


組　数 開　始 完　了 開　始 完　了

9:15 女子混成 １００ｍＨ (1)-(2) 8:55 9:05 18 9:15 女子１・２年 走　幅　跳 決-(A) 8:45 8:55 15

9:35 男子混成 １１０ｍＨ (1)-(2) 9:15 9:25 10 10:25 女子混成 走　高　跳 (A) 9:55 10:05 18

10:00 男子２年 ３０００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1) 9:40 9:50 23 10:45 男子１・２年 棒　高　跳 決 9:45 10:05 4

10:25 男子１年 １５００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1) 10:05 10:15 19 10:45 男子１・２年 走　幅　跳 決-(A) 10:15 10:25 17

11:00 女子１・２年 ２００ｍ 予 3-2+2 (1)-(3) 10:40 10:50 25 12:30 男子混成 走　高　跳 (A) 12:00 12:10 10

11:20 男子１・２年 ２００ｍ (1)-(2) 11:00 11:10

11:35 男子１・２年 ２００ｍ (3)-(4) 11:15 11:25

11:50 女子１年 ８００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1)-(3) 11:30 11:40 26

12:10 女子２年 ８００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1)-(3) 11:50 12:00 22 開　始 完　了

12:30 男子１・２年 ８００ｍ (1)-(2) 12:10 12:20 9:15 女子１・２年 円　盤　投 決 8:45 8:55 13

12:45 男子１・２年 ８００ｍ (3)-(4) 12:25 12:35 10:45 男子１・２年 円　盤　投 決 10:15 10:25 9

13:10 女子１・２年 ２００ｍ 決 12:50 13:00 10:45 男子混成 砲　丸　投 10:15 10:25 10

13:20 男子１・２年 ２００ｍ 決 13:00 13:10 12:25 女子混成 砲　丸　投 11:55 12:05 18

13:40 女子混成 ２００ｍ 　 (1)-(2) 13:20 13:30 18

14:00 男子混成 ４００ｍ 　 (1)-(2) 13:40 13:50 10

組　数 開　始 完　了 開　始 完　了

9:15 女子新人戦 ４×１００ｍ (1)-(3) 8:55 9:05 9:15 男子１・２年 走　高　跳 決-(A) 8:45 8:55 12

9:30 女子新人戦 ４×１００ｍ (4)-(6) 9:10 9:20 9:15 男子１・２年 三　段　跳 決-(A) 8:45 8:55 12

9:45 女子新人戦 ４×１００ｍ (7)-(9) 9:25 9:35 12:40 女子１・２年 走　高　跳 決-(A) 12:10 12:20 12

10:00 女子新人戦 ４×１００ｍ (10)-(12) 9:40 9:50

10:15 女子新人戦 ４×１００ｍ (13)-(14) 9:55 10:05

10:25 男子１・２年 １１０ｍＨ 予 3-2+2 (1)-(3) 10:05 10:15 25

10:40 男子１・２年 ４００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1)-(2) 10:20 10:30 12

10:55 女子１・２年 １５００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1)-(2) 10:35 10:45 30 開　始 完　了

11:10 男子２年 １５００ｍ 決 ﾀｲﾑﾚｰｽ (1)-(2) 10:50 11:00 34 9:30 女子１・２年 砲　丸　投 決 9:00 9:10 6

11:30 女子１・２年 １００ｍＨ (1)-(2) 11:10 11:20 11:00 男子１・２年 砲　丸　投 決 10:30 10:40 14

11:40 女子１・２年 １００ｍＨ (3)-(4) 11:20 11:30

11:55 男子新人戦 ４×１００ｍ (1)-(3) 11:35 11:45

12:10 男子新人戦 ４×１００ｍ (4)-(6) 11:50 12:00

12:25 男子新人戦 ４×１００ｍ (7)-(9) 12:05 12:15

12:40 男子新人戦 ４×１００ｍ (10)-(12) 12:20 12:30

12:55 男子新人戦 ４×１００ｍ (13)-(14) 12:35 12:45

13:10 女子１年 １００ｍ (1)-(3) 12:50 13:00

13:25 女子１年 １００ｍ (4)-(5) 13:05 13:15

13:35 女子２年 １００ｍ (1)-(3) 13:15 13:25

13:50 女子２年 １００ｍ (4)-(5) 13:30 13:40

14:00 男子２年 １００ｍ (1)-(3) 13:40 13:50

14:15 男子２年 １００ｍ (4)-(6) 13:55 14:05

14:30 男子２年 １００ｍ (7) 14:10 14:20

14:40 男子１年 １００ｍ (1)-(2) 14:20 14:30

14:50 男子１年 １００ｍ (3)-(4) 14:30 14:40

15:00 女子１・２年 １００ｍＨ 決 14:40 14:50

15:10 男子１・２年 １１０ｍＨ 決 14:50 15:00

15:20 女子１年 １００ｍ 決 15:00 15:10

15:25 女子２年 １００ｍ 決 15:05 15:15

15:30 男子１年 １００ｍ 決 15:10 15:20

15:35 男子２年 １００ｍ 決 15:15 15:25
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競技注意事項 

1． 競技規則について 

本大会は、2021年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定よって行う。 

2． 競技会場入場制限について 
＜選 手＞  試合当日、出場種目がある選手のみ入場可。応援や付き添いは入場できない。  
＜役 員＞  競技役員のみ入場可。  
＜引率責任者・同伴者＞  ・試合当日参加する選手1名に対して1名まで入場可とする。同伴者（小学生以下）は 

含まない 。 
・引率責任者に関して、再入場をする場合は、Aゲート退場時に受付にてリストバンドを 
受け取ること。 

3．受付について  

対  象 受付・チェックシート提出場所 確 認 証 

選     手  Cゲート 

ADカード 

競 技 役 員  １F エントランス 

引率責任者・同伴者 
（保護者） 

Aゲート リストバンド 

4．待機場所について 

対  象 入場ゲート 競 技 場 補助競技場 その他 

選     手 
Cゲート 

(B・Dゲート封鎖) 
メインスタンド・２Fコンコース 
※各地区割り有、工事のため制限有 

利用 可 

応 援 不可 
 
付き添い不可 

競 技 役 員 １Fエントランス 競技役員控室・競技審判場所のみ 

引率責任者・同伴者 
（保護者） 

Aゲート 
バックスタンドとサイドスタンド利用
可能区域のみ 

利用不可 

  ※待機場所では、新型コロナウイルス感染防止に努め、下記の内容を厳守すること。  
（１）各席、2席以上空けて待機すること。また、ソーシャルディスタンスを確保し、会話に注意する。  
（２）各校指定の場所をとることは禁止とし、各自待機場所を確保すること。（各区割り当て場所を利用すること） 

その際、貴重品等の盗難防止に努めることとする。  
（３）選手はできる限り、メインスタンド待機時間を最小限にすることを努める。  
（４）引率責任者及び同伴者の入場は参加選手の保護者及びその同伴者であること。  
（５）マスクを着用すること。（飲食以外） 

5．チェックシートについて  ※ チェックシートを当日持参していない場合は入場できない。  

対  象 種  類 備   考 

選  手 選 手 用 各校顧問より配布してもらうか、HP よりダウンロードして当日持参。 

競技役員 競技役員用 HPよりダウンロードして当日持参  

引率責任者・同伴者 
（保護者） 

引率責任者用 
顧問より受け取る。選手1名に対して 1日1枚までとし、コピー等の複
製不可。※ルールを違反する場合は、退場していただく場合があります。 

6．競技場使用について 
（１）コロナウイルス感染防止のため声を出しての応援は行わないこととする。  
（２）本部前の通行は一切禁止する。  
（３）貴重品の管理は各自で責任を持って行い、ゴミは必ず持ち帰ること。  
（４）不審者や不審な行為をみつけた場合は、すみやかに近くの競技役員に連絡すること。  
（５）競技終了後は引率責任者と共にできるだけ早く帰宅をすること。  
（６）競技場内で選手の携帯電話・スマートフォン・パッド等の電子機器の利用・撮影は禁止とする。  
（７）競技会の運営ルール・マナーに違反している者や注意に対して厳守しない者は退場してもらう場合がある。 

7．競技者の招集について 
（１）すべて現地招集とし、招集時刻は、その競技開始時刻を基準とし、下記のように定める。 

種   目 招集開始時刻 招集完了時刻 

トラック競技 競技開始20分前 競技開始10分前 

フィールド競技 競技開始30分前 競技開始20分前 

（ 棒 高 跳 ） 競技開始60分前 競技開始40分前 



（２）招集の手順 
①競技者は招集開始時刻までに現地に集合し点呼を受ける。その際、アスリートビブス・スパイク・規定外シ  
ューズ衣類および競技場内への持ち込み物品等の点検を受けた後、係員の誘導に従って入場する。 

②２種目に出場し、競技時間や招集時間がかさなっている場合は、あらかじめ本人が文書（多種目同時出場届） 
 を競技者係（雨天練習場）に提出すること。用紙はHPからダウンロードして各校で準備すること。 
③招集完了時刻に遅れた者は、当該種目を棄権したものとして処理する。 
④四種競技出場者の招集については、（２）の①に従って同様の点呼を受ける。 
⑤競技への出場をやむを得ず棄権する時は、招集開始時刻までに当該選手の監督がその旨を競技者係に申し出 

ること。四種競技出場者が途中で棄権する場合は、混成競技審判長に申し出ること。     〔TR39.10〕 

⑥リレーオーダー用紙は、兵庫中体連陸上競技部HPからダウンロードし、各校で準備すること。  

8．ＴＲ５競技用靴の対応について 
日本中体連陸上競技部からの通知（県中体連陸上競技部HPに掲載）に従い、次のようにする。 
①トラック競技用シューズは、WA承認リストあっても計測対象とする。 
② フィールド競技用シューズのTR5.5適用除外措置 
③ シューズの計測等 

9．競技運営について 
（１）トラック競技の走路順、フィールド競技の試技順は、ｱｽﾘｰﾄﾗﾝｷﾝｸﾞで掲載されている番号で示す。 
（２）（着順ではなく）時間を元にしてTR20.3.2によるランキングの順位が同じな場合は、写真判定員主任は０．００ 
   １秒の実時間を考慮しなければならない。それでも同じであれば同成績とし、ランキングの順位を決める抽選を 

行う。                                          〔TR21.2〕 
（３）「On your marks（位置について）」または「Set（用意）」の合図の後、音声や動作、その他の方法で他の競技者を

妨害したときは不適切行為とみなす。                             〔TR16.5.2〕 
（４）スタートにおける不適切行為は、TR16.5を適用せず注意にとどめる。 
（５）混成競技を除いて、一度の不正スタートでも責任を有する競技者はスターターにより失格させられる。混成競技 
   においては、各レースでの不正スタートは１回のみとし、その後に不正スタートした競技者はすべて失格とする。 

                                            〔TR16.8〕 
（６）短距離走では、競技者安全のためフィニッシュライン到着後も自分に割り当てられた走路を走ること。 
（７）競技者に対する助力については、TR6.2に気をつけること。 
（８）競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示によって行うこと。 
（９）競技者は助走や踏切をしやすくするためにマーカー（主催者が準備したもの、または承認したもの）を、２個ま 
   で使うことができる。マーカーが準備されない場合、粘着テープを使用してもよい。        〔TR25.3.1〕 
（10）リレー競技を行う場合、競技者は大きさが最大50mm×400mmで他の恒久的なマーキングと混同しないような 

はっきりとした色の粘着テープをマーカーとして１カ所自らのレーン内に張ることが許される。    〔TR24.4〕 
（11）リレーオーダー用紙はHPからダウンロードし各校で準備すること。リレー競技のリレー・チームの編成は、 

１日目１３時００分～競技終了時、２日目第１組目の招集完了時刻の１時間前までに、顧問（競技役員）が中央 
ロビーリレー係に正式に申告しなければならない。                      〔TR24.11〕 

（12）サークルから行う投てき競技では、マーカーを１つだけ使用することができる。          〔TR253.2〕 
（13）審判長がやむを得ないと判断した場合に限りフィールド競技について競技順を変更して出場することができる。 

                                                  〔TR4.3〕 
10．競技による入退場について 
（１）入場は競技の妨げにならないよう招集場所に行くこと。（すべてダグアウトを利用すること。） 
（２）走り終わった者はダグアウトのみ利用し、スタート地点へ戻り荷物を持って退場すること。その際、競技の妨げ 

にならないようにすること。 
（３）フィールド競技の競技者において、競技終了後は競技役員の指示に従って退場すること。 
（４）競技終了後、準備されている消毒液で手指を消毒すること。 

11．ウォーミングアップについて  
（１）補助競技場を原則とする。芝生内は一切、立ち入り禁止とする。 
(２）ウォーミングアップは個別で行うこと。 
（３）競技場入退場時間内に行うこと。 
（４）引率責任者は補助競技場の利用・観戦はできない。 
（５）競技場周辺での練習（駅伝試走も含む）は禁止する。 
（６）ハードル練習について ※各校のハードルの持ち込みは禁止する。 

 ・１日目の四種競技については、７：３０～８：４０までメイン競技場に設置しているものを使用すること。 
   ・２日目については、サブトラックにて招集開始時刻１時間半前より設置するので、それを使用すること。 
（７）投擲練習について 

・今大会は投擲練習会場を設置しない。  
・競技場内・補助競技場・競技場周辺での練習は不可とする。 



12．アスリートビブスについて 
（１）競技者は、競技中、胸と背にはっきり見えるように２枚のアスリートビブス（ビブス）をつけなければならない。 

跳躍競技の競技者は、背または胸につけるだけでもよい。アスリートビブス（ビブス）は通常はアスリートラン 
キングに記載のものと同じナンバーでなければならない。                    〔TR5.7〕 

（２）アスリートビブス(腰)は招集時に受け取り、ランニングパンツ右側上部やや後方に貼り付けること。 
13．フィールド種目の計測ラインについて 

フィールド種目において、参加標準記録に達しない場合は計測しない場合がある。 
※計測基準記録は、天候・その他の都合で変更することもある。 

14．走高跳・棒高跳におけるバーの上げ方について  

種  目 性 別 練習 競    技 

走 高 跳 
男  子 1m45 1m50 ～ 1m70   5㎝ ずつ  1m70以上  3㎝ ずつ 

女  子 1m25 1m30 ～ 1m50   5㎝ ずつ  1m50以上  3㎝ ずつ 

棒 高 跳 男  子 2m00 2m20 ～ 3m20  20㎝ ずつ  3m20以上 10㎝ ずつ 

四種競技 
（走高跳） 

男  子 
1m30 
1m40 

1m35 ～ 1m55   5㎝ ずつ   1m55以上  3㎝ ずつ 

女  子 
1m10 
1m30 

1m15 ～ 1m45   5㎝ ずつ  1m45以上  3㎝ ずつ 

①走高跳・棒高跳の決勝で、最後の一人になり優勝が決まるまで、上記のバーの上げ方をする。 

②ジャンプオフ（第１位決定戦）するためのバーの上げ下げは、走高跳は2㎝、棒高跳は５㎝きざみとする。 

〔TR26.9.4〕 

15．用器具について 
（１）競技に使用する用器具は、棒高跳用のポール以外はすべて主催者が用意したものを使用すること。 また、練習 
   用としても個人の用器具を競技場内に持ち込んではならない。  
（２）棒高跳用ポール以外は競技場備え付けの器具を使用する。(スターティングブロック・バトン・砲丸・円盤など) 

競技に使用する用器具は、棒高跳用のポール以外はすべて主催者が用意したものを使用しなければならない。 
また、練習用としても個人の用器具を競技場内に持ち込んではならない。 

16．リザルト・次ラウンドスタートリストについて 
リザルトはすべてWEBに掲載する。また、次ラウンドスタートリストについては雨天練習場に掲示する。 

17．表彰について 
  個  人  各種目１位～３位に表彰状を授与する。 

総  合  男女各総合優勝校に表彰状と優勝杯を授与する。 
       男女各総合２位校・３位校に表彰状を授与する。 
       男女総合優勝校に神戸大学杯を授与する。 

18．その他 
（１）競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者で行う。それ以降の処置については、各校の責任に 
   おいて、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定めを適用すること。 
（２）大会・規定申し合わせ事項等については競技注意事項を熟読の上、円滑な競技運営ができるように協力すること。 
（３）競技会当日、午前６：００に神戸市に気象警報（波浪以外）が発令された場合、その日の競技は中止とする。 

なお、今後の予定については県中体連陸上競技部ＨＰに掲載する。 
（４）新型コロナウイルス感染拡大防止のため開閉会式を行わない。 
（５）ABC会議場前通路は役員のみ利用するので通過・入場を認めない。 
（６）各校ミーティングは行わないこととする。後日各学校で行うこと。 
（７）競技主催者側でも消毒液を準備するが、各自除菌グッズを持参し、適宜感染防止に努めること。 
（８）施設の備品を持ち帰らないようにすること。 
（９）競技場内・周辺ではルールやマナーを守ること。 
（10）新型コロナウイルス感染拡大防止のためマーシャル係が競技場内を巡視します。注意事項に反している場合、 

