ユエラ ハゼタニチュウ

6 27350 小久保　優蕾(1) 櫨谷 w14.38
ナガヤマ　ミキ リョウナン

7 33944 永山　未希(1) 陵南 w14.49

DNS:欠場  w:追風参考  
2020/09/27 16:32:17

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/26 13:25 

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン

1 14784 仲埜　心葉 2 関西学院 5 26.69
ヤマグチ　ミズキ タカクラ

2 25332 山口　瑞生 2 高倉 6 27.08
ウエト　シノブ ヤスムロ

3 45968 植戸　忍 2 安室 7 27.11
ムラオカ　ミサ キタコウベ

4 24114 村岡　美沙 2 北神戸 2 27.39
シマザキ　ユウミ イブキダイ

5 29605 島崎　優実 2 井吹台 3 27.53
イエウジ　レナ ヒメジナダ

6 40978 家氏　玲奈 2 姫路灘 9 27.61
フジワラ　アヅナ カミカワ

7 43501 藤原　明絆 2 神河 4 27.63
ナカムラ　リナ イブキダイ

8 29616 中村　莉奈 2 井吹台 8 28.14

2組 (-0.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
サイトウ　アカリ ハッケイ

1 60342 齋藤　朱里 2 八景 8 27.74
ワカサ　ミク タンナン

2 62772 若狭　弥玖 2 丹南 3 27.92
ノウジマ　ユウリ イブキダイ

3 29611 能島　侑里 2 井吹台 7 28.22
イナガキ　アリサ イタミミナミ

4 19323 稲垣　ありさ 2 伊丹南 5 28.24
コバシ　ミユ ソノダ

5 11359 小橋　美柚 2 園田 4 28.29
ヤギ　リオ オオツ

6 46132 八木　俐緒 2 大津 9 28.51
イリエ　コノミ ナガサカ

7 60431 入江　好美 2 長坂 6 28.63
タルキ　マコ タカラヅカダイイチ

16136 樽木　真子 2 宝塚第一 2 DNS

DNS:欠場  

2020/09/26 14:37:11



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

２年女子800m
大会記録 2:12.13 矢本　桜子 （東播・加古川） 2010 神戸総合 決勝 9/26 12:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナガノ　アミ イナミ

1 39417 長野　亜美 2 稲美 5 2:18.59
ハラダ　ヒナ ヒラオカ

2 33234 原田　陽菜 2 平岡 7 2:19.53
ハラ　セイナ イタミヒガシ

3 19123 原　聖奈 2 伊丹東 6 2:19.68
ハセガワ　シマ カミカワ

4 43504 長谷川　詩真 2 神河 4 2:21.83
ナオエ　ウタ オオクボ

5 31651 直江　詩 2 大久保 9 2:21.95 TR5
アダチ　アイリ ニシワキ

6 34591 安達　蒼璃 2 西脇 11 2:23.31
アキヤマ　ヒイロ タカトリ

7 25157 秋山　ひいろ 2 鷹取 1 2:24.50
サトウ　アキコ タイシニシ

8 51753 佐藤　晶子 2 太子西 8 2:25.21
ハシモト　ユイナ コウデラ

9 43266 橋本　結菜 2 香寺 10 2:25.33 TR5
タナカ　リノ セイシン

10 29411 田中　梨乃 2 西神 2 2:28.18
ヤマシタ　マオ アライ

11 36132 山下　真央 2 荒井 3 2:28.94

TR5:規定外シューズ使用  

2020/09/26 14:36:51



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１年女子800m
大会記録 2:17.92 福田　有以 （東播・稲美北） 2010 加古川 決勝 9/26 11:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ

1 40910 寺田　妃織 1 姫路灘 8 2:21.53
ヨシカワ　ナオ イナミ

2 39425 吉川　菜緒 1 稲美 9 2:22.13
タネ　チサト トウコウ

3 40553 種　知里 1 東光 3 2:23.25
ヨシカワ　ヒナ イナミ

4 39422 吉川　陽菜 1 稲美 6 2:23.45
ムラカミ　サチコ オオツカダイ

5 27701 村上　咲智子 1 王塚台 2 2:24.17
ヨシダ　エマ リョウナン

6 33942 𠮷田　笑麻 1 陵南 7 2:26.21
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ

7 35610 屋敷　萌子 1 三木東 10 2:27.38
ヤマカワ　エリナ トウコウ

8 40559 山川　恵里奈 1 東光 11 2:29.12
アンドウ　モモカ ミキヒガシ

9 35608 安藤　桃花 1 三木東 4 2:29.23
トモムネ　サアヤ フクサキニシ

10 42430 友宗　沙彩 1 福崎西 1 2:33.00
クマベ　ミナト ユメサキ

45503 隈部　湊 1 夢前 5 DNS

DNS:欠場  

2020/09/26 14:36:46



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 決勝 9/27 11:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツカモト　ユア アライ カサマツ　セナ ヒメジナダ

1 36134 塚本　夕藍(2) 荒井 4:38.84 1 40983 笠松　世那(2) 姫路灘 4:57.69
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ フジタ　ナオコ イナミ

2 16755 原　志織(2) 南ひばりガ丘 4:38.94 2 39418 藤田　直子(2) 稲美 4:58.72
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ オカダ　ユヅキ トヨトミ

3 40655 細見　芽生(2) 白鷺小中 4:39.36 3 41721 岡田　優月(2) 豊富小 5:02.30
イケノ　カイリ タイサンジ ヤスモト　リオ サンヨウ

4 28150 池野　絵莉(1) 太山寺 4:49.14 4 40899 安本　梨桜(2) 山陽 5:03.27
アラキ　ミヒロ ヒメジナダ イノウエ　ユナ タイシヒガシ

5 40977 荒木　心尋(2) 姫路灘 4:52.62 5 51600 井上　柚奈(2) 太子東 5:04.88
ワタナベ　ハルカ ヒメジナダ ヌノイチ　ユイ カミ

6 40994 渡邉　晴香(2) 姫路灘 4:53.62 6 38901 布一　結衣(2) 加美 5:04.93
コエヅカ　ホノカ ミツ ヤマムラ　ユナ ミナミヒバリガオカ

7 51950 肥塚　暖歌(2) 御津 4:55.43 7 16757 山村　優奈(2) 南ひばりガ丘 5:06.18
オオニシ　ミソラ リョウナン タニグチ　マホ ホウバイ

8 33921 大西　美天(2) 陵南 4:56.01 8 16274 谷口　真帆(2) 宝梅 5:07.04
ナカバリ　ナユ ジユウガオカ ホリ　ユキナ ヤスムロ

9 35521 中張　菜柚(2) 自由が丘 4:56.20 9 45969 堀　幸奈(2) 安室 5:07.37
タニムラ　カズサ ヤスムロ コウノ　ミオ セイリョウダイ

10 45972 谷村　和沙(2) 安室 4:56.36 10 29503 河野　心桜(2) 星陵台 5:10.65 TR5
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ ハシモト　ハルナ コウデラ