係より注意を行いますが、従わない場合は競技場より退場していただく場合があります。 
（11）メイン・補助競技場共に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、更衣室の利用を禁止する。 
（12）競技を終えた者は、速やかに帰路につくこと。 



主 催 兵庫県中学校体育連盟　（一財）兵庫陸上競技協会　　兵庫県教育委員会  　神戸市教育委員会

後 援 （公財）兵庫県体育協会　　（株）神戸新聞社

主 管 兵庫県中学校体育連盟陸上競技部

日 時 ２０２１年（令和３年）９月２５日（土）　午前９時１５分より

      　　　　　　　　９月２６日（日）　午前９時１５分より

場 所 神戸総合運動公園陸上競技場(282030)

住所：〒654-0163　神戸市須磨区緑台　　　　（０７８）７９３-６１５０

交通：神戸市営地下鉄「総合運動公園」駅下車　東側徒歩５分

種 目 男子１７種目　女子１３種目　＜＊印の種目は１日目に実施予定＞

男　子 １年生： 　１００ｍ（12"64　12"4）　　＊１５００ｍ（4'45"0）

２年生： 　１００ｍ（12"14　11"9）　　　１５００ｍ（4'35"0）　　　 ＊３０００ｍ（9'50"0）

１・２年生： ＊２００ｍ（24"84　24"6）　　　４００ｍ（56"94　56"8）　　＊８００ｍ（2'15"0）

　１１０ｍＨ（18"04　17"8）　　４×１００ｍ（なし）　　

　走高跳（1ｍ60）　　＊棒高跳（2ｍ40）　　＊走幅跳（5ｍ40）　　　三段跳（11ｍ20）

　砲丸投（9ｍ00）　　＊円盤投（25ｍ00）

＊四種競技　下記４種目中、２種目突破していること

　　　　　　　　  １１０ｍＨ（18"74　18"5）　  砲丸投（4㎏：10ｍ00　5㎏：8ｍ00）　

女　子 １年生： 　１００ｍ（13"94  13"7）　　＊８００ｍ（2'33"0）

２年生： 　１００ｍ（13"44  13"2）　　＊８００ｍ（2'27"5）

１・２年生： ＊２００ｍ（28"24  28"0）　　１５００ｍ（5'05"0）

　１００ｍＨ（17"14  16"9）　　４×１００ｍ（なし）

　走高跳（1ｍ40）　　＊走幅跳（4ｍ70）　　　砲丸投（9ｍ60）　　＊円盤投（22ｍ00）

＊四種競技　下記４種目中、２種目突破していること

　　　　　　　　  １００ｍＨ（17"94　17"7） 　走高跳（1ｍ35）　

　 　　　　 砲丸投（8ｍ50）　　　２００ｍ（29"24　29"0）

出場資格 （１）兵庫県中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学１・２年であること。

（２）日本陸上競技連盟に登録している中学校に在学している中学生であること。

（３）１名以上の競技役員を終日出せること。

（４）上記種目後の（　）内の本大会参加標準記録を突破していること。

（５）本大会参加標準記録は、2021年度公式競技会および兵庫県中体連陸上競技部が本大会参加用に

　　  認めた競技会において出された記録であること。

出場制限 （１）一校１種目３名以内とする。

（２）一人２種目以内とする。（但し、リレーは除く）

（３）リレー競技は各種目１校１チームとする。

（４）各学年とも、当該学年の種目および共通種目に出場できる。

競技方法 （１）２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定によって行う。

（２）男女別学校対抗とする。

（３）トラック競技では、個人申込票に記載された記録を厳正にチェックした上で番組編成を行い、出

　　　場者全員の記録を計時するが、次のラウンドへの進出は本大会規定に従って行う。

（４）走高跳は、男子：１ｍ55、女子：１ｍ35

　　　棒高跳は、2ｍ40

　　　四種競技走高跳は、男子：１ｍ40、女子：１ｍ20より競技を開始する。

（５）上記以外のフィールド種目において、セレクションラインを設定することがある。

（６）スタートについてはイングリッシュコマンドとし、１回目に不正スタートをした者を失格とする。

２０２１年度（令和３年度）
第２４回 兵庫県中学校陸上競技新人大会（21283002）

要　　項

                  走高跳（1ｍ50）　　　　　　  ４００ｍ（58"94　58"8）



入力期限

　※期間を過ぎると自動的に入力できなくなるので注意すること。

申込締切 ・２０２１年（令和３年）９月１４日（火）必着　

・プログラム編成会議予定：９月１６日（木）１４時００分～　加古川運動公園陸上競技場　会議室

　※申込み期日を過ぎての問い合わせは、一切受け付けない。

表 彰 ・個　　人　　各種目１位～３位に表彰状を授与する。

・総　　合　　男女各総合優勝校に表彰状と優勝杯を授与する。

　　　　　　　男女各総合２位校・３位校に表彰状を授与する。

　　　　　　　男女総合優勝校に神戸大学杯を授与する。

個 人 情 報 　兵庫県中体連は、個人情報保護方針に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報に

の 取 り 扱 　ついては適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプ

いについて 　ログラム編成及び作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報道関係への提供等）、そ

　の他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。以上の目的以外に使用することはない。

そ の 他 ・リレーユニフォームについては同一が望ましい。

・競技場への入場は指定の時間を厳守し、必ず引率の教師が付き添うこと。

・兵庫県中学校体育連盟が主催、主管する大会に出場するチームの監督、部活動指導員、外部指

　導者（コーチ）、トレーナー等は、「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・

　セクハラ等に対する日本中学校体育連盟の対応（平成30年3月29日付平29中体第465号）」に準

　じ、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲

　戒処分を受けていない者であること。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。

　なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。

・競技会中の疾病・事故については、応急処置の他は主催者はその責任を負わない。

・プログラム記載の競技注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。

・競技会当日、午前６：００に神戸市に気象警報（波浪以外）が発令された場合、その日の

  競技は中止とする。なお、今後の予定については県中体連陸上競技部ＨＰに掲載する。

※ 大型バス、マイクロバスを利用する学校については、申込用紙にその旨を明記すること。

※  本競技会の結果はインターネット上で公開するので、その旨了承の上申し込みを行うこと。

 　 インターネットでの記録速報ＨＰは、アスリートランキングのＨＰとなる。

※  大会開催にあたって新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項等については、

 　 別記の「令和３年度兵庫県中学校陸上競技新人大会開催について」で必ず確認すること。

・２０２１年（令和３年）８月３０日（月）～９月１３日（月）



 一般財団法人 兵庫陸上競技協会 

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部 

 
 

令和３年度 兵庫県中学校陸上競技新人大会・選手権大会開催について 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本陸上競技連盟の競技会再開におけるガイダンス、兵庫県陸上競技協会

ガイドライン、及び本大会使用競技場利用ガイドラインに沿って、安全・安心に配慮し開催します。 
 

【基本注意事項】 

１．無観客開催 

・競技者、競技役員、引率責任者（顧問・保護者）のみ入場可能。 
 

２．日々の体調管理と検温の実施（体調管理シートによる毎日の検温義務化） 
 

３．「３密」の回避 

・各校の待機場所、招集場所、競技エリア待機場所、更衣室、役員控室などでの３密回避 

・ソーシャルディスタンスを確保し、近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

・密閉されやすい場所では十分に換気を行う。 

・更衣室の利用は禁止する。 
 

４．感染症対策 

（１）マスクの着用 

 ・参加者はマスクを着用する。選手は運動以外の場面ではマスクを着用する。 

（２）手洗い、手指消毒の徹底 

・手洗い場の石鹸設置。 

・競技前、競技後の手洗い（状況に応じて競技中の手指消毒） 

・各所に手指消毒用のアルコール液を設置する。 

（入場ゲート付近、更衣室、招集所、役員控室、トイレ、フィニッシュ地点付近、フィールド待機場所） 

・競技役員、補助員は任務に応じてゴム手袋を着用する。 
 

５．大会参加について 

・競技者、引率責任者（顧問・保護者）は、下記の書類を提出し、入場許可証を受け取る。 

また、大会当日朝の検温を義務付け、下記の書類を提出しない者の参加は認めない。 

 
 

 

・競技者・引率責任者（顧問・保護者）は、競技のウオーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は 

速やかに帰宅すること。 

・下記の①～④に該当する場合は参加を認めない。 

① 競技会当日の検温で37.5度を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

② 発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。 

③ 過去２週間以内に、風邪・感冒症状(発熱・せき・鼻水など)で受診や服薬をした者。 

④ 同居者家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる者。 
 

６．その他の注意事項 

・各校待機場所は可能な限り距離を離すこと。また各学校、各自で消毒液等を準備すること。 

・声を出しての応援、集団での応援は禁止する。 

・リザルトはＷebに掲載する(掲示板への貼り出しはしない)。 

・競技役員の昼食は各自で用意すること。 

・ミーティングは行わず、後日各校で行うこと。 

・ゴミは各自で持ち帰ること。 

・競技を終えた者は速やかに帰路につくこと。 

競     技     者  → 「体調管理チェックシート・同意書」 

引率責任者（顧問・保護者） → 「体調管理チェックシート」 



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会 コード 21283002
2 主催者 : 兵庫県中学校体育連盟・(一財)兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会

3 競技場 : 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 コード 281080
4 開催日 : 2021年9月25日(土) - 9月26日(日)
5 気象条件

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 備考
9 25 9 15 晴 27 53 南 0.4 競技開始

9 25 10 0 晴 28 57 南南東 1.5

9 25 11 0 晴 28.5 60 北東 2.8

9 25 12 0 晴 28 60 北 0.8

9 25 13 0 晴 28.5 57 南西 0.9

9 25 14 0 晴 28.5 57 南西 0.6

9 26 9 15 くもり 24 71 北北東 3.1 競技開始

9 26 10 0 くもり 24 71 北東 2.1

9 26 11 0 くもり 23 71 北 2.9

9 26 12 0 くもり 24 71 北東 2.7

9 26 13 0 くもり 24 68 南 1.4

9 26 14 0 くもり 23 71 北東 2.2

9 26 15 0 くもり 22.5 70 北東 2.1

9 26 15 37 くもり 22 74 北 2.9 競技終了



競技会名 第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会
主催 兵庫県中学校体育連盟・(一財)兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会
主管 兵庫県中体連陸上競技部
会場 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム Bibs 氏名 所属 期日 備考

男子２年1500m 決勝  GR 4:07.48 33240 新妻　遼己 平岡 2021/09/26

男子２年3000m 決勝  GR 8:49.57 33240 新妻　遼己 平岡 2021/09/25

男子１．２年4x100mR 決勝  GR 44.27 40938 山﨑-村瀬-藤尾-貝川 姫路灘 2021/09/26



日付 種目

小田　恭平(1) w11.68 (+3.4) 近藤　久貴(1) w11.72 (+3.4) 松尾　奏楽(1) w11.83 (+3.4) 濵野　翔太(1) w11.84 (+3.4) 西村　源斗(1) w11.94 (+3.4) 成田　蒼生(1) w12.03 (+3.4) 前田　朔太朗(1) w12.05 (+3.4) 中村　歩暉(1) w12.06 (+3.4)

住吉 春日 青雲 由良 豊岡南 大白書 甲武 夢前
足立　昌汰(1) 4:18.13 梅田　大陸(1) 4:23.56 谷田　颯太朗(1) 4:26.54 石井　颯亜(1) 4:33.07 髙林　恭大(1) 4:34.80 白石　一颯(1) 4:35.13 徳永　泰雅(1) 4:35.41 中島　丈瑠(1) 4:36.06
増位 大原 有野北 三木東 浜の宮 宝殿 安室 香寺
萩原　慧(2) w11.18 (+3.7) 丸井　蒼空(2) w11.36 (+3.7) 福崎　竜輝(2) w11.51 (+3.7) 山本　柊希(2) w11.52 (+3.7) 松本　明樹(2) w11.54 (+3.7) 割石　大翔(2) w11.58 (+3.7) 安藤　光惺(2) w11.59 (+3.7) 劉本　陽向(2) w11.67 (+3.7)

朝日 高司 本多聞 浜脇 龍野東 武庫東 宝梅 今津
新妻　遼己(2) 4:07.48 田中　壱基(2) 4:08.84 若林　司(2) 4:11.72 高野　修輔(2) 4:15.97 赤坂　勇輔(2) 4:16.79 行天　晴郎(2) 4:18.55 福井　翔(2) 4:18.93 福嶋　遙(2) 4:20.77
平岡 GR 姫路灘 宝殿 姫路灘 八景 大池 豊富小中 天王寺川
新妻　遼己(2) 8:49.57 新妻　昂己(2) 9:03.50 若林　司(2) 9:04.76 田中　壱基(2) 9:11.66 中垣　颯斗(2) 9:18.62 福井　翔(2) 9:24.45 八嶋　春樹(2) 9:25.45 高野　修輔(2) 9:25.50
平岡 GR 平岡 宝殿 姫路灘 大蔵 豊富小中 稲美北 姫路灘
萩原　慧(2) 23.27 (-0.4) 福崎　竜輝(2) 23.56 (-0.4) 村瀬　翔汰(2) 23.73 (-0.4) 久保　拓己(2) 24.00 (-0.4) 安藤　光惺(2) 24.26 (-0.4) 貝川　輝(2) 24.42 (-0.4) 西村　源斗(1) 24.65 (-0.4)

朝日 本多聞 姫路灘 塩瀬 宝梅 姫路灘 豊岡南
久保　拓己(2) 52.77 梶原　元希(2) 53.16 藤尾　晃大(2) 54.24 前坂　孟毅(2) 54.50 横田　叶偉(2) 54.74 菊谷　玲雄(2) 54.90 矢持　龍大(2) 55.32 河野　友弥(2) 56.07
塩瀬 荒井 姫路灘 大久保北 向洋 鹿島 丹南 井吹台
赤坂　勇輔(2) 2:03.47 福嶋　颯海(2) 2:03.91 行天　晴郎(2) 2:03.97 森　蒼大(2) 2:04.01 松山　唯飛(2) 2:07.31 横山　隼士(2) 2:07.96 村上　大佑(2) 2:08.37 林　信成(2) 2:08.73
八景 伊丹南 大池 香住第一 姫路東 塩瀬 平岡 六甲学院
猪口　幸祐(2) w15.16 (+2.2) 松下　直生(2) w15.34 (+2.2) 村田　隼(2) w15.40 (+2.2) 西浦　瑞貴(2) w15.73 (+2.2) 井戸　奏太(2) w15.89 (+2.2) 石田　柊哉(2) w16.00 (+2.2) 磯部　泉(2) w16.23 (+2.2) 森田　朔空(2) w16.51 (+2.2)

宝梅 飾磨東 立花 北神戸 別府 市島 猪名川 増位
姫路灘 44.27 塩瀬 45.64 本多聞 46.41 宝殿 46.65 黒田庄 46.68 高司 46.69 多聞東 46.72 朝日 46.75
山﨑　大馳(2) GR 吉邑　一希(2) 田野　善之(2) 礒野　裕大(2) 東田　凰聖(2) 平瀬　玲太(2) 島崎　碧人(2) 井元　瑛(2)
村瀬　翔汰(2) 工藤　弘成(2) 福崎　竜輝(2) 池原　透太(2) 村上　陽哉(2) 坂下　衣歩樹(1) 和田　樹忠(2) 萩原　慧(2)
藤尾　晃大(2) 久保　拓己(2) 笘下　　惺(2) 佐藤　優希(2) 森脇　小太郎(2) 仁志　月人(1) 井谷　心哉(2) 岩﨑　隼人(2)
貝川　輝(2) 下里　悠仁(2) 伊藤　洸太(2) 山田　吾愛仁(2) 村上　宙輝(2) 丸井　蒼空(2) 澤田　力成(2) 清久　時臣(2)
佐藤　優希(2) 1.76 西畠　迅(2) 1.73 渋谷　煌(2) 1.70 尾松　永愛(2) 1.65 森本　皓也(2) 1.65 福井　大和(2) 1.65 織田　要(2) 1.60 地主　隼(2) 1.60
宝殿 鹿谷 大成 望海 市島 北神戸 押部谷 山手台

山口　拓都(2) 1.60
龍野東

杉本　惺昭(2) 3.60 口原　睦生(2) 3.40 安本　翔咲(2) 3.30 上中　蓮音(2) 2.80
上野 上野 園田 西宮浜義務
宮川　航(2) 6.08 (+0.8) 中島　圭梧(2) 6.00 (+0.9) 工藤　弘成(2) 5.96 (+1.3) 丸井　蒼空(2) 5.94 (-0.3) 吉田　幸輝(2) w5.77 (+2.9) 中村　琢磨(2) 5.77 (-0.4) 鹿島　聖規(2) 5.74 (+1.0) 平川　靖士(2) 5.67 (+0.1)