11 27114 濱村　一咲(2) 神戸長坂 5:03.66 11 43265 橋本　晴菜(2) 香寺 5:12.04 TR5
ミヤケ　ヒナ イナミキタ モリシタ　ナオ ヤスムロ

12 39572 宮宅　ひな(2) 稲美北 5:09.15 12 45974 森下　菜央(2) 安室 5:14.55
フキ　アヤカ カイバラ モリシタ　シズク イカワダニ

13 64136 婦木　彩花(2) 柏原 5:13.95 13 27245 森下　凉月(2) 伊川谷 5:18.39
スズキ　ホノカ ヒラノ カジハラ　ツカサ コウデラ

14 27814 鈴木　葡乃香(2) 平野 5:14.63 14 43263 梶原　つかさ(2) 香寺 5:23.42 TR5

TR5:規定外シューズ使用  
2020/09/27 16:31:40

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/27  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.0 m/s) 2組 (+2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウシオ　ヒロコ ヤスムロ タノウエ　キョウカ タイサンジ

1 45970 牛尾　紘子(2) 安室 15.31 1 28127 田上　京夏(2) 太山寺 w15.98
ウエオカ　リン ハリマミナミ ヤスダ　ユイナ イカワダニ

2 39751 上岡　凛(2) 播磨南 15.32 2 27246 安田　結菜(2) 伊川谷 w16.34
タケウチ　クレハ カミカワ カワサキ　ユメ タダ

3 43502 竹内　紅葉(2) 神河 15.34 3 18054 川﨑　結愛(2) 多田 w16.35
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ ウエダ　ユナ スガノ

4 42426 宮内　綾花(1) 福崎西 15.36 4 44043 上田　優奈(2) 菅野 w16.37
ミヤザキ　カホ カミカワ ヤマサキ　カホ ボウカイ

5 43503 宮﨑　夏帆(2) 神河 15.37 5 31581 山崎　花帆(2) 望海 w16.43
ミヤモト　マナミ ハラダ ハヤシ　カリン ホンタモン

6 20946 宮本　愛美(2) 原田 15.63 6 27035 林　花鈴(2) 本多聞 w16.53
ミチダ　サチナ ハリマミナミ クリオカ　チサト タイシニシ

7 39755 道田　幸奈(2) 播磨南 15.92 7 51751 栗岡　千聖(2) 太子西 w17.63
イトウ　リコ コウリョウ オオモリ　ミオ キタコウベ

13285 伊藤　里子(2) 甲陵 DNS 8 24124 大森　澪(2) 北神戸 w24.11

3組 (+2.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナンジョウ　ヒメナ リョウナン

1 33914 南條　姫菜(2) 陵南 w15.98
ミヤザキ　リン ウエガハラ

2 13161 宮﨑　凛(2) 上ケ原 w16.16
タツチ　マナ ササヤマヒガシ

3 62260 田土　真菜(2) 篠山東 w16.66
タカマツ　シホ ユリノキダイ

4 60948 高松　志帆(2) ゆりのき台 w17.18
オシミ　ノエ シオヤ

5 26251 押見　野枝(2) 塩屋 w17.28
タムラ　アヤナ セイリョウダイ

6 29507 田村　綾菜(2) 星陵台 w17.30
ナカノ　ヒマリ オオハラ

7 29163 中野　日葵(2) 大原 w17.60

DNS:欠場  w:追風参考  
2020/09/27 16:31:04

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/27 10:05 (13-0+8)

決勝 9/27 16:15 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
トヨオカミナミ ハマワキ

1 豊岡南 52.83 6 浜脇 56.26
[1] ヤスイ　マナ [2] サワノ　コトネ [1] コハタ　サクラ [2] マツウラ　ノノカ

80147 安井 真那(2) 80143 澤野 琴音(2) 12850 木幡 さくら(2) 12866 松浦 埜乃夏(1)
[3] シュクナミ　スズカ [4] ワダ　ノゾミ [3] オオツカ　ミズキ [4] タナカ　アンナ

80141 宿南 涼香(2) 80151 和田 望(2) 12854 大塚 瑞妃(2) 12851 田中 杏奈(2)
オオクボキタ モトヤマ

2 大久保北 54.28 7 本山 56.58
[1] スギモト　キョウコ [2] ロバアト　プリスカ [1] ナカムラ　リナ [2] カツノ　ナナ

32200 杉本 恭子(2) 32210 ロバート プリスカ(2) 20350 中村 莉菜(2) 20356 勝野 七菜(2)
[3] ワタナベ　カノン [4] フジモト　アイ [3] アラマチ　カリン [4] ニシムラ　マユ

32211 渡邊 花音(2) 32237 藤本 愛(1) 20355 荒町 佳凜(2) 20351 西村 麻佑(2)
タイシャ ヒカミ

3 大社 54.43 8 氷上 56.61
[1] カワカミ　ユナ [2] ニシウラ　ノゾミ [1] ウエキ　アヤネ [2] フルタ　カホ

12966 川上 結愛(2) 12967 西浦 希(2) 64451 植木 綾音(1) 64495 古田 果穂(2)
[3] ナカガワ　ユラ [4] マツシタ　ミユウ [3] ナカウエ　ヒナ [4] サト　ミサキ

12985 中川 優来(1) 12980 松下 心優(1) 64494 中上 陽菜(2) 64462 里 美咲(1)
ジユウガオカ トヨトミ

4 自由が丘 55.49 9 豊富小 57.52
[1] タナカ　サラ [2] ウエダ　サエ [1] サカグチ　コウ [2] ミヤネ　ミツキ

35514 田中 さら(2) 35519 上田 咲笑(2) 41724 坂口 皐(2) 41722 宮根 光希(2)
[3] ウメダ　カホ [4] ツオ　ナツキ [3] シマムラ　リオン [4] タニグチ　エマ

35516 梅田 佳歩(2) 35540 津尾 菜月(1) 41723 志磨村 莉音(2) 41731 谷口 絵麻(1)
タイサンジ

5 太山寺 55.63
[1] ナカノ　リン [2] フジワラ　アヤネ

28130 中野 倫(2) 28131 藤原 彩音(2)
[3] ナイトウ　ミズキ [4] タノウエ　キョウカ

28128 内藤 瑞希(2) 28127 田上 京夏(2)

2020/09/27 16:31:18
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
イブキダイ アリノ

1 井吹台 q 51.92 6 有野 56.22
[1] マツヒラ　シホ [2] ノウジマ　ユウリ [1] ノロ　アオイ [2] キリハラ　ユメ

29602 松平 志保(2) 29611 能島 侑里(2) 29283 野呂 葵(2) 29282 桐原 夕芽(2)
[3] シマザキ　ユウミ [4] ナカムラ　リナ [3] ホンダ　ミサト [4] ワタナベ　アン