安室 苦楽園 塩瀬 高司 浜の宮 山陽 増位 御影
井原　碧葉(2) 12.28 (+0.6) 山本　景太(2) w12.09 (+2.3) 山本　祐生(2) 12.04 (+1.6) 山路　俊介(2) 11.59 (+1.1) 高田　翔太(2) w11.45 (+2.2) 木村　優太(2) 11.37 (+1.1) 辻本　蒼馬(2) 11.36 (-0.2) 木下　鷹大(2) 11.22 (+1.2)

二見 山手台 山陽 加古川 浜の宮 大蔵 有野 市島
蕭　理恩(2) 11.82 三島　光太郎(2) 11.50 小河　琉(2) 11.24 清水　蓮大(2) 11.15 殿村　峻(2) 10.32 中野　椋哉(2) 10.06 荒木　悠志(2) 9.55 柳井　汰智(2) 9.29
西宮浜義務 赤穂東 高倉 香住第一 市島 飾磨東 東光 姫路東
三島　光太郎(2) 28.53 高石　陽士(2) 27.13 樋笠　翔真(2) 26.96 笹谷　昊士朗(2) 26.79 原　幸輝(2) 26.57 中野　椋哉(2) 25.83 殿村　峻(2) 25.74 荒木　悠志(2) 25.58
赤穂東 狭間 二見 望海 氷丘 飾磨東 市島 東光

四種競技 織田　要(2) 2241 堀川　徹太(2) 2146 松下　直生(2) 2049 猪口　幸祐(2) 2031 加地　由紀智(2) 1834 浦門　爽絢(2) 1834 田中　智大(2) 1334
押部谷 山田 飾磨東 宝梅 宝梅 山口 苦楽園

9月25日 110mH 16.98 (-0.6) 16.54 (-0.4) 15.30 (-0.4) 15.26 (-0.4) 18.38 (-0.6) 16.66 (-0.4) 17.46 (-0.6)

9月25日 砲丸投 10.10 10.21 7.71 8.70 10.70 7.50 NM
9月25日 走高跳 1.73 1.61 1.40 1.40 1.45 1.40 1.50
9月25日 400m 56.14 57.48 55.75 57.89 58.49 57.02 1.01.37

姫路灘 塩瀬 宝殿 平岡 宝梅 本多聞 飾磨東 朝日
４１点 ２９点 ２８点 ２５点 ２２.５点 １９点 １９点 １７点

混成：田邉幸広　スターター：乾寿紀

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟・(一財)兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2021/09/25～26 トラック：六角光昭　フィールド：田邉幸広

競技場名 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
審判長第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会

7位 8位

１年男子 9月26日 100m

9月25日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月25日 3000m

１．２年男子 9月25日 200m

２年男子 9月26日 100m

9月26日 1500m

9月26日 110mH

9月26日 4x100mR

9月26日 400m

9月25日 800m

走幅跳

9月26日 三段跳

9月26日 走高跳

9月25日 棒高跳

６．７位は上位者数によるもの

5位 7位

４．５．６位は試技内容による ７．８位は試技内容による

男子

9月26日 砲丸投

9月25日 円盤投

9月25日



日付 種目

混成：田邉幸広　スターター：乾寿紀

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟・(一財)兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2021/09/25～26 トラック：六角光昭　フィールド：田邉幸広

競技場名 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
審判長第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

山野　麻緒(1) w12.83 (+2.8) 尼ヶ塚　結愛(1) w13.16 (+2.8) 小林　流歌(1) w13.19 (+2.8) 藤谷　心詩(1) w13.24 (+2.8) 岩本　萌々果(1) w13.35 (+2.8) 幸長　愛美(1) w13.41 (+2.8) 辻下　梨依子(1) w13.45 (+2.8) 佐藤　絢音(1) w13.51 (+2.8)

両荘 花田 ゆりのき台 有野北 加古川 広畑 緑台 甲陵

稲岡　咲羽(1) 2:22.65 老松　和奏(1) 2:22.74 堤　円花(1) 2:22.83 藤田　莉沙(1) 2:22.85 東　はる(1) 2:24.15 前田　美詞(1) 2:25.25 長谷川　真理(1) 2:25.75 藤野　雅(1) 2:27.38

荒井 荒井 飾磨西 赤穂西 湊川 大社 神河 甲武

平野　美紀(2) w12.86 (+3.3) 谷　優杏(2) w12.93 (+3.3) 髙田　真央(2) w12.98 (+3.3) 谷脇　穂香(2) w13.03 (+3.3) 小西　麻央(2) w13.04 (+3.3) 永井　遼(2) w13.07 (+3.3) 幸玉　いちか(2) w13.12 (+3.3) 小倉　梨愛(2) w13.27 (+3.3)

陵南 向洋 高司 園田東 荒牧 甲武 太山寺 小野南

池野　絵莉(2) 2:15.80 吉川　菜緒(2) 2:16.30 隈部　湊(2) 2:19.08 吉田　笑麻(2) 2:19.65 種　知里(2) 2:21.23 寺田　妃織(2) 2:21.63 香川　悠(2) 2:21.94 渡邉　真優(2) 2:23.05

太山寺 稲美 夢前 陵南 東光 姫路灘 太山寺 播磨

１．２年女子 平野　美紀(2) 26.58 (+0.1) 松岡　愛菜(2) 26.65 (+0.1) 幸玉　いちか(2) 27.15 (+0.1) 山田　涼華(2) 27.39 (+0.1) 中嶋　葵花(2) 27.42 (+0.1) 幸長　愛美(1) 27.51 (+0.1) 近藤　優衣(2) 27.51 (+0.1) 髙山　碧(2) 27.55 (+0.1)

陵南 加古川中部 太山寺 竜山 武庫東 広畑 春日 横尾

池野　絵莉(2) 4:34.90 吉川　菜緒(2) 4:35.36 種　知里(2) 4:43.56 吉川　陽菜(2) 4:45.87 隈部　湊(2) 4:46.73 寺田　妃織(2) 4:51.72 吉田　笑麻(2) 4:51.84 堤　円花(1) 4:51.93

太山寺 稲美 東光 稲美 夢前 姫路灘 陵南 飾磨西

宮内　綾花(2) w14.55 (+2.1) 永井　遼(2) w14.88 (+2.1) 中村　芽生(2) w15.22 (+2.1) 浜木　梓(2) w15.32 (+2.1) 河本　鼓(2) w15.68 (+2.1) 森　千裕(2) w15.78 (+2.1) 本井　佑奈(2) w15.91 (+2.1) 青木　花梨(2) w16.02 (+2.1)

福崎西 甲武 柏原 武庫東 浜の宮 太山寺 網干 瓦木

甲武 51.84 山手台 52.65 太山寺 52.67 陵南 52.77 北神戸 52.77 浜の宮 52.88 塩瀬 52.95 福崎西 52.96

和唐　萌々花(2) 吉村　彩奈(2) 中本　空菜(2) 永山　未希(2) 友藤　美優(2) 髙橋　澪(2) 石田　乙羽(2) 尾﨑　優花(2)

永井　遼(2) 中村　杏梨(1) 山本　紗也(2) 平野　美紀(2) 藤本　杏栞(2) 石田　有華咲(2) 執行　芽生(2) 宮内　綾花(2)

河邊　悠(1) 大江　優芽(2) 香山　百葉(2) 小西　亜由弓(2) 木元　雪乃(2) 間嶋　萌花(2) 白根　亜依(2) 高原　彩乃(2)

大西　彩純(2) 徳永　春花(2) 幸玉　いちか(2) 吉田　笑麻(2) 井上　凪紗(2) 千徳　真心子(1) 森　瑞希(2) 柴田　幸来(2)

井上　凪紗(2) 1.59 升元　絢菜(2) 1.56 田中　冬子(2) 1.45 山田　麻央(2) 1.45 竹ノ内　陽莉(2) 1.40 松田　結愛(2) 1.35 糀谷　優(2) 1.35

北神戸 浜の宮 日新 大原 有野 山手台 氷丘

梅垣　花菜(2) 1.35

氷上

松岡　愛菜(2) w5.20 (+2.5) 岡　蒼依(1) 4.91 (+0.6) 奥村　彩加(2) 4.87 (+0.2) 谷　優杏(2) 4.87 (+0.4) 鈴木　琴水(2) 4.85 (-0.4) 間嶋　萌花(2) 4.84 (+0.4) 小西　亜由弓(2) 4.72 (+1.1) 池上　嬉和(2) 4.64 (-0.2)

加古川中部 北条 井吹台 向洋 甲陵 浜の宮 陵南 浜脇

セカンド記録：4m86 セカンド記録：4m85

長谷川　有(2) 11.34 小南　結(2) 10.09 山田　幸奈(2) 9.98 永田　陽菜乃(2) 9.83 安井　理央(2) 9.75 杉野　美香(2) 9.45

志方 平野 志方 増位 浜の宮 井吹台

長谷川　有(2) 28.07 安井　理央(2) 26.03 徳岡　澪奈(2) 25.14 永田　まいあ(2) 24.88 永田　陽菜乃(2) 23.98 楠本　れんげ(2) 23.81 岡田　来生夢(2) 23.07 青木　優香(2) 22.86

志方 浜の宮 青垣 市島 増位 加古川山手 広畑 浜脇

四種競技 井上　凪紗(2) 2683 宮内　綾花(2) 2601 升元　絢菜(2) 2317 中村　芽生(2) 2285 浜木　梓(2) 2218 森　千裕(2) 2182 梅垣　花菜(2) 2120 田中　ゆら(2) 2084

北神戸 福崎西 浜の宮 柏原 武庫東 太山寺 氷上 大原

9月25日 100mH 14.94 (+1.4) 14.68 (+1.4) 16.45 (+1.7) 15.59 (+1.4) 15.52 (+1.4) 15.74 (+1.4) 17.31 (+1.7) 16.34 (+1.7)

9月25日 走高跳 1.60 1.45 1.57 1.40 1.40 1.40 1.48 1.35

9月25日 砲丸投 7.36 8.95 8.50 8.03 6.69 7.03 8.53 7.80

9月25日 200m 26.68 (-1.5) 27.27 (-1.5) 29.41 (-1.5) 28.31 (-1.5) 28.18 (-1.5) 28.56 (-1.5) 29.40 (-1.5) 28.85 (-1.5)

太山寺 浜の宮 陵南 志方 北神戸 甲武 稲美 福崎西
３８点 ３４点 ３０点 ２２点 ２０点 １９点 １９点 １６点

姫路灘 浜の宮 太山寺 塩瀬 陵南 北神戸 宝殿 平岡
４７点 ４６点 ３８点 ３１点 ３０点 ２８点 ２８点 ２５点

GR:大会記録  w:追風参考  NM:記録なし  ６．７位は上位者数によるもの

9月26日 砲丸投

9月25日 円盤投

9月26日 走高跳

9月25日 走幅跳

9月26日 100mH

9月26日 4x100mR

9月25日 200m

9月26日 1500m

9月25日 800m

9月26日 100m

9月26日 100m

３．４位は試技内容による ６．８位は試技内容による

女子

男女総合

６．７位は上位者数によるもの

２年女子

１年女子

9月25日 800m



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 14:00 (7-0+8)

決勝 9/26 15:35 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.8 m/s) 2組 (+4.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ハギハラ　ケイ アサヒ マツモト　ハルキ タツノヒガシ

1 41573 萩原　慧(2) 朝日 q w11.18 1 51135 松本　明樹(2) 龍野東 q w11.44
ヤマモト　トウキ ハマワキ ヒライ　トウマ エボシ

2 12864 山本　柊希(2) 浜脇 q w11.41 2 20802 平井　斗真(2) 烏帽子 w11.57
ムライ　ハルト イブキダイ ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ

3 29674 村井　悠人(2) 井吹台 w11.70 3 20567 平川　靖士(2) 御影 w11.65
モリ　カズキ タチバナ アヤベ　ユウシン タイシニシ

4 11174 森　一樹(2) 立花 w11.74 4 51770 綾部　湧心(2) 太子西 w11.84
ナガヤマ　イッサ テンノウジガワ タカハシ　ユウキ ヒオカ

5 19552 長山　一咲(2) 天王寺川 w11.77 5 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘 w11.92
ムラカミ　ヒロキ クロダショウ タノウエ　ダイキ ケヤキダイ

6 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 w11.91 6 60623 田上　大貴(2) けやき台 w12.08
アベ　ミズキ ヒガシタニ クリヤマ　ショウタ イタミミナミ

7 18117 阿部　瑞樹(2) 東谷 w12.01 7 19315 栗山　翔太(2) 伊丹南 w12.19
ミヤモト　タツキ イタミミナミ オオタニ　ショウマ カコガワ

8 19324 宮本　樹(2) 伊丹南 w12.07 32885 大谷　翔真(2) 加古川 DNS
ウエハラ　ミズキ オオマト シモグチ　カズキ カミコウシエン

9 45801 上原　瑞生(2) 大的 w12.09 13625 下口　一樹(2) 上甲子園 DNS

3組 (+1.2 m/s) 4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
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ マルイ　ソラ タカツカサ

1 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 11.57 1 16617 丸井　蒼空(2) 高司 q 11.45
オキノ　ミチ トヨオカミナミ ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ

2 80152 沖野　未知(2) 豊岡南 11.80 2 40948 山﨑　大馳(2) 姫路灘 11.46 (454)
イケハラ　トウタ ホウデン ヤダ　アキヒロ イボガワ

3 34301 池原　透太(2) 宝殿 11.91 3 51852 矢田　晋啓(2) 揖保川 11.68
オオウラ　ブンタ オオクボ オオタマ　コウキ ハマノミヤ

4 31604 大浦　文太(2) 大久保 11.96 4 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 11.70
シミズ　ヒロト ヒカミ キハラ　ヒロト アリノ

5 64401 清水　尋斗(2) 氷上 11.98 5 29244 木原　寛斗(2) 有野 12.00
コバヤシ　タクマ イタミニシ シマモト　マサキ ハクリョウ

6 19235 小林　拓真(2) 伊丹西 12.01 6 36614 島本　匡基(2) 白陵 12.06
ナガタ　カンタ コウヨウ ヤマサキ　シン ゴシキ

7 20088 永田　敢大(2) 向洋 12.13 7 74006 山﨑　心(2) 五色 12.22
オカモト　ケンタ カサイ ナカタニ　ユウト アサヒガオカ

8 37700 岡本　健太(2) 加西 12.26 8 37284 中谷　悠人(2) 旭丘 12.62
シバタ　レント サンヨウ

40812 柴田　漣斗(2) 山陽 DNS

2021/09/ 26 15:02:22

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

２年男子100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (+5.4 m/s) 6組 (+2.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
アンドウ　コウセイ ホウバイ ヨシムラ　カズキ シオセ

1 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 q w11.35 1 14209 吉邑　一希(2) 塩瀬 w11.65
ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ クボ　カズキ ムコヒガシ

2 12283 割石　大翔(2) 武庫東 q w11.42 2 12276 久保　一輝(2) 武庫東 w11.70
ハシモト　レン フクサキヒガシ クロシマ　ケイ カコガワチュウブ

3 43041 橋本　蓮(2) 福崎東 w11.63 3 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部 w11.93
イモト　アキラ アサヒ ウエダ　ハルト フタミ

4 41568 井元　瑛(2) 朝日 w11.63 4 32135 上田　悠斗(2) 二見 w12.05
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ タバタ　カイ ニシノミヤハマギム

5 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘 w11.86 5 12711 田畑　開(2) 西宮浜義務 w12.08
トモシゲ　コウタ アリノ ウライ　ダイト ゴシキ

6 29250 友重　幸太(2) 有野 w12.01 6 74008 裏井　大翔(2) 五色 w12.16
キタウチ　ユウキ ササヤマ カドイシ　アツキ ミドリガオカ

62121 北内　裕喜(2) 篠山 DNS 7 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘 w12.36
ヤマモト　マサト オダ イシダ　シュウヤ イチジマ

10990 山本　真人(2) 小田 DNS 65342 石田　柊哉(2) 市島 DNS

7組 (+2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
フクザキ　リュウキ ホンタモン

1 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 q w11.42
リュウモト　ヒナタ イマヅ

2 13759 劉本　陽向(2) 今津 q w11.46 (453)
カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

3 40938 貝川　輝(2) 姫路灘 w11.61
オカダ　ユウヤ タツヤマ

4 36323 丘田　侑也(2) 竜山 w11.81
ヤマダ　ワカト ホウデン

5 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 w11.84
クドウ　ヒロナリ シオセ

6 14202 工藤　弘成(2) 塩瀬 w11.91
フクダ　ユウト アリノ

7 29255 福田　夢叶(2) 有野 w12.02
ノムラ　セイリュウ アリノキタ

8 29305 野村　成龍(2) 有野北 w12.40

w:追風参考  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 26 15:02:22

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 14:00 (7-0+8)