29605 島崎 優実(2) 29616 中村 莉奈(2) 29284 本田 美聖(2) 29211 渡邊 杏(1)
コウブ カスガ

2 甲武 52.68 7 春日 56.24
[1] マツムラ　ホノカ [2] シオタ　カコ [1] タムラ　ユズキ [2] コンドウ　ユイ

13466 松村 穂乃香(2) 13463 塩田 華子(2) 65184 田村 柚季(2) 65191 近藤 優衣(1)
[3] ナガイ　ハルカ [4] クスモト　ツムギ [3] ホソミ　ヒカリ [4] ハラダ　ホノカ

13479 永井 遼(1) 13462 楠本 つむぎ(2) 65182 細見 ひかり(2) 65179 原田 萌花(2)
カワラギチュウガッコウ アクラ

3 瓦木 53.67 8 安倉 56.55
[1] オカヤマ　トウコ [2] トイ　ユウナ [1] カゲヤマ　ユナ [2] マツシタ　ユミ

13510 岡山 藤子(2) 13521 戸井 裕菜(2) 16805 影山 ゆな(2) 16802 松下 來未(2)
[3] フジノ　ユウ [4] アオキ　カリン [3] オカモト　イチカ [4] ヌマタ　リオン

13536 藤野 由布(1) 13538 青木 花梨(1) 16800 岡本 一華(2) 16823 沼田 鈴音(1)
サンダガクエン ヤマグチ

4 三田学園 54.42 9 山口 58.31
[1] ヤマザキ　イチカ [2] ニノミヤ　ナナ [1] ナガヨシ　ユイ [2] サカイ　ユア

60143 山﨑 維花(2) 60104 二宮 菜名(1) 14174 永吉 結衣(1) 14122 酒井 結愛(2)
[3] サカモト　ナオ [4] ヨシズミ　ライカ [3] スズキ　カリン [4] ヤマダ　セイラ

60102 坂本 那於(1) 60142 吉住 来花(2) 14123 鈴木 花凛(2) 14125 山田 聖来(2)
アサヒチュウ

5 朝日 56.13
[1] ムラカミ　リミ [2] ササキ　リノ

41554 村上 莉未(2) 41553 佐々木 梨乃(2)
[3] キタモト　リナ [4] ウツミ　アリ

41547 北本 莉奈(2) 41556 内海 彩里(1)

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
リョウナン ヒダカヒガシ

1 陵南 q 52.17 6 日高東 55.76
[1] イバラキ　ヒナタ [2] ナンジョウ　ヒメナ [1] イイダ　アミ [2] タニガキ　ユウリ

33917 茨木 陽葵(2) 33914 南條 姫菜(2) 81206 飯田 あみ(2) 81224 谷垣 友理(1)
[3] ヒラノ　ミキ [4] テラキタ　ココメ [3] マナベ　アオイ [4] カトウ　アスカ

33945 平野 美紀(1) 33941 寺北 ここめ(1) 81203 真鍋 葵(2) 81208 加藤 明日香(2)
フクサキニシ スズランダイ

2 福崎西 54.51 7 鈴蘭台 56.28
[1] コセ　アユリ [2] ミヤウチ　アヤカ [1] マツダ　セツカ [2] アダチ　シオリ

42419 古瀬 麻由里(2) 42426 宮内 綾花(1) 23502 松田 雪月香(2) 23501 安達 栞(2)
[3] タカハラ　アヤノ [4] ミヤタニ　ハルナ [3] ミウラ　ユリ [4] ウエシマ　ユリア

42433 高原 彩乃(1) 42425 宮谷 はる奈(2) 23503 三浦 百合(2) 23507 上島 有梨亜(1)
ヒメジタカオカ ユメサキ

3 姫路高丘 54.62 8 夢前 58.18
[1] クマガイ　ハルナ [2] タケナカ　ミカ [1] ヤマクニ　リマ [2] フジイ　ヒナタ

40392 熊谷 遥菜(1) 40384 竹中 美華(2) 45530 山國 莉茉(2) 45506 藤井 陽菜(1)
[3] ハナバタ　ナルミ [4] ゴトウ　モナ [3] コンドウ　ネネ [4] オザサ　ユヅキ

40397 花畑 愛歩(1) 40382 後藤 萌奈(2) 45504 近藤 寧々(1) 45502 小篠 優月(1)
タカショウ ナガサカ

4 鷹匠 55.18 長坂 DNS
[1] オオカワラ　ユイ [2] オートリー　アリーシャ

20772 大河原 結衣(2) 20771 オートリー 亜里紗(2)
[3] ノダ　コハネ [4] ヤマモト　サキ

20773 野田 瑚羽(2) 20778 山本 紗季(2)
ミカゲ

5 御影 55.71
[1] マスオ　カリン [2] ナガヒロ　レイコ

20549 舛尾 果凜(2) 20546 長廣 麗子(2)
[3] キタオ　ユヅキ [4] アシダ　マユ

20544 北尾 優月(2) 20543 芦田 真由(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
ホウデン ゴテンヤマ

1 宝殿 54.21 6 御殿山 56.43
[1] イシドウ　モナ [2] モリモト　ヒカリ [1] オオムタ　サクラ [2] ウカイ　ソラ

34378 石堂 桃菜(2) 34377 森本 陽可里(2) 17206 大無田 さくら(2) 17203 鵜飼 天海(2)
[3] アツタ　ワカ [4] ヒエダ　カノ [3] ヨシオカ　ユウナ [4] コナカ　アオイ

34371 熱田 和花(2) 34376 稗田 花望(2) 17217 吉岡 侑那(2) 17209 胡中 蒼(2)
イタミミナミ マスイ

2 伊丹南 55.03 7 増位 56.86
[1] ミヤモト　ミズキ [2] イナガキ　アリサ [1] ヤギ　アイラ [2] ノモト　ミナミ

19339 宮本 瑞希(1) 19323 稲垣 ありさ(2) 40155 八木 愛來(2) 40153 野元 みなみ(2)
[3] ヒサムラ　ミユリ [4] ウチキ　ヒナタ [3] タニカワ　チサト [4] ウエヤマ　ハルカ

19329 久村 美百合(2) 19325 内木 ひなた(2) 40152 谷川 千怜(2) 40150 上山 春香(2)
タカラヅカダイイチ ヒラキチュウガッコウ

3 宝塚第一 55.35 8 平木 57.80
[1] ミシマ　ナナ [2] タルキ　マコ [1] ツカモト　サエ [2] オガワ　アイカ

16141 三島 奈々(2) 16136 樽木 真子(2) 13371 塚本 紗衣(1) 13321 小川 愛加(2)
[3] タジマ　サチカ [4] ミチナカ　ミサト [3] ヤス　ヒロカ [4] ニシダ　リサ

16135 田嶋 幸花(2) 16142 道中 美聡(2) 13377 矢須 央栞(1) 13322 西田 理紗(2)
ミナミヒバリガオカ ヒラオカ

4 南ひばりガ丘 56.02 平岡 DNS
[1] ハダ　リンカ [2] アキタ　コトネ

16762 波田 梨花(2) 16758 秋田 琴音(2)
[3] オオギシ　ユナ [4] ヤマモト　ノドカ

16759 大岸 由奈(2) 16763 山本 和佳(2)
ハゼタニチュウ

5 櫨谷 56.38
[1] ヤナセ　ネネ [2] コクボ　ユエラ

27348 梁瀬 寧々(2) 27350 小久保 優蕾(1)
[3] タナカ　アオイ [4] ナイトウ　ミク

27344 田中 葵(2) 27345 内藤 美空(2)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ワダヤマ ヒカリガオカ