決勝 9/26 15:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.7 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハギハラ　ケイ アサヒ

1 41573 萩原　慧 2 朝日 4 w11.18
マルイ　ソラ タカツカサ

2 16617 丸井　蒼空 2 高司 2 w11.36
フクザキ　リュウキ ホンタモン

3 27028 福崎　竜輝 2 本多聞 9 w11.51
ヤマモト　トウキ ハマワキ

4 12864 山本　柊希 2 浜脇 7 w11.52
マツモト　ハルキ タツノヒガシ

5 51135 松本　明樹 2 龍野東 8 w11.54
ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

6 12283 割石　大翔 2 武庫東 6 w11.58
アンドウ　コウセイ ホウバイ

7 16202 安藤　光惺 2 宝梅 5 w11.59
リュウモト　ヒナタ イマヅ

8 13759 劉本　陽向 2 今津 3 w11.67

w:追風参考  
2021/09/ 26 15:48:28

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 14:40 (4-1+4)

11.6 佐藤　啓吾 （東播・社） 1987 王子 決勝 9/26 15:30 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.0 m/s) 2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
オダ　キョウヘイ スミヨシ ハマノ　ショウタ ユラ

1 20481 小田　恭平(1) 住吉 Q 11.99 1 70427 濵野　翔太(1) 由良 Q 11.89
コンドウ　ヒサヨシ カスガ オガワ　ケイヒサ マスイ

2 65103 近藤　久貴(1) 春日 q 12.02 2 40106 小川　桂央(1) 増位 12.23
フクナガ　コウダイ ジンナン オオタ　ムツキ セイワダイ

3 41601 福永　晃大(1) 神南 12.46 3 23601 太田　陸希(1) 星和台 12.31
イトウ　タクミ ガクブン ギョウブ　ヒロト カコガワ

4 14057 伊藤　拓海(1) 学文 12.57 4 32804 刑部　大翔(1) 加古川 12.42
ツクダ　コウキ ヒラオカ コザワ　ソウシ ツルイ

5 33217 佃　紘喜(1) 平岡 12.59 5 42702 小澤　蒼士(1) 鶴居 12.59
ナカノ　カズキ ヤシロ ミヤタ　リュウノスケ ジンナン

6 38118 中野　一稀(1) 社 12.74 41602 宮田　竜之介(1) 神南 DNS
ナンジョウ　クウガ リョウナン ワカツキ　ショウ ヒダカニシ

7 33961 南條　空芽(1) 陵南 12.74 81514 若槻　翔(1) 日高西 DNS
イバ　リョウセイ マサゴ

14417 射場　涼成(1) 真砂 DNS

3組 (+1.5 m/s) 4組 (+3.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
マツオ　カグラ セイウン ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

1 70201 松尾　奏楽(1) 青雲 Q 11.84 1 80165 西村　源斗(1) 豊岡南 Q w11.84
フルタ　カズキ イマヅ ナリタ　ソウキ ダイハクショ

2 13775 古田　紀貴(1) 今津 12.16 2 40448 成田　蒼生(1) 大白書 q w12.05
リ　チェヒョン リョウソウ マエダ　サクタロウ コウブ

3 33649 リ　チェヒョン(1) 両荘 12.27 3 13426 前田　朔太朗(1) 甲武 q w12.09
キタ　ヒロキ セイドウ ナカムラ　アユキ ユメサキ

4 15521 北　大毅(1) 精道 12.28 4 45508 中村　歩暉(1) 夢前 q w12.13
カガワ　シン カワニシ ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ

5 17903 香川　心(1) 川西 12.38 5 35662 八幡　響(1) 三木東 w12.27
マツモト　アキト ノノイケ アライケ　ツバサ ミカゲ

6 31424 松本　晃音(1) 野々池 12.39 6 20571 荒池　翼(1) 御影 w12.47
カワノ　ケイ タイシヒガシ イシカワ　カイリ ササヤマ

7 51632 河野　慶維(1) 太子東 12.65 7 62131 石川　翔琳(1) 篠山 w13.24

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  w:追風参考  
2021/09/ 26 15:02:29

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 14:40 (4-1+4)

11.6 佐藤　啓吾 （東播・社） 1987 王子 決勝 9/26 15:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.4 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オダ　キョウヘイ スミヨシ

1 20481 小田　恭平 1 住吉 6 w11.68
コンドウ　ヒサヨシ カスガ

2 65103 近藤　久貴 1 春日 8 w11.72
マツオ　カグラ セイウン

3 70201 松尾　奏楽 1 青雲 5 w11.83
ハマノ　ショウタ ユラ

4 70427 濵野　翔太 1 由良 7 w11.84
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

5 80165 西村　源斗 1 豊岡南 4 w11.94
ナリタ　ソウキ ダイハクショ

6 40448 成田　蒼生 1 大白書 9 w12.03
マエダ　サクタロウ コウブ

7 13426 前田　朔太朗 1 甲武 2 w12.05
ナカムラ　アユキ ユメサキ

8 45508 中村　歩暉 1 夢前 3 w12.06

w:追風参考  
2021/09/ 26 15:48:33

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 11:20 (4-1+4)

22.3 和田　篤 （神戸・港島） 1993 王子 決勝 9/25 13:20 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.5 m/s) 2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
ハギハラ　ケイ アサヒ フクザキ　リュウキ ホンタモン

1 41573 萩原　慧(2) 朝日 Q w22.99 1 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 Q 23.60
クボ　タクミ シオセ ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ

2 14203 久保　拓己(2) 塩瀬 q w23.43 2 40948 山﨑　大馳(2) 姫路灘 24.14
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ キハラ　ヒロト アリノ

3 80165 西村　源斗(1) 豊岡南 q w24.03 3 29244 木原　寛斗(2) 有野 24.36
ムラタ　シュン タチバナ ヤマダ　ワカト ホウデン

4 11173 村田　隼(2) 立花 q w24.06 4 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 24.39
イケハラ　トウタ ホウデン ムラカミ　ヒロキ クロダショウ

5 34301 池原　透太(2) 宝殿 w24.28 5 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 24.45
ヨコタ　カエラ コウヨウ マエサカ　モトミ オオクボキタ

6 20084 横田　叶偉(2) 向洋 w24.62 6 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 24.62
コウノ　トモヤ イブキダイ ウエハラ　ミズキ オオマト

7 29679 河野　友弥(2) 井吹台 w24.68 7 45801 上原　瑞生(2) 大的 25.10
キタウチ　ユウキ ササヤマ コバヤシ　アオト シカマヒガシ

8 62121 北内　裕喜(2) 篠山 w24.92 8 41036 小林　碧音(2) 飾磨東 25.14

3組 (-0.6 m/s) 4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
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

1 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 Q 23.68 1 40938 貝川　輝(2) 姫路灘 Q 23.71
ムライ　ハルト イブキダイ アンドウ　コウセイ ホウバイ

2 29674 村井　悠人(2) 井吹台 24.11 2 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 q 23.85
リュウモト　ヒナタ イマヅ オキノ　ミチ トヨオカミナミ

3 13759 劉本　陽向(2) 今津 24.47 3 80152 沖野　未知(2) 豊岡南 24.12
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ クロシマ　ケイ カコガワチュウブ

4 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘 24.53 4 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部 24.27
オオタニ　ショウマ カコガワ シミズ　ヒロト ヒカミ

5 32885 大谷　翔真(2) 加古川 24.67 5 64401 清水　尋斗(2) 氷上 24.36
アベ　ミズキ ヒガシタニ タナカ　シュンヤ アコウ

6 18117 阿部　瑞樹(2) 東谷 24.77 6 50530 田中　俊陽(2) 赤穂 24.57
アヤベ　ユウシン タイシニシ オカダ　ユウヤ タツヤマ

7 51770 綾部　湧心(2) 太子西 25.47 7 36323 丘田　侑也(2) 竜山 24.78
シモグチ　カズキ カミコウシエン フジワラ　ユウガ シカマヒガシ

13625 下口　一樹(2) 上甲子園 DNS 8 41032 藤原　悠雅(2) 飾磨東 25.32

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:52:51

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 11:20 (4-1+4)

22.3 和田　篤 （神戸・港島） 1993 王子 決勝 9/25 13:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-0.4 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハギハラ　ケイ アサヒ

1 41573 萩原　慧 2 朝日 6 23.27
フクザキ　リュウキ ホンタモン

2 27028 福崎　竜輝 2 本多聞 5 23.56
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

3 40946 村瀬　翔汰 2 姫路灘 4 23.73
クボ　タクミ シオセ

4 14203 久保　拓己 2 塩瀬 9 24.00
アンドウ　コウセイ ホウバイ

5 16202 安藤　光惺 2 宝梅 8 24.26
カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

6 40938 貝川　輝 2 姫路灘 7 24.42
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

7 80165 西村　源斗 1 豊岡南 2 24.65
ムラタ　シュン タチバナ

11173 村田　隼 2 立花 3 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 26 15:06:23

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 10:40 

〈〈 決勝 〉〉

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
クボ　タクミ シオセ ヤモチ　リュウダイ タンナン

1 14203 久保　拓己(2) 塩瀬 52.77 1 62733 矢持　龍大(2) 丹南 55.32
カジワラ　ゲンキ アライ コウノ　トモヤ イブキダイ

2 36136 梶原　元希(2) 荒井 53.16 2 29679 河野　友弥(2) 井吹台 56.07
フジオ　コウダイ ヒメジナダ コタケ　リョウジ オオツ

3 40945 藤尾　晃大(2) 姫路灘 54.24 3 46140 小竹　遼志(2) 大津 56.18
マエサカ　モトミ オオクボキタ タナカ　シュンヤ アコウ

4 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 54.50 4 50530 田中　俊陽(2) 赤穂 56.70
ヨコタ　カエラ コウヨウ ツジ　イツキ シンダイフゾクチュウ

5 20084 横田　叶偉(2) 向洋 54.74 5 28219 辻　樹輝(2) 神大附属 57.49
キクタニ　レオ カシマ カドイシ　アツキ ミドリガオカ

6 36221 菊谷　玲雄(2) 鹿島 54.90 6 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘 59.12

2021/09/ 26 11:11:50

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 12:30 

〈〈 決勝 〉〉

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
アカサカ　ユウスケ ハッケイ ヨコヤマ　ハヤト シオセ

1 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 2:03.47 1 14218 横山　隼士(2) 塩瀬 2:07.96
フクシマ　ハヤテ イタミミナミ ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ

2 19321 福嶋　颯海(2) 伊丹南 2:03.91 2 33241 村上　大佑(2) 平岡 2:08.37
ギョウテン　ハルオ オオイケ タニ　ケイタ ユリノキダイ

3 23033 行天　晴郎(2) 大池 2:03.97 3 60905 谷　佳汰(2) ゆりのき台 2:09.25
モリ　ソウダイ カスミダイイチ ナガセ　ヒロト ヒメジナダ

4 81061 森　蒼大(2) 香住第一 2:04.01 4 40944 永瀬　博翔(2) 姫路灘 2:09.77
マツヤマ　ユイト ヒメジヒガシ ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

5 45616 松山　唯飛(2) 姫路東 2:07.31 5 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 2:10.87
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ タケガワ　ケイシ フクサキニシ

6 39583 山口　正真(2) 稲美北 2:13.42 6 42419 竹川　圭史(2) 福崎西 2:11.16
アダチ　ショウタ マスイ タケ　ショウタロウ モトヤマ

40105 足立　昌汰(1) 増位 DNS 7 20303 武　正太郎(2) 本山 2:12.94

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
ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン ヤマグチ　サクト イナミキタ

1 28505 林　信成(2) 六甲学院 2:08.73 1 39584 山口　朔門(2) 稲美北 2:11.94
ミクニ　ユウキ カミコウシエン ヨグロ　タケシ タカクラ

2 13624 三國　悠貴(2) 上甲子園 2:10.07 2 25314 余黒　健(2) 高倉 2:12.65
コタケ　リョウジ オオツ タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ

3 46140 小竹　遼志(2) 大津 2:10.21 3 32038 髙橋　草太(2) 魚住東 2:14.31
フクダ　ユイト ハマワキ ワタナベ　ショウセイ ショシャ

4 12861 福田　結仁(2) 浜脇 2:12.75 4 46021 渡部　将成(2) 書写 2:16.08
ナカシマ　タケル コウデラ テンジン　ユキノジョウ ウエガハラ

5 43205 中島　丈瑠(1) 香寺 2:13.20 5 13135 天神　幸之丞(2) 上ケ原 2:20.72
ツジモト　ユウダイ オオクラ ウメタニ　タイセイ ボウカイ

6 31287 辻本　祐大(2) 大蔵 2:13.57 6 31560 梅谷　大惺(2) 望海 2:23.93
ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ コンドウ　リョウタ カスガ

7 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 2:13.83 65193 近藤　涼太(2) 春日 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:53:06

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 11:10 

〈〈 決勝 〉〉

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
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ  GR ナカガキ　ハヤト オオクラ

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 4:07.48 1 31283 中垣　颯斗(2) 大蔵 4:25.88
タナカ　イッキ ヒメジナダ マエダ　カイリ カコガワチュウブ

2 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 4:08.84 2 33144 前田　浬(2) 加古川中部 4:27.78
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン オクムラ　ケイタ オオイケ

3 34308 若林　司(2) 宝殿 4:11.72 3 23034 奥村　啓太(2) 大池 4:28.92
タカノ　シュウスケ ヒメジナダ ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

4 40941 高野　修輔(2) 姫路灘 4:15.97 4 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 4:29.07
アカサカ　ユウスケ ハッケイ サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ

5 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 4:16.79 5 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 4:29.63
ギョウテン　ハルオ オオイケ タムラ　ユウセイ ヒメジナダ

6 23033 行天　晴郎(2) 大池 4:18.55 6 40943 田村　優成(2) 姫路灘 4:30.13
フクイ　ショウ トヨトミショウチュウ カワウチ　ガク オオイケ

7 41731 福井　翔(2) 豊富小中 4:18.93 7 23035 河内　岳(2) 大池 4:30.21
フクシマ　ハルカ テンノウジガワ ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン

8 19553 福嶋　遙(2) 天王寺川 4:20.77 8 28505 林　信成(2) 六甲学院 4:31.68
ツジモト　カツキ イナミ イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ

9 39417 辻本　克紀(2) 稲美 4:22.70 9 26607 稲葉　俊也(2) 歌敷山 4:32.27
ヤシマ　ハルキ イナミキタ ヤマグチ　ショウマ イナミキタ

10 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 4:23.27 10 39583 山口　正真(2) 稲美北 4:32.59
フクシマ　ハヤテ イタミミナミ ドイ　マサムネ ヒラオカ

11 19321 福嶋　颯海(2) 伊丹南 4:27.14 11 33237 土居　正宗(2) 平岡 4:34.41
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ ウメモト　リクト アリノ

12 29513 中治　幸大(2) 星陵台 4:27.90 12 29241 梅本　陸翔(2) 有野 4:35.62
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ オオハシ　ユウト ゴシキ

13 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 4:28.35 13 74000 大橋　悠人(2) 五色 4:35.88
コミチ　ヒビキ ゴシキ カワイ　ジナン オノ

14 74011 小道　響来(2) 五色 4:29.33 14 37144 河合　仁楠(2) 小野 4:36.94
サクマ　タイチ カシマ フクダ　ユイト ハマワキ

15 36225 作間　太一(2) 鹿島 4:32.09 15 12861 福田　結仁(2) 浜脇 4:40.03
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ カスヤ　ヒカル カンキ

33239 新妻　昂己(2) 平岡 DNF 16 33759 糟谷　輝(2) 神吉 4:40.31
モリ　ソウダイ カスミダイイチ サエグサ　コハク ホウジョウ

81061 森　蒼大(2) 香住第一 DNS 17 37510 三枝　琥珀(2) 北条 4:42.86

GR:大会記録  DNF:途中棄権  DNS:欠場  
2021/09/ 26 11:25:43

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 10:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
アダチ　ショウタ マスイ

1 40105 足立　昌汰(1) 増位 4:18.13
ウメダ　リク オオハラ

2 29102 梅田　大陸(1) 大原 4:23.56
タニダ　ソウタロウ アリノキタ

3 29336 谷田　颯太朗(1) 有野北 4:26.54
イシイ　ソウア ミキヒガシ

4 35663 石井　颯亜(1) 三木東 4:33.07
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ

5 33424 髙林　恭大(1) 浜の宮 4:34.80
シライシ　イッサ ホウデン

6 34323 白石　一颯(1) 宝殿 4:35.13
トクナガ　タイガ ヤスムロ

7 45901 徳永　泰雅(1) 安室 4:35.41
ナカシマ　タケル コウデラ

8 43205 中島　丈瑠(1) 香寺 4:36.06
トミナガ　コウセイ ヤスムロ

9 45902 富永　晄生(1) 安室 4:36.09
タマイ　ノア ミナミヒバリガオカ

10 16732 玉井　希空(1) 南ひばりガ丘 4:37.88
ナカザト　ユイト オオハラ

11 29107 中里　唯人(1) 大原 4:38.45
クワハラ　フキタロウ オオイケ

12 23044 桑原　蕗太郎(1) 大池 4:38.68
モリサダ　ショウタ セイリョウダイ

13 29507 森貞　翔太(1) 星陵台 4:39.46
ミゾグチ　タツヤ ヒロハタ

14 41356 溝口　達也(1) 広畑 4:39.80
イワサキ　カナデ ミドリガオカ

15 35451 岩崎　奏(1) 緑が丘 4:44.47
チカダ　レイ カシマ

16 36204 近田　玲(1) 鹿島 4:46.13
クボタ　トワ ヒヨドリダイ

17 23702 久保田　飛羽(1) 鵯台 4:53.41
コジマ　タクノリ アコウニシ

50792 児島　逞徳(1) 赤穂西 DNS
フジオカ　ヒナタ イブキダイ

29610 藤岡　陽大(1) 井吹台 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:52:34

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 10:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ  GR

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 8:49.57
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ

2 33239 新妻　昂己(2) 平岡 9:03.50
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン

3 34308 若林　司(2) 宝殿 9:04.76
タナカ　イッキ ヒメジナダ

4 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 9:11.66
ナカガキ　ハヤト オオクラ

5 31283 中垣　颯斗(2) 大蔵 9:18.62
フクイ　ショウ トヨトミショウチュウ

6 41731 福井　翔(2) 豊富小中 9:24.45
ヤシマ　ハルキ イナミキタ

7 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 9:25.45
タカノ　シュウスケ ヒメジナダ

8 40941 高野　修輔(2) 姫路灘 9:25.50
カワウチ　ガク オオイケ

9 23035 河内　岳(2) 大池 9:26.17
モモキ　アイキ アサギリ

10 31165 桃木　愛希(2) 朝霧 9:26.64
ツジモト　カツキ イナミ

11 39417 辻本　克紀(2) 稲美 9:27.43
サクマ　タイチ カシマ

12 36225 作間　太一(2) 鹿島 9:29.11
カスヤ　ヒカル カンキ

13 33759 糟谷　輝(2) 神吉 9:36.23
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ

14 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 9:36.93
イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ

15 26607 稲葉　俊也(2) 歌敷山 9:37.72
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ

16 29513 中治　幸大(2) 星陵台 9:39.38
ドイ　マサムネ ヒラオカ

17 33237 土居　正宗(2) 平岡 9:43.66
カイ　ケント ハマノミヤ

18 33405 甲斐　健斗(2) 浜の宮 9:44.53
オクムラ　ケイタ オオイケ

19 23034 奥村　啓太(2) 大池 9:45.21
カワイ　ジナン オノ

20 37144 河合　仁楠(2) 小野 9:56.11
サエグサ　コハク ホウジョウ

21 37510 三枝　琥珀(2) 北条 9:57.98
マツダ　タイキ ゴテンヤマ

22 17231 松田　大輝(2) 御殿山 10:00.41
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

23 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 10:09.32

GR:大会記録  
2021/09/ 26 09:52:30

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 10:25 (3-2+2)

決勝 9/26 15:10 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.2 m/s) 2組 (+4.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ムラタ　シュン タチバナ イノクチ　コウスケ ホウバイ

1 11173 村田　隼(2) 立花 Q w14.70 1 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 Q w15.01
イシダ　シュウヤ イチジマ イド　カナタ ベフ

2 65342 石田　柊哉(2) 市島 Q w15.98 2 33511 井戸　奏太(2) 別府 Q w15.69
イソベ　イズミ イナガワ ニシウラ　ミズキ キタコウベ

3 18573 磯部　泉(2) 猪名川 q w16.18 3 24103 西浦　瑞貴(2) 北神戸 q w16.11
ウラカド　ソウケン ヤマグチ フジモト　シュンキ ソノダ

4 14152 浦門　爽絢(2) 山口 w16.24 4 11343 藤本　駿希(2) 園田 w16.65
ホリカワ　テッタ ヤマダ シラハマ　カイチ シオセ

5 23104 堀川　徹太(2) 山田 w16.81 5 14204 白濵　快知(2) 塩瀬 w16.81
イマイ　シュンジ ニシノミヤハマギム シブヤ　コウセイ ボウカイ

6 12702 今井　駿志(2) 西宮浜義務 w17.52 6 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 w17.03
ヒライ　ユウキ ニシワキミナミ エバタ　キョウジ ゴテンヤマ

7 34711 平井　佑樹(2) 西脇南 w17.66 7 17223 江端　恭吏(2) 御殿山 w17.70
マツイ　アキト ミドリガオカ イトウ　コウタ ホンタモン

8 35409 松居　暉大(2) 緑が丘 w17.67 27022 伊藤　洸太(2) 本多聞 DNS
フクナガ　コウダイ ジンナン

41601 福永　晃大(1) 神南 DNS

3組 (+0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ

1 41033 松下　直生(2) 飾磨東 Q 15.46
モリタ　サク マスイ

2 40136 森田　朔空(2) 増位 Q 16.63
ミキ　リュウノスケ カコガワ

3 32884 三木　隆之介(2) 加古川 16.70
セラ　アユム リョウナン

4 33943 世良　歩夢(2) 陵南 16.95
マエヤマ　マサノリ オノ

5 37147 前山　正憲(2) 小野 17.04
ソノダ　ヒナタ フクダ

6 26407 園田　陽向(2) 福田 17.12
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ

80158 今西　瑛大(2) 豊岡南 DNS
ヒガシバタ　ユウキ シロヤマ

41895 東畑　勇輝(2) 城山 DNS

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 26 11:11:38

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 10:25 (3-2+2)

決勝 9/26 15:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.2 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イノクチ　コウスケ ホウバイ

1 16204 猪口　幸祐 2 宝梅 7 w15.16
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ

2 41033 松下　直生 2 飾磨東 6 w15.34
ムラタ　シュン タチバナ

3 11173 村田　隼 2 立花 4 w15.40
ニシウラ　ミズキ キタコウベ

4 24103 西浦　瑞貴 2 北神戸 3 w15.73
イド　カナタ ベフ

5 33511 井戸　奏太 2 別府 5 w15.89
イシダ　シュウヤ イチジマ

6 65342 石田　柊哉 2 市島 8 w16.00
イソベ　イズミ イナガワ

7 18573 磯部　泉 2 猪名川 2 w16.23
モリタ　サク マスイ

8 40136 森田　朔空 2 増位 9 w16.51

w:追風参考  
2021/09/ 26 15:15:50

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 決勝 9/26 11:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ヒメジナダ  GR

2
シオセ

3
ホンタモン

姫路灘 44.27 塩瀬 45.64 本多聞 46.41
[1] ヤマザキ　タイチ [2] ムラセ　ショウタ [1] ヨシムラ　カズキ [2] クドウ　ヒロナリ [1] タノ　ヨシユキ [2] フクザキ　リュウキ

40948 山﨑 大馳(2) 40946 村瀬 翔汰(2) 14209 吉邑 一希(2) 14202 工藤 弘成(2) 27026 田野 善之(2) 27028 福崎 竜輝(2)

[3] フジオ　コウダイ [4] カイカワ　ヒカル [3] クボ　タクミ [4] シモザト　ユウジン [3] トマシタ　キリ [4] イトウ　コウタ

40945 藤尾 晃大(2) 40938 貝川 輝(2) 14203 久保 拓己(2) 14205 下里 悠仁(2) 27027 笘下  惺(2) 27022 伊藤 洸太(2)

4
ホウデン

5
クロダショウ

6
タモンヒガシ

宝殿 46.65 黒田庄 46.68 多聞東 46.72
[1] イソノ　ユウダイ [2] イケハラ　トウタ [1] トウダ　コウセイ [2] ムラカミ　ハルヤ [1] シマザキ　アオト [2] ワダ　ミキノリ

34302 礒野 裕大(2) 34301 池原 透太(2) 39124 東田 凰聖(2) 39125 村上 陽哉(2) 26748 島崎 碧人(2) 26759 和田 樹忠(2)

[3] サトウ　ユウキ [4] ヤマダ　ワカト [3] モリワキ　コタロウ [4] ムラカミ　ヒロキ [3] イタニ　シンヤ [4] サワダ　リキナル

34304 佐藤 優希(2) 34307 山田 吾愛仁(2) 39127 森脇 小太郎(2) 39126 村上 宙輝(2) 26740 井谷 心哉(2) 26747 澤田 力成(2)

7
アリノ

8
カコガワ

9
トヨオカミナミ

有野 46.78 加古川 46.96 豊岡南 47.61
[1] アベ　ツバサ [2] フクダ　ユウト [1] ギョウブ　ヒロト [2] ヤマジ　シュンスケ [1] マツシマ　コウメイ [2] ニシムラ　ゲント

29240 安部 翼(2) 29255 福田 夢叶(2) 32804 刑部 大翔(1) 32888 山路 俊介(2) 80173 松島 煌明(1) 80165 西村 源斗(1)

[3] キハラ　ヒロト [4] トモシゲ　コウタ [3] タケトシ　リュウ [4] ミキ　リュウノスケ [3] サワノ　カイト [4] オキノ　ミチ

29244 木原 寛斗(2) 29250 友重 幸太(2) 32887 竹歳 龍(2) 32884 三木 隆之介(2) 80172 澤野 凱音(1) 80152 沖野 未知(2)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
タカツカサ

2
アサヒ

3
タツノヒガシ

高司 46.69 朝日 46.75 龍野東 46.87
[1] ヒラセ　レイタ [2] サカシタ　イブキ [1] イモト　アキラ [2] ハギハラ　ケイ [1] イノウエ　カイリ [2] マツモト　ハルキ

16619 平瀬 玲太(2) 16623 坂下 衣歩樹(1) 41568 井元 瑛(2) 41573 萩原 慧(2) 51131 井上 櫂里(2) 51135 松本 明樹(2)

[3] ニシ　ライト [4] マルイ　ソラ [3] イワサキ　ハヤト [4] キヨク　トキオミ [3] タカハシ　リュウキ [4] ナカムラ　ジン

16622 仁志 月人(1) 16617 丸井 蒼空(2) 41569 岩﨑 隼人(2) 41576 清久 時臣(2) 51133 髙橋 龍輝(2) 51134 中村 仁(2)

4
オオクボ

5
ハマノミヤ

6
タチバナ

大久保 46.99 浜の宮 47.23 立花 47.33
[1] マルオ　トキヤ [2] コンドウ　ユウタ [1] ヤスダ　ジョウセイ [2] オオタマ　コウキ [1] イクタ　カイリ [2] ムラタ　シュン

31607 丸尾 斗騎哉(2) 31605 近藤 裕太(2) 33415 安田 晟聖(2) 33403 大玉 康稀(2) 11161 生田 櫂聖(2) 11173 村田 隼(2)

[3] トヨムラ　コウタ [4] オオウラ　ブンタ [3] タカタ　ショウタ [4] ヨシダ　コウキ [3] オカムラ　セイリュウ [4] モリ　カズキ

31606 豊村 宏太(2) 31604 大浦 文太(2) 33410 高田 翔太(2) 33418 吉田 幸輝(2) 11163 岡村 成龍(2) 11174 森 一樹(2)

7
シカマヒガシ

8
セイウン

9
ミドリガオカ

飾磨東 47.50 青雲 47.64 緑が丘 47.81
[1] マスダ　ユウタ [2] フジワラ　ユウガ [1] マツオ　タイオウ [2] マツオ　カグラ [1] カタヤマ　アサヒ [2] カドイシ　アツキ

41035 益田 悠汰(2) 41032 藤原 悠雅(2) 70282 松尾 大桜(2) 70201 松尾 奏楽(1) 35403 片山 朝陽(2) 35413 角石 淳貴(2)

[3] コバヤシ　アオト [4] マツシタ　ナオキ [3] ナカヤマ　コウタ [4] ヨコヤマ　アルマ [3] マツイ　アキト [4] オカムラ　ユウマ

41036 小林 碧音(2) 41033 松下 直生(2) 70299 中山 煌大(1) 70284 横山 歩磨(2) 35409 松居 暉大(2) 35418 岡村 優磨(2)
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3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
マスイ

2
ニシノミヤハマギム

3
ソノダヒガシ

増位 47.09 西宮浜義務 47.14 園田東 47.70
[1] サコ　ユウノ [2] オガワ　ケイヒサ [1] イマイ　シュンジ [2] ハヤカワ　トモキ [1] タナカ　ダイスケ [2] キタノ　ケイタ

40133 佐子 柚乃(2) 40106 小川 桂央(1) 12702 今井 駿志(2) 12713 早川 朋希(2) 11826 田中 大輔(1) 11822 北野 景大(1)

[3] ハラダ　ケンタロウ [4] モリタ　サク [3] スザキ　ユウト [4] タバタ　カイ [3] ミキ　ショウマ [4] ミヤカワ　トモキ

40134 原田 健太朗(2) 40136 森田 朔空(2) 12708 須﨑 悠斗(2) 12711 田畑 開(2) 11816 三木 翔真(2) 11817 宮川 友希(2)

4
カミコウシエン

5
リョウナン

6
フタミ

上甲子園 47.93 陵南 48.22 二見 48.47
[1] スズキ　リクト [2] シガ　リョウタ [1] キドグチ　タイセイ [2] ナンジョウ　クウガ [1] イノマタ　ユウヒ [2] ミナミゾノ　シュンキ

13633 鈴木 陸斗(2) 13628 志賀 凌太(2) 33948 木戸口 大成(2) 33961 南條 空芽(1) 32133 猪股 勇陽(2) 32144 南薗 隼稀(2)

[3] ソノ　シオン [4] ヤマモト　コタロウ [3] セラ　アユム [4] コタニ　ユウト [3] カワモト　カズキ [4] ウエダ　ハルト

13621 曽野 詩音(2) 13631 山本 琥太朗(2) 33943 世良 歩夢(2) 33963 小谷 悠人(1) 32136 川本 一輝(2) 32135 上田 悠斗(2)

ホウバイ ベフ イブキダイ

宝梅 DQ 別府 DNS 井吹台 DNS
[1] イノクチ　コウスケ [2] アンドウ　コウセイ

16204 猪口 幸祐(2) 16202 安藤 光惺(2)

[3] カジ　ユキノリ [4] ヒラタ　リョウ

16208 加地 由紀智(2) 16219 平田 怜(2)

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ムコヒガシ

2
キタコウベ

3
ミキヒガシ

武庫東 47.51 北神戸 48.09 三木東 48.27
[1] クボ　カズキ [2] ワリイシ　ヒロト [1] サカトウ　リュウト [2] ヒサバヤシ　ハルキ [1] スズキ　シュンスケ [2] ヤハタ　ヒビキ

12276 久保 一輝(2) 12283 割石 大翔(2) 24198 阪藤 琉部(2) 24192 久林 陽稀(2) 35656 鈴木 駿介(2) 35662 八幡 響(1)

[3] ミヤサカ　カズト [4] アラサキ　ハツシ [3] ズシ　ソウタ [4] ニシウラ　ミズキ [3] キジマ　ヒロミ [4] フジモト　シュリ

12282 宮坂 一仁(2) 12273 新崎 肇士(2) 24191 圖師 颯汰(2) 24103 西浦 瑞貴(2) 35652 木嶋 宏海(2) 35657 藤本 珠璃(2)

4
コウヨウ

5
イタミミナミ

6
ナガミネ

向洋 48.31 伊丹南 48.51 長峰 48.57
[1] キヨマサ　ルイ [2] ナガタ　カンタ [1] イノウエ　オウタ [2] ミヤモト　タツキ [1] キヤマ　ショウタ [2] ハセガワ　コイキ

20087 清政 瑠伊(2) 20088 永田 敢大(2) 19311 井上 桜太(2) 19324 宮本 樹(2) 21005 木山 翔太(2) 21006 長谷川 虎粋(2)

[3] ホウライ　ゲン [4] ヨコタ　カエラ [3] ミズノ　ユウキ [4] クリヤマ　ショウタ [3] ベッショ　ダイゴ [4] ニシオ　ユウキ

20085 蓬莱 絃(2) 20084 横田 叶偉(2) 19323 水野 友稀(2) 19315 栗山 翔太(2) 21002 別所 大悟(2) 21016 西尾 友希(2)

7
ミカゲ

8
アリノキタ

9
オオハラ

御影 48.60 有野北 48.97 大原 49.45
[1] モリタ　カイル [2] アライケ　ツバサ [1] タナカ　セイタロウ [2] ナカシマ　フヒト [1] オダ　コウタロウ [2] ユウキ　リョウマ