1 和田山 q 51.75 6 光ガ丘 57.91
[1] ハシモト　リナ [2] ナカオ　トモエ [1] フジモリ　アサ [2] ツジト　ノドカ

83465 橋本 梨菜(2) 83462 中尾 巴映(2) 17042 藤森 諒(2) 17062 辻戸 のどか(1)
[3] ワダ　ヒナタ [4] マツムラ　アカリ [3] キムラ　モモカ [4] ハヤフジ　ミヤビ

83466 和田 日向(2) 83463 松村 あかり(2) 17039 木村 桃佳(2) 17047 早藤 雅(2)
オオクラ カンセイガクイン

2 大蔵 54.86 関西学院 DQ R3
[1] ヤノ　ユイナ [2] ナンポ　ココネ [1] ヤマモト　ユカ [2] ナカノ　コトハ

31251 矢野 結菜(2) 31256 南保 心音(2) 14795 山本 侑佳(1) 14784 仲埜 心葉(2)
[3] マスイ　エリコ [4] タニオカ　ミウ [3] フクダ　アサキ [4] フジモト　アオイ

31254 増井 恵理子(2) 31255 谷岡 美侑(2) 14787 福田 明咲(2) 14790 藤本 葵(2)
ホウバイ イズシ

3 宝梅 55.35 出石 DNS
[1] ナガオ　ヒナリ [2] ナカムラ　カナ

16275 長尾 妃菜凜(2) 16277 仲村 華奈(2)
[3] フジタ　ユウイ [4] カツマ　レネ

16282 藤田 裕衣(2) 16270 勝間 れね(2)
オオハラ ベフ

4 大原 55.78 別府 DNS
[1] アンジ　ライカ [2] イヨタ　ハル

29161 安治 来夏(2) 29171 伊與田 晴(1)
[3] シノダ　アオイ [4] ナカノ　ヒマリ

29165 篠田 あおい(2) 29163 中野 日葵(2)
ニシノミヤハマ

5 西宮浜 57.19
[1] タカダ　スズカ [2] カナヤマ　リコ

12724 髙田 涼華(1) 12723 金山 莉子(1)
[3] フクイ　リン [4] モミヤマ　ユナ

12763 福井 凛(2) 12765 籾山 結菜(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
カミカワ オゾノ

1 神河 53.02 5 小園 55.65
[1] ニシモト　ネネ [2] タケウチ　クレハ [1] カサタニ　ルナ [2] タカヤマ　リリ

43513 西本 寧々(1) 43502 竹内 紅葉(2) 12377 笠谷 瑠南(1) 12350 高山 理理(2)
[3] ミヤザキ　カホ [4] フジワラ　アヅナ [3] ハシモト　ヒナ [4] トミナガ　メイ

43503 宮﨑 夏帆(2) 43501 藤原 明絆(2) 12386 橋本 妃菜(1) 12351 富永 芽唯(2)
サンヨウ タイセイ

2 山陽 54.85 6 大成 55.75
[1] ナカノ　アサ [2] ヨシカワ　ユイ [1] コバヤシ　メイ [2] アカホリ　ユヅキ

40807 中野 杏咲(1) 40895 吉川 由依(2) 11541 小林 芽衣(2) 11523 赤堀 佑月(1)
[3] ヒラオ　ミク [4] イヅモ　リオン [3] ウエハラ　アイリ [4] イズミ　ジュンナ

40894 平尾 みく(2) 40898 出雲 璃音(2) 11519 上原 あいり(2) 11502 和泉 純奈(2)
ノノイケ ミドリガオカ

3 野々池 54.97 7 緑が丘 56.18
[1] タカス　フウコ [2] イナダ　マユ [1] ムサシ　ユヅキ [2] ウメツ　サクラ

31406 髙巣 楓子(1) 31461 稲田 茉侑(2) 35408 武蔵 柚月(2) 35440 梅津 さくら(1)
[3] フジサワ　ユウ [4] オオツカ　オトカ [3] ヒロマ　アミ [4] イシワキ　ナナハ

31467 藤澤 優羽(2) 31468 大塚 乙果(2) 35406 広間 あみ(2) 35401 石脇 ななは(2)
オオツ セイドウ

4 大津 55.47 精道 DNS
[1] ミヤタ　ナギサ [2] ヤギ　リオ

46133 宮田 凪紗(2) 46132 八木 俐緒(2)
[3] モチヅキ　ユウナ [4] ハマサキ　レイリ

46131 望月 優那(2) 46141 濵嵜 玲李(1)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ハリマミナミ カミコウシエン

1 播磨南 54.03 5 上甲子園 56.72
[1] アライ　ミヤビ [2] ドロバット　サホ [1] ドバシ　ミツキ [2] オオヤマ　カレン

39760 新居 みやび(1) 39753 ドロバット さほ(2) 13621 土橋 美月(1) 13603 大山 加恋(2)
[3] カシワギ　エリナ [4] ウエオカ　リン [3] キムラ　ハルカ [4] ミナギ　モモカ

39752 柏木 映里奈(2) 39751 上岡 凛(2) 13624 木村 春香(1) 13623 皆木 萌々華(1)
タイシニシ イタミキタ

2 太子西 54.62 6 伊丹北 59.67
[1] クリオカ　チサト [2] マツヌマ　アンナ [1] モリモト　マオ [2] ムラカミ　マナ

51751 栗岡 千聖(2) 51756 松沼 杏奈(2) 19406 森本 真緒(1) 19448 村上 真菜(2)
[3] ヤギ　マホ [4] バンドウ　ナナミ [3] シマヅ　ヒカル [4] ムカイ　サアヤ

51760 八木 茉帆(2) 51757 坂東 七海(2) 19443 島津 光(2) 19405 向井 咲絢(1)
イナガワ ウエガハラ

3 猪名川 54.97 上ケ原 DNS
[1] カタカワ　ユキ [2] アゲムラ　ユイ

18543 片川 結妃(2) 18567 揚村 優衣(1)
[3] ヨシダ　アカリ [4] ヤウチ　ヒラリ

18566 吉田 朱里(2) 18562 矢内 ひらり(2)
ニシワキ ムコ

4 西脇 55.56 武庫 DNS
[1] オオシマ　カレン [2] キシ　ヒナノ

34582 大嶋 可恋(1) 34585 來住 ひなの(1)
[3] ササクラ　マミ [4] アダチ　アイリ

34587 笹倉 愛実(1) 34591 安達 蒼璃(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
カコガワチュウブ ナンダン