20568 森田 快琉(2) 20571 荒池 翼(1) 29302 田中 惺太朗(2) 29337 中嶋 史(1) 29150 尾田 孝太郎(2) 29156 由木 亮海(2)

[3] ムカイ　シュンセイ [4] ヒラカワ　ジョウジ [3] ミイチ　ユウヤ [4] ノムラ　セイリュウ [3] マワタリ　ヒロキ [4] サトウ　ダイチ

20570 向井 俊成(2) 20567 平川 靖士(2) 29307 見市 優弥(2) 29305 野村 成龍(2) 29152 馬渡 光希(2) 29158 佐藤 大地(2)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
オオクラ

2
タイシャ

3
サンヨウ

大蔵 47.98 大社 48.37 山陽 48.37
[1] キムラ　ジン [2] ヨシナリ　ジン [1] ワキ　ショウタ [2] ホリカワ　ユウト [1] イシダ　ハルト [2] ヤマモト　ユウキ

31286 木村 仁(2) 31299 吉成 迅(2) 12949 脇 祥太(1) 12927 堀川 悠斗(2) 40834 石田 陽大(1) 40822 山本 祐生(2)

[3] キムラ　ユウタ [4] イナオカ　マナト [3] コニシ　ダイチ [4] クロダ　リョウタ [3] ナカタニ　ソウタ [4] ナカムラ　タクマ

31290 木村 優太(2) 31289 稲岡 愛斗(2) 12941 小西 大地(1) 12923 黒田 涼太(2) 40808 中谷 颯汰(2) 40824 中村 琢磨(2)

4
カコガワチュウブ

5
イチジマ

6
ゴシキ

加古川中部 48.51 市島 48.65 五色 48.74
[1] クラシゲ　ミツキ [2] キシモト　カイリ [1] キノシタ　ヨウタ [2] イシダ　シュウヤ [1] ウライ　ダイト [2] ヤマサキ　シン

33136 倉重 充稀(2) 33135 岸本 快里(2) 65343 木下 鷹大(2) 65342 石田 柊哉(2) 74008 裏井 大翔(2) 74006 山﨑 心(2)

[3] ナイトウ　ユウト [4] クロシマ　ケイ [3] モリモト　ヒロヤ [4] ニシワキ　リュウト [3] カンダ　タケル [4] ヤノ　ケイゴ

33140 内藤 佑翔(2) 33137 黒嶋 桂(2) 65348 森本 皓也(2) 65347 西脇 隆人(2) 74003 管田 武流(2) 74005 矢野 圭悟(2)

7
カスガ

8
ヤマテダイ

9
ヒラオカ

春日 48.89 山手台 49.38 平岡 49.64
[1] ヤマウチ　シュウキ [2] コンドウ　ヒサヨシ [1] カンザキ　ユキト [2] ヤマモト　ケイタ [1] マツモト　ケンタロウ [2] ツクダ　コウキ

65195 山内 柊希(2) 65103 近藤 久貴(1) 17354 神﨑 敬人(2) 17365 山本 景太(2) 33220 松本 健太郎(1) 33217 佃 紘喜(1)

[3] タガワ　タケル [4] イチノセ　リク [3] ヂヌシ　ハヤト [4] マツイ　カイト [3] サカモト　マサユキ [4] ノグチ　ハルキ

65100 田川 驍(1) 65196 一瀬 陸(2) 17358 地主 隼(2) 17362 松井 海都(2) 33215 坂本 将行(1) 33219 野口 陽輝(1)
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6組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
テンノウジガワ

2
ミハラ

3
イマヅ

天王寺川 47.83 三原 48.23 今津 48.37
[1] フクシマ　ハルカ [2] ナガヤマ　イッサ [1] マエガワ　コウキ [2] イモト　ユウヒ [1] ヒラヤマ　カイリ [2] リュウモト　ヒナタ

19553 福嶋 遙(2) 19552 長山 一咲(2) 72072 前川 昊輝(2) 72067 井本 勇飛(2) 13750 平山 浬(2) 13759 劉本 陽向(2)

[3] タニモト　リュウシン [4] イノウエ　ジンサイ [3] ハギワラ　イッペイ [4] カワノ　ショウタ [3] オカダ　カイ [4] フルタ　カズキ

19555 谷本 龍心(2) 19554 井上 人斉(2) 72070 萩原 逸平(2) 72073 河野 翔太(2) 13754 岡田 快(2) 13775 古田 紀貴(1)

4
カシマ

5
コウブ

6
ヤシロ

鹿島 48.46 甲武 48.86 社 48.94
[1] ハラグチ　ユズキ [2] フジモト　ソウタ [1] オカモト　タツキ [2] ナカムラ　シュン [1] ニシ　ユズキ [2] ナカノ　カズキ

36223 原口 柚輝(2) 36220 藤本 宗汰(2) 13482 岡本 健輝(2) 13420 中村 旬(1) 38119 西 祐澄哉(1) 38118 中野 一稀(1)

[3] アオキ　アンジ [4] キクタニ　レオ [3] マエダ　サクタロウ [4] モリ　ケイイチロウ [3] マエダ　タイシ [4] ハシモト　カイト

36200 青木 安慈(1) 36221 菊谷 玲雄(2) 13426 前田 朔太朗(1) 13493 森 馨一郎(2) 38120 前田 泰志(1) 38110 橋本 海音(2)

7
スズランダイ

8
シオヤ

9
ソノダ

鈴蘭台 49.34 塩屋 49.76 園田 51.37
[1] アビコ　ルカ [2] サカグチ　ダイキ [1] フクバヤシ　ユウト [2] タケモト　ミツキ [1] ヤスモト　ツバサ [2] フジモト　シュンキ

23503 安孫子 瑠佳(1) 23532 坂口 大騎(2) 26290 福林 佑斗(1) 26270 武本 実樹(2) 11340 安本 翔咲(2) 11343 藤本 駿希(2)

[3] シブヤ　レン [4] コイズミ　テンイチ [3] ミナミ　ユウ [4] サカナリ　ヒナタ [3] カケダ　ヒロト [4] スギノ　ヨウイチ

23507 澁谷 蓮(1) 23531 小泉 天一(2) 26273 美浪 優(2) 26267 阪成 陽向(2) 11341 掛田 大和(2) 11348 杉野 陽一(1)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
コウヨウガクイン

2
セイリョウダイ

3
フクダ

甲陽学院 49.20 星陵台 49.32 福田 49.68
[1] タチバナ　ユウタ [2] スギシマ　リョウタ [1] ハシモト　ヒロヤ [2] アンノウ　イツキ [1] シラキ　ユウセイ [2] ソノダ　ヒナタ

15018 橘 優太(2) 15021 杉島 陵太(2) 29514 橋本 拓弥(2) 29511 安納 一希(2) 26423 白木 悠晴(1) 26407 園田 陽向(2)

[3] タケハラ　アキラ [4] フジモト　ケイタロウ [3] ノグチ　コウキ [4] ホッタ　ソウシン [3] イワイ　ソラ [4] ワダ　エイタ

15014 嵩原 安彬(2) 15023 藤本 佳汰朗(2) 29505 野口 航輝(1) 29515 堀田 蒼心(2) 26401 岩井 大空(2) 26415 和田 英大(2)

4
ユリノキダイ

5
ヒオカ

6
マサゴ

ゆりのき台 49.82 氷丘 49.86 真砂 50.83
[1] ワダ　ユウキ [2] キザキ　リョウ [1] タニグチ　ハルノブ [2] オオタニ　アユキ [1] ヤマハシ　ハヤト [2] サイキ　リンタロウ

60911 和田 悠生(2) 60912 木崎 諒(2) 32974 谷口 陽宣(2) 32981 大谷 桜輝(1) 14428 山橋 颯斗(1) 14414 才木 凛太郎(2)

[3] モリグチ　コウガ [4] コハマ　リオン [3] カンナン　ケイタ [4] タカハシ　ユウキ [3] マサキ　ゲンタ [4] ハマダ　ソウマ

60918 森口 煌雅(2) 60916 小濱 凛音(2) 32985 河南 慶汰(1) 32975 髙橋 悠生(2) 14424 政木 元汰(1) 14413 濵田 颯馬(2)

7
ユメサキ

8
ヒカミ イカワダニ

夢前 51.03 氷上 51.67 伊川谷 DNF
[1] オキツ　フウマ [2] ナカムラ　アユキ [1] ウエシマ　イオリ [2] ニシダ　ユウイ [1] ミヤワキ　ヒカル [2] オオタニ　コトラ

45526 興津 楓真(2) 45508 中村 歩暉(1) 64403 上島 伊織(2) 64418 西田 侑生(2) 27244 宮脇 輝(1) 27216 大谷 乎虎(2)

[3] カシハラ　レン [4] ヤノ　ハズキ [3] マツナミ　シュリ [4] シミズ　ヒロト [3] マツオ　コウタ [4] イケダ　アキヒサ

45502 柏原 蓮(1) 45529 矢野 蓮稀(2) 64424 松浪 朱璃(1) 64401 清水 尋斗(2) 27220 松尾 康汰(2) 27218 池田 晃悠(2)

8組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
オオマト

2
ハクリョウ

3
モトヤマミナミ

大的 48.77 白陵 49.04 本山南 49.32
[1] カリタ　ナオキ [2] オオノ　リント [1] セキ　ヒロト [2] ニシタニ　ルイ [1] タニ　ショウタ [2] ツツイ　リョウ

45814 苅田 直輝(2) 45802 大野 凜人(2) 36615 関 浩翔(2) 36612 西谷 琉偉(2) 20621 谷 翔太(2) 20622 筒井 瞭(2)

[3] イシダ　ユウマ [4] ウエハラ　ミズキ [3] オノ　ヒロト [4] シマモト　マサキ [3] トビオカ　マコト [4] サカモト　ショウ

45800 石田 優真(2) 45801 上原 瑞生(2) 36613 小野 央翔(2) 36614 島本 匡基(2) 20623 飛岡 誠人(2) 20620 坂本 翔(2)

4
ウエガハラ

5
オダ

6
ヤマグチ

上ケ原 49.42 小田 49.64 山口 49.87
[1] ク　ユソン [2] ナカシマ　ソウ [1] ノヅ　コウキ [2] ミヤシタ　コウヘイ [1] イケダ　ソウタロウ [2] ムラカミ　アキト

13124 具 宥聖(2) 13129 中島 壮(2) 10984 野津 昊希(2) 10987 宮下 航平(2) 14151 池田 颯大朗(2) 14108 村上 亮斗(1)

[3] ヤマシタ　カエデ [4] アワノ　カンタ [3] イナオカ　ソウタ [4] フルタク　リョウセイ [3] モリ　リョウスケ [4] ウラカド　ソウケン

13130 山下 楓(2) 13121 粟野 幹太(2) 10981 稲岡 蒼太(2) 10986 古宅 諒成(2) 14109 森 亮輔(1) 14152 浦門 爽絢(2)

7
ゴテンヤマ

8
オシベダニ

御殿山 49.93 押部谷 50.08
[1] エバタ　キョウジ [2] アンドウ　セイマ [1] イシイ　タカト [2] アカギ　レイト

17223 江端 恭吏(2) 17220 安藤 聖大(2) 27503 石井 貴人(2) 27500 赤木 玲斗(2)

[3] マエヤマ　アイト [4] サカウエ　ソラ [3] カワモト　ショウタ [4] オダ　カナメ

17230 前山 逢翔(2) 17243 阪上 蒼空(1) 27511 川本 将大(1) 27502 織田 要(2)

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

9組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
イナガワ

2
クラクエン

3
ノノイケ

猪名川 49.37 苦楽園 49.80 野々池 49.82
[1] アリモト　レイ [2] アズミ　トア [1] タナカ　チヒロ [2] イノマタ　サクヤ [1] ニシムラ　リョウタ [2] マツモト　アキト

18572 有元 嶺(2) 18571 安住 翔空(2) 13067 田中 智大(2) 13061 猪股 朔哉(2) 31434 西村 涼太(2) 31424 松本 晃音(1)

[3] フナコシ　リツト [4] イソベ　イズミ [3] ニシサカ　ナナセ [4] ナカジマ　ケイゴ [3] ヤマナカ　リュウセイ [4] サノ　ユウマ

18510 船越 立翔(1) 18573 磯部 泉(2) 13084 西坂 虹勢(1) 13068 中島 圭梧(2) 31426 山中 琉生(1) 31414 佐野 悠真(1)

4
オオツ

5
タイセイ

6
タカラヅカダイイチ

大津 49.94 大成 50.40 宝塚第一 50.52
[1] タカシマ　ユウノスケ [2] コタケ　リョウジ [1] スギヤマ　アラシ [2] イノ　ヒナタ [1] モリタ　サトル [2] ウエハラ　カズキ

46142 髙嶋 佑乃介(2) 46140 小竹 遼志(2) 11516 杉山 嵐士(2) 11522 伊野 陽向(1) 16156 森田 聖琉(2) 16111 上原 和希(1)

[3] ユキナガ　ユウヤ [4] ハットリ　ヤマト [3] オオサキ　カズキ [4] シブヤ　キラ [3] ナダイ　アキラ [4] タナカ　ソウマ

46152 幸長 佑弥(1) 46143 服部 倭和(2) 11521 大﨑 一輝(1) 11514 渋谷 煌(2) 16116 灘井 明良(1) 16151 田中 颯真(2)

7
キヌガワ コウリョウ

衣川 50.86 甲陵 DNS
[1] タケナカ　シュウホ [2] スギノ　ケイゴ

31328 竹中 柊歩(2) 31336 杉野 慧吾(1)

[3] サナ　カズヤ [4] ナカオ　イブキ

31324 佐名 一泰(2) 31329 中尾 伊吹(2)

10組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ニッシン

2
ヒカリガオカ

3
カワラギ

日新 49.79 光ガ丘 49.84 瓦木 50.59
[1] オカバヤシ　コウヘイ [2] ハマサキ　ユウセイ [1] ツジト　イブキ [2] フジワラ　ユウタロウ [1] カジ　コウキ [2] ヒサナガ　コウシロウ

10315 岡林  航平(2) 10312 濵嵜 悠生(2) 17051 辻戸 一颯(2) 17056 藤原 悠太郎(2) 13591 梶 亘希(2) 13594 久永 幸史朗(2)

[3] タナカ　アンジ [4] ハヤシ　フウト [3] ホシナ　シュンセイ [4] イマダ　アキヒサ [3] オオバ　ユヅキ [4] ドイ　ケイタ

10311 田中 杏虹(2) 10314 林 楓人(2) 17057 保科 旬星(2) 17055 今田 暁久(2) 13513 大庭 佑月(1) 13515 土井 敬太(1)

4
ヒロハタ

5
サンダガクエン

6
カンキ

広畑 50.99 三田学園 51.66 神吉 52.21
[1] コウノ　ヒビキ [2] クリオカ　シュン [1] イマサカ　リョウタ [2] オオニシ　トモキ [1] シバタ　コウア [2] カワニシ　ミノリ

41347 河野 響(2) 41353 栗岡 駿(1) 60106 今坂 瞭太(2) 60122 大西 智樹(1) 33755 芝田 晃明(2) 33762 川西 実憲(1)

[3] クロダ　ユウマ [4] カヤノ　ルキア [3] アキヤマ　ユウタ [4] ヨノ　ユウスケ [3] イトウ　リョウタ [4] ツカモト　ショウタ

41354 黒田 悠希(1) 41346 茅野 琉輝亜(2) 60121 秋山 優太(1) 60105 與ノ 釉祐(2) 33761 伊東 遼太(1) 33756 塚本 翔大(2)

ユラ カサイ

由良 DNS 加西 DNS

11組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ヒラキ

2
ダイハクショ

3
ロッコウガクイン

平木 49.22 大白書 51.26 六甲学院 51.31
[1] タケウチ　トモキ [2] ナツメ　タイヨウ [1] イケダ　タツアキ [2] ナリタ　ソウキ [1] フルタ　リョウ [2] タカハシ　リョウスケ

13345 竹内 知輝(2) 13342 夏目 太陽(2) 40443 池田 達亮(2) 40448 成田 蒼生(1) 28506 古田 亮(2) 28503 髙橋 亮右(2)

[3] ナガオ　ソウマ [4] チアシ　コウタ [3] ツユモト　アオイ [4] シモ　コウガ [3] キタニ　ツバサ [4] ヒノキダ　レン

13341 長尾 蒼眞(2) 13346 知足 宏太(2) 40446 露本 葵維(1) 40445 志茂 昊河(1) 28531 木谷 翼(1) 28508 檜田 蓮(2)

4
ヤスムロ

5
タダ

6
カイバラ

安室 51.47 多田 51.49 柏原 51.49
[1] ミヤガワ　コウ [2] ミキ　リュウタロウ [1] カナイ　ユウジ [2] ユンバ　リュウジ [1] セガワ　トウマ [2] アシダ　ショウタ

45997 宮川 航(2) 45903 三木 隆太郎(1) 18073 金井 雄史(2) 18072 弓場 隆司(2) 64110 瀬川 斗誠(1) 64106 蘆田 翔太(1)

[3] クロキ　トウマ [4] アンドウ　タイシ [3] オオクラ　コウスケ [4] サカウエ　ハルト [3] ミツイ　ルイ [4] スガイ　マサタカ

45906 黒木 斗眞(1) 45904 安藤 大志(1) 18086 大倉 康佑(1) 18076 阪上 暖斗(2) 64114 三井 琉生(1) 64101 菅井 正高(2)

7
ハリマミナミ

8
モトヤマ

播磨南 51.70 本山 52.49
[1] ミズノ　ソウマ [2] イハラ　ケイイチ [1] マエハラ　ソウシ [2] ミカミ　コタロウ

39716 水野 颯真(2) 39723 井原 佳一(1) 20307 前原 総司(1) 20302 三上 鼓太郎(2)

[3] ウチダ　タクト [4] クロダ　リュウキ [3] マツムラ　リンタ [4] モリ　レン

39722 内田 琢斗(1) 39718 黒田 龍生(2) 20305 松村 稟太(2) 20306 森 蓮(2)

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

12組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
アライ

2
アシヤヤマテ

3
ヨカワ

荒井 50.33 芦屋山手 51.59 吉川 51.99
[1] サトウ　アヤト [2] カジワラ　ゲンキ [1] ムネモリ　ヒロキ [2] ヤギイ　ダイキ [1] イマイ　シンノスケ [2] フルヤ　ソラ

36138 佐藤 絢斗(2) 36136 梶原 元希(2) 15672 宗守 弘樹(2) 15615 楊井 大貴(1) 55006 今井 慎之介(2) 35910 古谷 颯良(2)

[3] ジミチ　ウキョウ [4] キタムラ　ハヤト [3] オカジマ　シュウ [4] キダ　ケンタロウ [3] タバタ　ユウシ [4] フジエダ　レオ

36137 地道 有俠(2) 36142 北村 勇人(1) 15611 岡嶋 珠宇(1) 15671 貴田 健太朗(2) 35917 田畑 遊史(1) 35920 藤枝 怜央(1)

4
モモヤマダイ

5
ハサマ

6
ハリマ

桃山台 52.34 狭間 52.90 播磨 54.38
[1] オワリ　カイト [2] オオツジ　ハルト [1] ハタナカ　シュウ [2] タカイシ　ハルト [1] ババ　ケイスケ [2] クサノ　ヒロ

26124 尾割 海翔(2) 26122 大辻 悠斗(2) 60509 畠中 志優(2) 60503 高石 陽士(2) 39666 馬場 啓介(1) 39659 草野 滉(2)

[3] コトブキ　タイガ [4] トクダ　スカイ [3] ナクイ　トシヒコ [4] テラダ　ヒロキ [3] ハシグチ　シン [4] コニシ　タクミ

26127 壽 大河(2) 26135 得田 澄海(1) 60508 名久井 俊彦(2) 60527 寺田 大輝(1) 39665 橋口 心(1) 39669 小西 拓実(1)

7
アリマ ワダヤマ

有馬 55.66 和田山 DNS
[1] マツシマ　テン [2] オガタ　トモヤ

22814 松島 天(2) 22811 緒方 友哉(2)

[3] サカバヤシ　オウガ [4] サワダ　ムツミ

22812 坂林 碧河(2) 22813 澤田 睦史(2)

13組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
リョウソウ

2
ニシワキ

3
タイサンジ

両荘 50.96 西脇 51.26 太山寺 51.77
[1] タニガワ　ケイジ [2] オオニシ　リョウタロウ [1] タカセ　イチカ [2] キシ　ユウスケ [1] コフネ　コウヘイ [2] カツノ　レン

33641 谷川 慧侍(2) 33637 大西 遼太朗(2) 34538 高瀬 伊周(1) 34534 来住 侑亮(1) 28106 小舟 晃平(1) 28152 勝野 連(2)

[3] タカハシ　レン [4] リ　チェヒョン [3] ウノ　リョウゴ [4] フカセ　コウキ [3] モリサキ　コウスケ [4] コヤマ　リョウヘイ

33640 髙橋 蓮(2) 33649 リ チェヒョン(1) 34520 宇野 僚悟(2) 34525 深瀬 光貴(2) 28111 森嵜 晃輔(1) 28153 小山 凌平(2)

4
ミナトガワ

5
セイシン

6
ハナダ

湊川 53.34 西神 56.79 花田 56.87
[1] ヨシノ　タイキ [2] ヒラオカ　ソウア [1] ウメムラ　ハルト [2] クロダ　カズキ [1] キタヤマ　コウタ [2] アリモト　ソラヒコ

22358 𠮷野 大輝(2) 22360 平岡 奏亜(1) 29422 梅村 大翔(2) 29414 黒田 和希(1) 41910 北山 浩太(2) 41915 有本 宙彦(1)

[3] マエダ　カズキ [4] ウチダ　イブキ [3] ヨシダ　テツヤ [4] タカヤ　シュウジ [3] キタガワ　シドウ [4] イノウエ　ショウマ

22357 前田 和希(2) 22354 内田 依吹(2) 29416 吉田 哲也(1) 29423 髙谷 修史(2) 41924 北川 士童(1) 41917 井上 翔雅(1)

タカクラ トヨトミショウチュウ

高倉 DQ 豊富小中 DNS
[1] フジノ　リョウスケ [2] フナサカ　シュンスケ

25321 藤野 僚祐(1) 25312 舟坂 俊介(2)

[3] ヒガシダ　ナオヤ [4] マスイ　リクト

25316 東田 直也(2) 25322 増井 陸斗(1)

14組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
タルミ

2
ウエノ

3
カミ

垂水 49.05 上野 49.37 加美 49.73
[1] クスダ　ユウシ [2] ナガオ　コウタ [1] タナベ　ケイスケ [2] スギモト　サトアキ [1] タカハシ　イッサ [2] モリヤス　コウタ

26554 楠田 優心(2) 26573 長尾 航汰(1) 21128 田邉 啓介(2) 21124 杉本 惺昭(2) 38915 髙橋 一咲(2) 38919 森安 康太(2)

[3] タニ　　コウタロウ [4] ミズシマ　レイジ [3] カナザワ　ヨシトモ [4] クチハラ　ムツキ [3] ワタナベ　コウセイ [4] オオノ　マサキ

26557 谷  孝太朗(2) 26542 水嶋 礼治(2) 21122 金沢 慶智(2) 21121 口原 睦生(2) 38920 渡邉 皓清(2) 38914 大野 真旗(2)

4
オオクボキタ

5
アコウヒガシ

6
ジユウガオカ

大久保北 49.77 赤穂東 50.23 自由が丘 50.59
[1] ウメダ　ホクト [2] カドノ　ハルト [1] モトクボタ　タイセイ [2] ナカシン　ユウヤ [1] コバ　ショウタ [2] イチジマ　ユウキ

32271 梅田 北斗(2) 32273 楞野 陽斗(2) 50675 本窪田 泰靖(2) 50670 中新 優也(2) 35535 木場 翔太(2) 35534 市島 悠貴(2)

[3] ヤマオカ　ウタイ [4] ヤマカワ　キョウヤ [3] ナカタニ　リョウ [4] ミシマ　コウタロウ [3] タナカ　ハル [4] スミダ　ヒナト

32297 山岡 詩依(1) 32298 山川 恭矢(1) 50671 中谷 僚(2) 50673 三島 光太郎(2) 35537 田中 温琉(2) 35536 角田 陽翔(2)

7
アコウ イズシ

赤穂 51.79 出石 DNS
[1] シオエ　マサル [2] アオヤマ　リツキ

50540 汐江 大(1) 50547 青山 律樹(1)

[3] マルモト　ケンシン [4] タナカ　シュンヤ

50546 丸本 健心(1) 50530 田中 俊陽(2)

GR:大会記録  DQ:失格  DNS:欠場  DNF:途中棄権  

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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  9:15 

〈〈 決勝 〉〉
|1.50|1.55|1.60|1.65|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |1.70|1.73|1.76|1.77|
サトウ　ユウキ ホウデン |o   |o   |o   |o   |

1 34304 佐藤　優希 2 宝殿 1-10 1.76 |o   |o   |xo  |xxx |
ニシハタ　ジン カヤ |-   |o   |o   |o   |

2 43945 西畠　迅 2 鹿谷 1-3 1.73 |xxo |xxo |xxx |     
シブヤ　キラ タイセイ |o   |o   |o   |o   |

3 11514 渋谷　煌 2 大成 1-11 1.70 |o   |xxx |          
オマツ　トア ボウカイ |o   |o   |o   |o   |

4 31561 尾松　永愛 2 望海 1-6 1.65 |xxx |               
モリモト　ヒロヤ イチジマ |o   |o   |o   |xxo |

5 65348 森本　皓也 2 市島 1-5 1.65 |xxx |               
フクイ　ヤマト キタコウベ |-   |xo  |xo  |xxo |

6 24188 福井　大和 2 北神戸 1-12 1.65 |xxx |               
オダ　カナメ オシベダニ |-   |-   |o   |xxx |

7 27502 織田　要 2 押部谷 1-2 1.60                      
ヂヌシ　ハヤト ヤマテダイ |o   |o   |xo  |xxx |

8 17358 地主　隼 2 山手台 1-8 1.60                      
ヤマグチ　タクト タツノヒガシ |o   |o   |xo  |xxx |

8 51132 山口　拓都 2 龍野東 1-9 1.60                      
アリスエ　カンタ リョウナン |o   |o   |xxo |xxx |

10 33946 有末　貫汰 2 陵南 1-4 1.60                      
マルタ　ショウ タイシャ |o   |o   |xxx |     

11 12924 丸田　尚 2 大社 1-7 1.55                      
サトウ　ダイチ オオハラ |xo  |xxo |xxx |     

12 29158 佐藤　大地 2 大原 1-1 1.55                      

o:有効試技  x:無効試技  -:パス  
2021/09/ 26 13:45:37
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 10:45 

4.00 浅野　喜洋 （神戸・広陵） 1999 明石

〈〈 決勝 〉〉
|2.20|2.40|2.60|2.80|3.00|3.20|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |3.30|3.40|3.50|3.60|3.80|     
スギモト　サトアキ ウエノ |-   |-   |-   |-   |-   |-   |

1 21124 杉本　惺昭 2 上野 1-4 3.60 |-   |-   |-   |o   |xxx |     
クチハラ　ムツキ ウエノ |-   |-   |-   |-   |-   |-   |

2 21121 口原　睦生 2 上野 1-2 3.40 |-   |o   |-   |xxx |          
ヤスモト　ツバサ ソノダ |-   |-   |-   |xo  |xo  |xxo |

3 11340 安本　翔咲 2 園田 1-1 3.30 |o   |xxx |                    
ウエナカ　レント ニシノミヤハマギム |-   |-   |o   |xo  |xxx |     

4 12703 上中　蓮音 2 西宮浜義務 1-3 2.80                                

o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:53:46

Powerd by AthleteRanking.com



種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 10:45 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ミヤガワ　コウ ヤスムロ         +1.4  +1.2  -1.1  +0.8  +0.5 

1 45997 宮川　航 2 安室 1-8 6.08 (+0.8) |    x| 5.65| 5.85| 5.70| 6.08| 5.69|

ナカジマ　ケイゴ クラクエン         +0.9  +1.6        -2.3  +0.1 

2 13068 中島　圭梧 2 苦楽園 1-5 6.00 (+0.9) |    x| 6.00| 5.94|    x| 5.78| 5.57|

クドウ　ヒロナリ シオセ               +1.3              +0.8 

3 14202 工藤　弘成 2 塩瀬 1-16 5.96 (+1.3) |    x|    x| 5.96|    x|    x| 5.69|

マルイ　ソラ タカツカサ   -0.3        +2.0        +1.4  +0.1 

4 16617 丸井　蒼空 2 高司 1-13 5.94 (-0.3) | 5.94|    x| 5.28|    x| 5.61| 5.77|

ヨシダ　コウキ ハマノミヤ   +1.1  +2.9  +0.8  -1.7  +1.2  +0.8 

5 33418 吉田　幸輝 2 浜の宮 1-3 w5.77 (+2.9) 公認:5.60(1.2) | 5.59| 5.77| 5.50| 5.54| 5.60| 5.42|

ナカムラ　タクマ サンヨウ               -0.4                   

6 40824 中村　琢磨 2 山陽 1-2 5.77 (-0.4) |    x|    x| 5.77|    x|    x|    x|

カシマ　マサキ マスイ    0.0  -0.4  +1.0  -0.1  +0.7  +0.7 

7 40132 鹿島　聖規 2 増位 1-1 5.74 (+1.0) | 5.38| 5.58| 5.74| 5.47| 5.48| 5.56|

ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ   -0.2        +0.4  +0.1  +0.3       

8 20567 平川　靖士 2 御影 1-11 5.67 (+0.1) | 5.60|    x| 5.66| 5.67| 3.85|    x|

ミズノ　ソウマ ハリマミナミ         +2.2  +0.7                   

9 39716 水野　颯真 2 播磨南 1-9 w5.60 (+2.2) 公認:5.41(0.7) |    x| 5.60| 5.41|     |     |     |

ツジモト　ソウマ アリノ   +0.5  +1.4  +0.8                   

10 29249 辻本　蒼馬 2 有野 1-6 5.52 (+1.4) | 5.29| 5.52| 5.42|     |     |     |

イハラ　アオバ フタミ   +1.2        +1.1                   

11 32134 井原　碧葉 2 二見 1-7 5.51 (+1.1) | 5.32|    x| 5.51|     |     |     |

ヤマジ　シュンスケ カコガワ               -0.3                   

12 32888 山路　俊介 2 加古川 1-10 5.37 (-0.3) |    x|    x| 5.37|     |     |     |

タカハシ　リュウキ タツノヒガシ               +0.2                   

13 51133 髙橋　龍輝 2 龍野東 1-17 5.17 (+0.2) |    x|    x| 5.17|     |     |     |

スギイ　ライト タイシャ   +0.3  +1.5  +1.8                   

14 12928 杉井　徠人 2 大社 1-14 5.09 (+1.8) | 4.49| 4.81| 5.09|     |     |     |

ヤマモト　ユウキ サンヨウ                                      

40822 山本　祐生 2 山陽 1-4 NM |    x|    x|    x|     |     |     |

フルサト　タイヨウ カミコウシエン                                      

13622 古里　太瑛 2 上甲子園 1-12 DNS |     |     |     |     |     |     |

イケモト　アラシ ベフ                                      

33513 池本　嵐 2 別府 1-15 DNS |     |     |     |     |     |     |

w:追風参考  NM:記録なし  DNS:欠場  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:53:49

Powerd by AthleteRanking.com



種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

イハラ　アオバ フタミ   +1.0  +0.6  +2.4  +2.0        +2.8 

1 32134 井原　碧葉 2 二見 1-2 12.28 (+0.6) |11.03|12.28|11.92|11.68|    x|11.41|

ヤマモト　ケイタ ヤマテダイ   -0.2  +0.7  +0.5  +2.3        -0.8 

2 17365 山本　景太 2 山手台 1-8 w12.09 (+2.3) 公認:11.76(-0.2) |11.76|11.45|10.28|12.09|    x|11.63|

ヤマモト　ユウキ サンヨウ   +1.9  +2.9  +0.4  +1.6  +2.3       

3 40822 山本　祐生 2 山陽 1-11 12.04 (+1.6) |11.98|11.96|11.92|12.04|11.67|    x|

ヤマジ　シュンスケ カコガワ   +1.1  +0.8  +1.1  +0.8  +1.8  +3.9 

4 32888 山路　俊介 2 加古川 1-1 11.59 (+1.1) |11.59|11.17|11.10|11.28|10.92|11.23|

タカタ　ショウタ ハマノミヤ   +0.2  +2.2  +1.6  +0.2  +2.1  +0.3 

5 33410 高田　翔太 2 浜の宮 1-3 w11.45 (+2.2) 公認:11.40(1.6) |11.27|11.45|11.40|11.03|11.15|10.94|

キムラ　ユウタ オオクラ   +0.2  +2.6  +2.3  +1.1  +1.0  +2.6 

6 31290 木村　優太 2 大蔵 1-6 11.37 (+1.1) |10.82|11.26|10.97|11.37|11.30|10.85|

ツジモト　ソウマ アリノ   -0.2  +0.4  +2.3        -0.2       

7 29249 辻本　蒼馬 2 有野 1-7 11.36 (-0.2) |11.36|11.28|11.01|    x|11.29|    x|

キノシタ　ヨウタ イチジマ   +0.3  +1.2  +0.8  +0.7  +1.4       

8 65343 木下　鷹大 2 市島 1-10 11.22 (+1.2) |10.84|11.22|10.82|11.04|10.97|    x|

チアシ　コウタ ヒラキ   +1.2  +2.4  +2.5                   

9 13346 知足　宏太 2 平木 1-12 w11.10 (+2.4) 公認:10.89(1.2) |10.89|11.10|10.87|     |     |     |