1 加古川中部 54.08 5 南淡 56.48
[1] オオムラ　アリサ [2] マツオカ　マナナ [1] タニナカ　ヒナ [2] ヤマギワ　レイ

33133 大村 有咲(2) 33160 松岡 愛菜(1) 72438 谷中 陽夏(2) 72447 山際 怜(1)
[3] サエキ　カリナ [4] ヒガキ　ハルカ [3] トマリ　ワカナ [4] クルメ　モモカ

33135 佐伯 香里奈(2) 33136 檜垣 陽香(2) 72439 泊 和奏(2) 72437 久留米 桃佳(2)
ソノダヒガシ ヤスムロ

2 園田東 55.25 6 安室 56.66
[1] サカモト　ホノカ [2] カミベップ　ユナ [1] ヒロオカ　ホノカ [2] ウシオ　ヒロコ

11812 坂本 帆乃香(1) 11890 上別府 祐菜(2) 45967 廣岡 萌香(2) 45970 牛尾 紘子(2)
[3] イムタ　カホ [4] サワダ　アスミ [3] ウエト　シノブ [4] シオザキ　サツキ

11885 藺牟田 夏穂(2) 11886 澤田 愛澄(2) 45968 植戸 忍(2) 45980 塩﨑 咲月(1)
フタミ カミ

3 二見 55.35 加美 DNS
[1] アキヤマ　ナナ [2] ヤマモト　サエ

32131 秋山 奈々(1) 32140 山本 冴(1)
[3] サカイ　ナホ [4] ウエカワ　ツグミ

32116 酒井 菜帆(2) 32112 植川 亜海(2)
クラクエン ウオズミヒガシ

4 苦楽園 56.33 魚住東 DNS
[1] ナカムラ　ココネ [2] ヒナ　ミスズ

13038 中村 心音(2) 13034 日名 美鈴(2)
[3] フチガミ　カナコ [4] カシワバラ　シホ

13037 淵上 佳那子(2) 13033 柏原 思歩(2)

9組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒメジナダ オダ

1 姫路灘 q 52.64 5 小田 55.23
[1] ウツミ　ユウカ [2] タサク　ラン [1] ナガミヤ　ラム [2] サトウ　ムツキ

40981 内海 柚花(2) 40988 田作 らん(2) 10993 永宮 来夢(2) 10995 佐藤 睦稀(2)
[3] マルオ　ミユウ [4] イエウジ　レナ [3] マスダ　ノゾミ [4] ヒラタ　イオリ

40915 丸尾 望友(1) 40978 家氏 玲奈(2) 10997 増田 望美(2) 10996 平田 伊織(2)
シカマヒガシ オブ

2 飾磨東 54.25 6 小部 55.53
[1] タカシマ　サラ [2] クロダ　イロハ [1] オイジ　セリ [2] イトウ　ミナ

41004 髙島 彩良(2) 41002 黒田 彩葉(2) 23415 生地 世麗(2) 23405 伊藤 みな(2)
[3] タダ　イロハ [4] イシハラ　コア [3] アマノ　カンナ [4] オキュウド　シオリ

41036 多田 彩花(1) 41006 石原 心愛(2) 23410 天野 栞和(2) 23425 尾久土 栞(2)
ミハラ ヒメジコウリョウ

3 三原 54.31 7 姫路広嶺 58.08
[1] トミモト　ミク [2] キンダ　サクラ [1] イエウジ　アヤネ [2] シバタ　アム

72003 冨本 未来(2) 72016 金田 咲来(1) 40209 家氏 彩音(2) 40213 柴田 彩夢(2)
[3] ハマグチ　ナゴミ [4] ニッタ　サクラ [3] イトウ　ミク [4] タカタニ　カノ

72014 濱口 和心美(1) 72005 新田 桜(2) 40212 伊藤 未紅(2) 40217 髙谷 佳乃(2)
アライ ニッシン

4 荒井 54.50 8 日新 58.75
[1] キヌガワ　シヅキ [2] イノウエ　ユイナ [1] オサカダ　アヤカ [2] ハセガワ　ユナ

36131 衣川 汐月(2) 36136 井上 結菜(2) 10378 小坂田 彩加(1) 10374 長谷川 悠奈(2)
[3] フジイ　ユキナ [4] クサカ　ユナ [3] イトウ　ヒナ [4] スミダ　マイ

36133 藤井 優希菜(2) 36137 草賀 由菜(2) 10369 伊藤 陽菜(2) 10370 隅田 真彩(2)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
シオセ ヒロハタ

1 塩瀬 q 52.33 5 広畑 55.50
[1] フジムラ　ハルカ [2] アラタニ　コノミ [1] ヒラヤマ　フウカ [2] カリタ　ユウキ

14225 藤村 遥香(1) 14203 荒谷 香実(2) 41343 平山 風花(2) 41346 苅田 優月(1)
[3] アカシ　サキ [4] テラシ　リコ [3] サガワ　ヒマリ [4] タカハマ　ウイ

14201 明石 咲希(2) 14207 照 りこ(2) 41347 佐川 ひまり(1) 41338 髙濵 佑衣(2)
ミキヒガシ カイバラ

2 三木東 53.46 6 柏原 55.57
[1] クロサキ　クルミ [2] ムラジリ　ノア [1] タニガキ　アオイ [2] サカイ　ミユナ

35695 黒崎 幹桃(2) 35698 村尻 望愛(2) 64133 谷垣 葵衣(2) 64131 酒井 美優菜(2)
[3] ヨシダ　イオリ [4] タニグチ　ココネ [3] ナカムラ　メイ [4] フクダ　ユナ

35601 吉田 伊織(2) 35696 谷口 心音(2) 64143 中村 芽生(1) 64147 福田 結菜(1)
ハマノミヤ イタミヒガシ

3 浜の宮 53.82 7 伊丹東 57.11
[1] マスモト　アヤナ [2] イシダ　アガサ [1] シミズ　リホ [2] イワムラ　サチエ

33438 升元 絢菜(1) 33421 石田 有華咲(1) 19144 清水 莉穂(1) 19116 岩村 彩智恵(2)
[3] マジマ　モエカ [4] ムラカミ　メグミ [3] フクダ　リノ [4] イワアサ　ハルカ

33427 間嶋 萌花(1) 33411 村上 恵(2) 19112 福田 梨乃(2) 19114 岩浅 遙夏(2)
セイウン ミキシリツミキチュウガッコウ

4 青雲 54.29 8 三木 59.55
[1] タナダ　ユイ [2] イナモト　ミツキ [1] クロダ　ハナ [2] コテラ　アミ

70227 棚田 結衣(2) 70224 稲本 美月(2) 35071 黒田 花菜(2) 35075 小寺 杏実(1)
[3] マツモト　ヒナノ [4] ヤマニシ　メイ [3] ツネミ　アズサ [4] ミエダ　マカナ

70231 松本 妃菜乃(2) 70236 山西 芽衣(1) 35076 常深 梓沙(1) 35072 三枝 茉叶(2)

11組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
タダ ハリマ

1 多田 q 52.57 5 播磨 55.76
[1] ツガワ　ミイシャン [2] マルノ　アヅサ [1] クジ　ノゾミ [2] クキタ　サキ

18051 津川 碧香(2) 18053 丸野 梓(2) 39649 久慈 希実(2) 39653 九木田 咲(2)
[3] カワサキ　ユメ [4] ワタゴシ　ユイ [3] サカガミ　ヒサキ [4] ブンギョク　サチ

18054 川﨑 結愛(2) 18052 綿越 友唯(2) 39651 坂上 陽咲(2) 39658 分玉 彩智(1)
カコガワ タンナン

2 加古川 53.40 6 丹南 56.90
[1] スギモト　アヤネ [2] ナカムラ　ミアラ [1] ヤマモト　マオ [2] イシザキ　マコ

32841 杉本 彩音(2) 32850 中村 碧愛莉(2) 62783 山本 真央(1) 62785 石崎 真子(1)
[3] マツモト　リイ [4] シマダ　マリア [3] カシマ　モモナ [4] ワカサ　ミク

32849 松本 莉依(2) 32875 島田 万莉愛(1) 62771 鹿島 ももな(2) 62772 若狭 弥玖(2)
モトヤマミナミ アコウ

3 本山南 54.40 7 赤穂 57.62
[1] ニシカワ　マナカ [2] タマツクリ　ルイ [1] カメイ　ユウナ [2] シオエ　マオ

20618 西川 真加(1) 20601 玉造 琉唯(2) 50516 亀井 優凪(1) 50510 汐江 真央(1)
[3] タケイ　ヒナタ [4] イワモト　ミオ [3] マツバヤシ　ユユ [4] ヤマダ　アイリ

20656 竹井 ひなた(2) 20652 岩本 海音(2) 50515 松林 優有(1) 50502 山田 愛莉(2)
ホンタモン タカツカサ

4 本多聞 54.48 8 高司 58.48
[1] イノウエ　ミク [2] ハヤシ　カリン [1] クラモト　ココナ [2] ニシ　ティアラ

27031 井上 美空(2) 27035 林 花鈴(2) 16600 倉本 心愛(2) 16603 仁志 星来(2)
[3] カマタニ　ミウ [4] フクヤス　ルナ [3] ナカタ　ノノ [4] タカダ　マオ

27039 釜谷 美羽(2) 27040 福安 瑠奈(2) 16610 中田 埜遥(1) 16612 髙田 真央(1)
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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
イナミ ホンジョウ

1 稲美 53.27 5 本庄 56.64
[1] イケダ　シュリ [2] ミズノ　ケイ [1] オオサワ　カオリ [2] コンセプション　パトリシア

39414 池田 朱里(2) 39421 水野 恵依(1) 20130 大澤 香央梨(2) 20132 コンセプション パトリシア(2)

[3] タキモト　リンカ [4] ナガノ　アミ [3] ズシ　アヤネ [4] イヨ　アスカ

39427 滝本 鈴夏(1) 39417 長野 亜美(2) 20136 図師 彩音(2) 20152 伊豫 未来花(1)
コウリョウ マサゴチュウガッコウ

2 甲陵 54.64 6 真砂 56.80
[1] ツカダ　マナ [2] スズキ　コトミ [1] ヤマモト　ツグミ [2] バンドウ　マユミ

13282 塚田 真奈(2) 13212 鈴木 琴水(1) 14483 山本 都久美(2) 14482 坂東 檀(2)
[3] ウラ　ニイナ [4] オオヤ　ナユ [3] イハラ　セナ [4] ヤマモト　カホ

13276 浦 仁菜(2) 13277 大宅 奈優(2) 14490 伊原 世奈(1) 14487 山本 香穂(2)
ユリノキダイ クロダショウ

3 ゆりのき台 55.23 7 黒田庄 58.05
[1] ウシヤマ　サクラ [2] アダチ　ハルナ [1] イワモト　トア [2] ミヤザキ　ココ

60942 牛山 桜(2) 60941 安達 陽菜(2) 39171 岩本 叶亜(1) 39159 宮﨑 深心(2)
[3] クロキ　チト [4] タカダ　ミオ [3] フジモト　コトネ [4] フジモト　アオイ

60944 黒木 千美(2) 60901 高田 実桜(1) 39161 藤本 琴音(2) 39175 藤本 葵(1)
オノミナミ ソノダ

4 小野南 55.66 8 園田 1:05.99
[1] カンダ　モエ [2] オグラ　リア [1] コテラヤマ　モエ [2] コバシ　ミユ

37031 神田 萌(2) 37001 小倉 梨愛(1) 11361 小寺山 もえ(2) 11359 小橋 美柚(2)
[3] ワダ　ナナミ [4] カネツク　サナ [3] ノマ　アイカ [4] サカイ　サラ

37003 和田 菜々心(1) 37002 鐘撞 紗楠(1) 11358 野間 愛華(2) 11360 堺 咲来(2)

13組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
キタコウベ コウヨウ

1 北神戸 q 52.10 5 向洋 54.42
[1] フジモト　サクラ [2] ムラオカ　ミサ [1] タグチ　ホノカ [2] フォックス　ジュリアンアマネ

24112 藤本 早玲(2) 24114 村岡 美沙(2) 20062 田口 歩果(1) 20063 フォックス ジュリアン天音(1)

[3] ヨシダ　アヤナ [4] イノウエ　ナギサ [3] タキタニ　ソラ [4] タニ　ユアン

24130 吉田 絢菜(2) 24150 井上 凪紗(1) 20064 滝谷 天空(1) 20061 谷 優杏(1)
ゴシキ タマツ

2 五色 q 52.23 玉津 DQ R2
[1] ミナミ　ユウキ [2] ヤマサキ　リリヤ [1] ミヤサダ　ノゾミ [2] ヨシカワ　ユメ

74017 南 裕妃(2) 74014 山﨑 りりや(2) 27606 宮定 希実(2) 27604 吉川 結愛(2)
[3] コショウ　ミズキ [4] シンドウ　リオナ [3] イナトミ　ホノカ [4] アシタニ　ナツミ

74016 古匠 瑞希(2) 74020 進藤 梨央奈(1) 27603 稲富 ほのか(2) 27602 芦谷 菜摘(2)
オノ ヤマテダイ

3 小野 52.80 山手台 DQ R2
[1] フジワラ　ナルミ [2] フジモト　ユイ [1] キタノ　アイミ [2] ホシノ　カンナ

37142 藤原 成美(1) 37117 藤本 結衣(2) 17305 北野 愛美(2) 17313 星野 莞奈(2)
[3] カジオ　サチ [4] フジタ　マヤ [3] イワモト　アキカ [4] アベ　クリア

37112 梶尾 彩智(2) 37116 藤田 真矢(2) 17303 岩本 聖香(2) 17300 阿部 くりあ(2)
アコウヒガシ タルミ

4 赤穂東 54.29 垂水 DNS
[1] モリワキ　ハルカ [2] メサキ　サヤカ

50651 森脇 遙(2) 50656 目﨑 さやか(2)
[3] イマミヤ　ユイナ [4] ナカオ　ハルノ

50658 今宮 結菜(2) 50655 中尾 遙乃(2)

q:プラスによる進出    DNS:欠場  DQ:失格  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/27 10:05 (13-0+8)

決勝 9/27 16:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
イブキダイ

1 井吹台 51.43
[1] マツヒラ　シホ [2] ノウジマ　ユウリ

29602 松平 志保(2) 29611 能島 侑里(2)
[3] シマザキ　ユウミ [4] ナカムラ　リナ

29605 島崎 優実(2) 29616 中村 莉奈(2)
リョウナン

2 陵南 51.47
[1] イバラキ　ヒナタ [2] ナンジョウ　ヒメナ

33917 茨木 陽葵(2) 33914 南條 姫菜(2)
[3] ヒラノ　ミキ [4] テラキタ　ココメ

33945 平野 美紀(1) 33941 寺北 ここめ(1)
ワダヤマ

3 和田山 51.80
[1] ハシモト　リナ [2] ナカオ　トモエ

83465 橋本 梨菜(2) 83462 中尾 巴映(2)
[3] ワダ　ヒナタ [4] マツムラ　アカリ

83466 和田 日向(2) 83463 松村 あかり(2)
シオセ

4 塩瀬 51.92
[1] フジムラ　ハルカ [2] アラタニ　コノミ

14225 藤村 遥香(1) 14203 荒谷 香実(2)
[3] アカシ　サキ [4] テラシ　リコ

14201 明石 咲希(2) 14207 照 りこ(2)
ゴシキ

5 五色 52.02
[1] シンドウ　リオナ [2] ヤマサキ　リリヤ

74020 進藤 梨央奈(1) 74014 山﨑 りりや(2)
[3] コショウ　ミズキ [4] ミナミ　ユウキ

74016 古匠 瑞希(2) 74017 南 裕妃(2)
タダ

6 多田 52.60
[1] ツガワ　ミイシャン [2] マルノ　アヅサ

18051 津川 碧香(2) 18053 丸野 梓(2)
[3] カワサキ　ユメ [4] ワタゴシ　ユイ

18054 川﨑 結愛(2) 18052 綿越 友唯(2)
キタコウベ

7 北神戸 52.60
[1] フジモト　サクラ [2] ムラオカ　ミサ

24112 藤本 早玲(2) 24114 村岡 美沙(2)
[3] ヨシダ　アヤナ [4] イノウエ　ナギサ

24130 吉田 絢菜(2) 24150 井上 凪紗(1)
ヒメジナダ

8 姫路灘 52.84
[1] ウツミ　ユウカ [2] タサク　ラン

40981 内海 柚花(2) 40988 田作 らん(2)
[3] マルオ　ミユウ [4] イエウジ　レナ

40915 丸尾 望友(1) 40978 家氏 玲奈(2)

2020/09/27 16:32:36

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子走高跳
大会記録 1.66 柏木 佐知子 （神戸･押部谷） 1988 王子 決勝 9/27 13:45 

1.66 井上紗耶加 （神戸･北神戸） 2015 神戸総合

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　カノン ヤシロ

1 38137 藤本　華望(2) 社 1.58
イノウエ　ナギサ キタコウベ

2 24150 井上　凪紗(1) 北神戸 1.53
トダ　ヒマリ ヒラノ

3 27813 戸田　向日葵(2) 平野 1.50
ノダ　コハネ タカショウ

4 20773 野田　瑚羽(2) 鷹匠 1.45
ヤスイ　マナ トヨオカミナミ

5 80147 安井　真那(2) 豊岡南 1.45
イトウ　サユミ カワラギチュウガッコウ

5 13505 井東　紗弓(2) 瓦木 1.45
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ

5 33411 村上　恵(2) 浜の宮 1.45
ウメダ　カホ ジユウガオカ

5 35516 梅田　佳歩(2) 自由が丘 1.45
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ

9 20656 竹井　ひなた(2) 本山南 1.40
トミイ　ココミ シカマヒガシ

9 41007 富井　心美(2) 飾磨東 1.40
フジサワ　ユウ ノノイケ

9 31467 藤澤　優羽(2) 野々池 1.40
カゲヤマ　ユウカ ケヤキダイ

12 60626 蔭山　優花(2) けやき台 1.40
サカモト　チヒロ カワラギチュウガッコウ

13 13506 阪本　千紘(2) 瓦木 1.35
オオホ　ソラ オブ

13 23423 大穂　そら(2) 小部 1.35
タカタ　ミサト ヒメジナダ

15 40987 髙田　実里(2) 姫路灘 1.35
ナイトウ　ミク ハゼタニチュウ

16 27345 内藤　美空(2) 櫨谷 1.30
ダイドウ　ノワ アサヒチュウ

16 41551 大堂　乃羽(2) 朝日 1.30
ハルナ　ホノリ キタコウベ

16 24121 春名　ほのり(2) 北神戸 1.30
ハセガワ　カリン ホウバイ

16280 長谷川　佳凜(2) 宝梅 NM

NM:計測無し  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子走幅跳
大会記録 5.76 高良　彩花 （阪神・西宮浜） 2014 神戸総合 決勝 9/26  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦
カツノ　ナナ モトヤマ   +1.0  -0.3  -0.1                   

1 20356 勝野　七菜 2 本山 1 5.14 (-0.1) ¦ 4.79¦ 4.71¦ 5.14¦
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ         -0.4                         

2 74014 山﨑　りりや 2 五色 3 4.95 (-0.4) ¦    x¦ 4.95¦    x¦
アシダ　マユ ミカゲ   +0.4  -0.1   0.0                   

3 20543 芦田　真由 2 御影 7 4.88 (+0.4) ¦ 4.88¦ 4.83¦ 4.88¦
ウエダ　サエ ジユウガオカ   +0.4  -0.2  +0.5                   

4 35519 上田　咲笑 2 自由が丘 5 4.80 (-0.2) ¦ 4.38¦ 4.80¦ 4.54¦
ウエダ　リオ ヒラオカ         -0.4  +0.5                   

5 33232 上田　梨央 2 平岡 4 4.63 (-0.4) ¦    x¦ 4.63¦ 4.56¦
ミキ　クルミ オオマト   +0.4   0.0  -0.1                   

6 45851 三木　胡桃 2 大的 9 4.52 (-0.1) ¦ 4.41¦ 4.39¦ 4.52¦
ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ    0.0  +0.2  +0.1                   

7 22400 村上　綾奈 2 兵庫 6 4.41 ( 0.0) ¦ 4.41¦ 4.32¦ 4.35¦
マツヒラ　シホ イブキダイ   +0.6  -0.4  +0.2                   

8 29602 松平　志保 2 井吹台 8 4.36 (+0.6) ¦ 4.36¦ 4.11¦ 4.12¦
クキタ　サキ ハリマ   +0.8  -0.3  +0.3                   

9 39653 九木田　咲 2 播磨 2 4.33 (+0.8) ¦ 4.33¦ 4.15¦ 4.30¦
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子砲丸投 [2.72kg]
大会記録 14.02 助永　仁美 （神戸･神戸生田） 2002 神戸総合 決勝 9/27  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
シンカワ　ミノリ ユラ

1 70447 新川　みのり(2) 由良 9.67
コミヤジ　ユラ オシベダニ

2 27500 小宮路　優來(2) 押部谷 9.61
トミナガ　リンコ ハサマ

3 60554 富永　凛子(2) 狭間 9.41
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子円盤投 [1.0kg]
大会記録 33.13 永井　彩花 （東播・浜の宮） 2019 神戸総合 決勝 9/26  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦
アダチ　シオリ スズランダイ                                      

1 23501 安達　栞 2 鈴蘭台 4 24.88 ¦24.74¦23.66¦24.88¦
キタハラ　メイ ヒメジナダ                                      

2 40984 北原　夢來 2 姫路灘 1 23.24 ¦20.95¦23.24¦22.82¦
タニガワ　アオイ ベフ                                      

3 33503 谷川　あおい 2 別府 3 22.79 ¦20.51¦22.79¦21.73¦
ササキ　ルリ ハサマ                                      

60557 佐々木　瑠璃 2 狭間 2 NM ¦    x¦    x¦    x¦

NM:計測無し  x:無効試技  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/26 14:15 

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ドロバット　サホ ハリマミナミ 673

1 39753 ドロバット　さほ 2 播磨南 6 27.47
カジオ　サチ オノ 615

2 37112 梶尾　彩智 2 小野 3 28.20
シオタ　カコ コウブ 608

3 13463 塩田　華子 2 甲武 2 28.29
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 597

4 33321 今本　七望 2 平岡南 9 28.43
サワダ　アヤ ハサマ 591

5 60551 澤田　彩 2 狭間 4 28.51
ヤマモト　サキ タカショウ 576

6 20778 山本　紗季 2 鷹匠 8 28.71
ヒサカ　ミサキ アボシ 556

7 41411 日坂　美咲 2 網干 5 28.98
タカハマ　ウイ ヒロハタ 544

8 41338 髙濵　佑衣 2 広畑 7 29.14
ナカムラ　メイ カイバラ 484

9 64143 中村　芽生 1 柏原 1 29.97
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
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 9/26  9:15 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+0.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ドロバット　サホ ハリマミナミ 767

1 39753 ドロバット　さほ 2 播磨南 4 15.58
サワダ　アヤ ハサマ 712

2 60551 澤田　彩 2 狭間 6 16.02
ヒサカ　ミサキ アボシ 709

3 41411 日坂　美咲 2 網干 7 16.04
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 677

4 33321 今本　七望 2 平岡南 9 16.31
カジオ　サチ オノ 676

5 37112 梶尾　彩智 2 小野 8 16.32
タカハマ　ウイ ヒロハタ 651

6 41338 髙濵　佑衣 2 広畑 5 16.53
ヤマモト　サキ タカショウ 648

7 20778 山本　紗季 2 鷹匠 2 16.55
シオタ　カコ コウブ 639

8 13463 塩田　華子 2 甲武 3 16.63
ナカムラ　メイ カイバラ 552

9 64143 中村　芽生 1 柏原 1 17.40
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子走高跳
大会記録 1.66 柏木 佐知子 （神戸･押部谷） 1988 王子 決勝 9/26 10:30 

1.66 井上紗耶加 （神戸･北神戸） 2015 神戸総合

〈〈 四種競技 〉〉

1組
¦1.15¦1.20¦1.25¦1.30¦1.35¦

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦1.40¦1.45¦1.48¦1.51¦     
タカハマ　ウイ ヒロハタ 599 ¦o   ¦o   ¦o   ¦o   ¦xo  ¦

1 41338 髙濵　佑衣 2 広畑 9 1.48 ¦o   ¦xo  ¦xxo ¦xxx ¦     
ドロバット　サホ ハリマミナミ 566 ¦-   ¦-   ¦-   ¦o   ¦xo  ¦

2 39753 ドロバット　さほ 2 播磨南 5 1.45 ¦xo  ¦xo  ¦xxx ¦          
サワダ　アヤ ハサマ 566 ¦o   ¦o   ¦o   ¦o   ¦o   ¦

3 60551 澤田　彩 2 狭間 2 1.45 ¦o   ¦xxo ¦xxx ¦          
ヤマモト　サキ タカショウ 512 ¦o   ¦o   ¦o   ¦xo  ¦xo  ¦

4 20778 山本　紗季 2 鷹匠 7 1.40 ¦xo  ¦xxx ¦               
ヒサカ　ミサキ アボシ 460 ¦o   ¦o   ¦o   ¦o   ¦o   ¦

5 41411 日坂　美咲 2 網干 6 1.35 ¦xxx ¦                    
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 460 ¦o   ¦o   ¦xo  ¦o   ¦xo  ¦

6 33321 今本　七望 2 平岡南 1 1.35 ¦xxx ¦                    
ナカムラ　メイ カイバラ 409 ¦o   ¦o   ¦xo  ¦xo  ¦xxx ¦

7 64143 中村　芽生 1 柏原 3 1.30                           
カジオ　サチ オノ 409 ¦o   ¦o   ¦o   ¦xxo ¦xxx ¦

8 37112 梶尾　彩智 2 小野 8 1.30                           
シオタ　カコ コウブ 312 ¦o   ¦o   ¦xxx ¦          

9 13463 塩田　華子 2 甲武 4 1.20                           
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子砲丸投 [2.72kg]
大会記録 14.02 助永　仁美 （神戸･神戸生田） 2002 神戸総合 決勝 9/26 12:40 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦
ドロバット　サホ ハリマミナミ 477                                      

1 39753 ドロバット　さほ 2 播磨南 5 9.19 ¦ 9.10¦ 9.19¦ 8.78¦
シオタ　カコ コウブ 432                                      

2 13463 塩田　華子 2 甲武 7 8.51 ¦ 8.51¦ 7.83¦ 8.51¦
ヒサカ　ミサキ アボシ 416                                      

3 41411 日坂　美咲 2 網干 4 8.26 ¦ 7.58¦ 8.26¦ 8.04¦
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 415                                      

4 33321 今本　七望 2 平岡南 2 8.24 ¦ 8.24¦    x¦ 8.08¦
タカハマ　ウイ ヒロハタ 381                                      

5 41338 髙濵　佑衣 2 広畑 1 7.71 ¦ 7.47¦ 7.71¦ 7.27¦
サワダ　アヤ ハサマ 365                                      

6 60551 澤田　彩 2 狭間 3 7.46 ¦ 7.17¦ 6.66¦ 7.46¦
ヤマモト　サキ タカショウ 327                                      

7 20778 山本　紗季 2 鷹匠 9 6.87 ¦ 6.73¦ 6.55¦ 6.87¦
ナカムラ　メイ カイバラ 322                                      

8 64143 中村　芽生 1 柏原 8 6.79 ¦ 6.79¦ 5.50¦ 5.79¦
カジオ　サチ オノ 277                                      

9 37112 梶尾　彩智 2 小野 6 6.09 ¦ 5.74¦ 5.52¦ 6.09¦
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