カツノ　レン タイサンジ   +1.2  +1.2  +0.6                   

10 28152 勝野　連 2 太山寺 1-5 10.76 (+0.6) |10.55|10.45|10.76|     |     |     |

スズキ　シュンスケ ミキヒガシ         +1.5  +1.4                   

11 35656 鈴木　駿介 2 三木東 1-4 10.31 (+1.4) |    x|10.26|10.31|     |     |     |

マツバラ　カナタ ガクブン                                      

14050 松原　奏汰 2 学文 1-9 NM |    x|    x|    x|     |     |     |

w:追風参考  NM:記録なし  x:無効試技  
2021/09/ 26 15:08:32
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 11:00 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ショウ　リオン ニシノミヤハマギム                                      

1 12707 蕭　理恩 2 西宮浜義務 1-1 11.82 | 9.71|11.82|11.29|10.80|10.18|11.11|

ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ                                      

2 50673 三島　光太郎 2 赤穂東 1-14 11.50 |10.75|10.67|10.47|11.50|11.19|10.42|

オガワ　リュウ タカクラ                                      

3 25318 小河　琉 2 高倉 1-4 11.24 |10.18|10.46|10.94|11.24|10.71|10.22|

シミズ　レンタ カスミダイイチ                                      

4 81052 清水　蓮大 2 香住第一 1-8 11.15 |10.85|    x|10.85|    x|11.15|11.04|

トノムラ　シュン イチジマ                                      

5 65345 殿村　峻 2 市島 1-6 10.32 |10.30| 9.49|10.32| 9.79| 9.95|    x|

ナカノ　リョウヤ シカマヒガシ                                      

6 41043 中野　椋哉 2 飾磨東 1-5 10.06 | 8.90| 9.74| 9.12| 9.40| 9.60|10.06|

アラキ　ユウシ トウコウ                                      

7 40581 荒木　悠志 2 東光 1-13 9.55 | 8.84| 8.82| 9.44| 9.52| 8.10| 9.55|

ヤナイ　タイチ ヒメジヒガシ                                      

8 45624 柳井　汰智 2 姫路東 1-12 9.29 | 9.29| 8.40| 8.46| 8.28| 8.70| 9.05|

ウト　アツキ ナルオ                                      

9 13830 宇都　篤基 2 鳴尾 1-2 9.06 |    x| 8.81| 9.06|     |     |     |

カジ　ユキノリ ホウバイ                                      

10 16208 加地　由紀智 2 宝梅 1-7 8.93 | 8.93| 8.48| 8.80|     |     |     |

ヒガサ　ショウマ フタミ                                      

11 32140 樋笠　翔真 2 二見 1-3 8.88 | 8.43| 8.88| 8.73|     |     |     |

イノウエ　ジンサイ テンノウジガワ                                      

12 19554 井上　人斉 2 天王寺川 1-10 8.68 | 8.34| 8.68| 8.32|     |     |     |

オノ　ハルキ ハマノミヤ                                      

13 33404 小野　陽生 2 浜の宮 1-11 8.38 | 7.94| 8.38| 7.69|     |     |     |

ブラウン　チャドカナメ フタミ                                      

14 32142 ブラウン　チャド叶 2 二見 1-9 8.31 |    x| 7.78| 8.31|     |     |     |

x:無効試技  
2021/09/ 26 12:09:59
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 10:45 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ                                      

1 50673 三島　光太郎 2 赤穂東 1-2 28.53 |    o|28.53|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|

タカイシ　ハルト ハサマ                                      

2 60503 高石　陽士 2 狭間 1-1 27.13 |    o|    x|25.88|27.13|   ↓|    x|

ヒガサ　ショウマ フタミ                                      

3 32140 樋笠　翔真 2 二見 1-5 26.96 |    x|    o|26.96|   ↓|   ↓|   ↓|

ササタニ　コウシロウ ボウカイ                                      

4 31565 笹谷　昊士朗 2 望海 1-6 26.79 |    o|   ↓|26.29|26.79|   ↓|   ↓|

ハラ　コウキ ヒオカ                                      

5 32970 原　幸輝 2 氷丘 1-3 26.57 |    o|    x|24.77|   ↑|   ↓|26.57|

ナカノ　リョウヤ シカマヒガシ                                      

6 41043 中野　椋哉 2 飾磨東 1-4 25.83 |    x|25.52|   ↓|   ↓|    x|25.83|

トノムラ　シュン イチジマ                                      

7 65345 殿村　峻 2 市島 1-8 25.74 |    o|25.71|   ↓|   ↓|25.74|   ↓|

アラキ　ユウシ トウコウ                                      

8 40581 荒木　悠志 2 東光 1-9 25.58 |    o|25.58|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|

オガワ　リュウ タカクラ                                      

9 25318 小河　琉 2 高倉 1-7 23.41 |23.41|   ↓|    x|     |     |     |

o:有効試技  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:53:52
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  P  1  

種目 １．２年 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/9/25 審判長 田邉　幸広

競技会名 第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 競技場名 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟・(一財)兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会 [28] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考

8 27502
オダ　カナメ オシベダニ 16.98 (-0.6) 10.10 1.73 56.14

2241 1
織田　要(2) 押部谷 626[626] 492[1118] 569[1687] 554[2241]

5 23104
ホリカワ　テッタ ヤマダ 16.54 (-0.4) 10.21 1.61 57.48

2146 2
堀川　徹太(2) 山田 673[673] 498[1171] 472[1643] 503[2146]

4 41033
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 15.30 (-0.4) 7.71 1.40 55.75

2049 3
松下　直生(2) 飾磨東 814[814] 349[1163] 317[1480] 569[2049]

3 16204
イノクチ　コウスケ ホウバイ 15.26 (-0.4) 8.70 1.40 57.89

2031 4
猪口　幸祐(2) 宝梅 818[818] 408[1226] 317[1543] 488[2031]

2 14152
ウラカド　ソウケン ヤマグチ 16.66 (-0.4) 7.50 1.40 57.02

1834 5
浦門　爽絢(2) 山口 660[660] 337[997] 317[1314] 520[1834]

9 16208
カジ　ユキノリ ホウバイ 18.38 (-0.6) 10.70 1.45 58.49

1834 5
加地　由紀智(2) 宝梅 488[488] 528[1016] 352[1368] 466[1834]

6 13067
タナカ　チヒロ クラクエン 17.46 (-0.6) NM 1.50 1:01.37

1334 7
田中　智大(2) 苦楽園 577[577] 0[577] 389[966] 368[1334]

1 80158
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ DNS DNS DNS

-
今西　瑛大(2) 豊岡南 -[-] -[-] -[-] 　　　　[　　　　]

7 27022
イトウ　コウタ ホンタモン DNS DNS DNS

-
伊藤　洸太(2) 本多聞 -[-] -[-] -[-] 　　　　[　　　　]

10 33946
アリスエ　カンタ リョウナン DNS DNS DNS

-
有末　貫汰(2) 陵南 -[-] -[-] -[-] 　　　　[　　　　]

NM:記録なし  DNS:欠場  



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 14:00 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 所属 記録
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 569

1 41033 松下　直生(2) 飾磨東 55.75
オダ　カナメ オシベダニ 554

2 27502 織田　要(2) 押部谷 56.14
ウラカド　ソウケン ヤマグチ 520

3 14152 浦門　爽絢(2) 山口 57.02
ホリカワ　テッタ ヤマダ 503

4 23104 堀川　徹太(2) 山田 57.48
イノクチ　コウスケ ホウバイ 488

5 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 57.89
カジ　ユキノリ ホウバイ 466

6 16208 加地　由紀智(2) 宝梅 58.49
タナカ　チヒロ クラクエン 368

7 13067 田中　智大(2) 苦楽園 1:01.37

2021/09/ 26 09:53:23
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25  9:35 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-0.4 m/s) 2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
イノクチ　コウスケ ホウバイ 818 オダ　カナメ オシベダニ 626

1 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 15.26 1 27502 織田　要(2) 押部谷 16.98
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 814 タナカ　チヒロ クラクエン 577

2 41033 松下　直生(2) 飾磨東 15.30 2 13067 田中　智大(2) 苦楽園 17.46
ホリカワ　テッタ ヤマダ 673 カジ　ユキノリ ホウバイ 488

3 23104 堀川　徹太(2) 山田 16.54 3 16208 加地　由紀智(2) 宝梅 18.38
ウラカド　ソウケン ヤマグチ 660 イトウ　コウタ ホンタモン -

4 14152 浦門　爽絢(2) 山口 16.66 27022 伊藤　洸太(2) 本多聞 DNS
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ - アリスエ　カンタ リョウナン -

80158 今西　瑛大(2) 豊岡南 DNS 33946 有末　貫汰(2) 陵南 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:52:24
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 12:30 

〈〈 四種競技 〉〉
|1.35|1.40|1.45|1.50|1.55|1.58|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |1.61|1.64|1.67|1.70|1.73|1.76|
オダ　カナメ オシベダニ 569 |-   |-   |-   |-   |-   |o   |

1 27502 織田　要 2 押部谷 1-5 1.73 |o   |o   |o   |xxo |xxo |xxx |
ホリカワ　テッタ ヤマダ 472 |-   |-   |-   |o   |o   |o   |

2 23104 堀川　徹太 2 山田 1-2 1.61 |o   |xxx |                    
タナカ　チヒロ クラクエン 389 |o   |o   |o   |o   |xxx |     

3 13067 田中　智大 2 苦楽園 1-3 1.50                                
カジ　ユキノリ ホウバイ 352 |-   |o   |xo  |xxx |          

4 16208 加地　由紀智 2 宝梅 1-6 1.45                                
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 317 |o   |o   |xxx |               

5 41033 松下　直生 2 飾磨東 1-1 1.40                                
ウラカド　ソウケン ヤマグチ 317 |xo  |o   |xxx |               

6 14152 浦門　爽絢 2 山口 1-9 1.40                                
イノクチ　コウスケ ホウバイ 317 |o   |xo  |xxx |               

7 16204 猪口　幸祐 2 宝梅 1-10 1.40                                
イトウ　コウタ ホンタモン -                                

27022 伊藤　洸太 2 本多聞 1-4 DNS                                
アリスエ　カンタ リョウナン -                                

33946 有末　貫汰 2 陵南 1-7 DNS                                
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ -                                

80158 今西　瑛大 2 豊岡南 1-8 DNS                                

DNS:欠場  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:54:03
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年男子砲丸投 [4kg]
決勝 9/25 10:45 

〈〈 四種競技 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
カジ　ユキノリ ホウバイ 528                                      

1 16208 加地　由紀智 2 宝梅 1-3 10.70 |10.14| 9.95|10.70|
ホリカワ　テッタ ヤマダ 498                                      

2 23104 堀川　徹太 2 山田 1-9 10.21 | 9.48| 9.87|10.21|
オダ　カナメ オシベダニ 492                                      

3 27502 織田　要 2 押部谷 1-2 10.10 |10.10|10.03| 9.64|
イノクチ　コウスケ ホウバイ 408                                      

4 16204 猪口　幸祐 2 宝梅 1-7 8.70 | 8.70| 8.61| 8.70|
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 349                                      

5 41033 松下　直生 2 飾磨東 1-8 7.71 | 7.64| 7.71| 7.50|
ウラカド　ソウケン ヤマグチ 337                                      

6 14152 浦門　爽絢 2 山口 1-6 7.50 | 7.24| 7.41| 7.50|
タナカ　チヒロ クラクエン 0                                      

13067 田中　智大 2 苦楽園 1-10 NM |    x|    x|    x|
イトウ　コウタ ホンタモン -                                      

27022 伊藤　洸太 2 本多聞 1-1 DNS |     |     |     |
アリスエ　カンタ リョウナン -                                      

33946 有末　貫汰 2 陵南 1-4 DNS |     |     |     |
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ -                                      

80158 今西　瑛大 2 豊岡南 1-5 DNS |     |     |     |

NM:記録なし  DNS:欠場  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:53:55
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 13:35 (5-1+3)

12.2 佐治　由佳 （中播・福崎西） 1985 王子 決勝 9/26 15:25 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.0 m/s) 2組 (+0.8 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン タカダ　マオ タカツカサ

1 33945 平野　美紀(2) 陵南 Q 12.92 1 16612 髙田　真央(2) 高司 Q 12.96
タニワキ　ホノカ ソノダヒガシ タニ　ユアン コウヨウ

2 11815 谷脇　穂香(2) 園田東 q 13.10 2 20061 谷　優杏(2) 向洋 q 13.07
コンドウ　ユイ カスガ タカヤマ　アオイ ヨコオ

3 65191 近藤　優衣(2) 春日 13.19 3 25426 髙山　碧(2) 横尾 13.16
イシダ　アガサ ハマノミヤ ナカジマ　アオイ ムコヒガシ

4 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 13.34 4 12293 中嶋　葵花(2) 武庫東 13.27
シオエ　マオ アコウ カジタ　カイリ ゴシキ

5 50510 汐江　真央(2) 赤穂 13.37 5 74023 梶田　浬(2) 五色 13.46
ミズノ　ケイ イナミ イムラ　アヤミ ノノイケ

6 39421 水野　恵依(2) 稲美 13.39 6 31403 井村　綾実(2) 野々池 13.49
オオヤマ　アキ オノ ニシモト　ネネ カミカワ

7 37141 大山　璃姫(2) 小野 13.63 7 43513 西本　寧々(2) 神河 13.54
ハタ　ハヅキ リョウソウ オオニシ　アズミ コウブ

8 33636 畑　葉月(2) 両荘 13.70 8 13477 大西　彩純(2) 甲武 13.59

3組 (+0.1 m/s) 4組 (+3.0 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
コニシ　マオ アラマキ ナガイ　ハルカ コウブ

1 19701 小西　麻央(2) 荒牧 Q 13.02 1 13479 永井　遼(2) 甲武 Q w13.10
コウダマ　イチカ タイサンジ マツシタ　ミユ タイシャ

2 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 q 13.08 2 12980 松下　心優(2) 大社 w13.21
アゲムラ　ユイ イナガワ オクムラ　アヤカ イブキダイ

3 18567 揚村　優衣(2) 猪名川 13.28 3 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 w13.21
イワサキ　ユナ サンヨウ ヤマニシ　メイ セイウン

4 40803 岩崎　優菜(2) 山陽 13.29 4 70236 山西　芽衣(2) 青雲 w13.35
サカモト　ホノカ ソノダヒガシ タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ

5 11812 坂本　帆乃香(2) 園田東 13.44 5 81224 谷垣　友理(2) 日高東 w13.66
マルオ　ミユウ ヒメジナダ カコ　アンナ ショウヨウ

6 40915 丸尾　望友(2) 姫路灘 13.58 6 36409 加古　杏菜(2) 松陽 w13.83
タカハラ　アヤノ フクサキニシ テラキタ　ココメ リョウナン

7 42433 高原　彩乃(2) 福崎西 13.65 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 DNS

5組 (+3.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
オグラ　リア オノミナミ

1 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 Q w13.15
ヤマモト　サヤ タイサンジ

2 28170 山本　紗也(2) 太山寺 w13.16
ヤマダ　スズハ タツヤマ

3 36385 山田　涼華(2) 竜山 w13.26
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ

4 20618 西川　真加(2) 本山南 w13.26
シラネ　アイ シオセ

5 14224 白根　亜依(2) 塩瀬 w13.38
シマダ　マリア カコガワ

6 32875 島田　万莉愛(2) 加古川 w13.85
ヤマグチ　ミユ ニシワキ

34590 山口　心優(2) 西脇 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    w:追風参考  DNS:欠場  
2021/09/ 26 15:02:16
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 13:35 (5-1+3)

12.2 佐治　由佳 （中播・福崎西） 1985 王子 決勝 9/26 15:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン

1 33945 平野　美紀 2 陵南 5 w12.86
タニ　ユアン コウヨウ

2 20061 谷　優杏 2 向洋 9 w12.93
タカダ　マオ タカツカサ

3 16612 髙田　真央 2 高司 4 w12.98
タニワキ　ホノカ ソノダヒガシ

4 11815 谷脇　穂香 2 園田東 2 w13.03
コニシ　マオ アラマキ

5 19701 小西　麻央 2 荒牧 7 w13.04
ナガイ　ハルカ コウブ

6 13479 永井　遼 2 甲武 6 w13.07
コウダマ　イチカ タイサンジ

7 28172 幸玉　いちか 2 太山寺 3 w13.12
オグラ　リア オノミナミ

8 37001 小倉　梨愛 2 小野南 8 w13.27

w:追風参考  
2021/09/ 26 15:27:18
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 13:10 (5-1+3)

決勝 9/26 15:20 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.3 m/s) 2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
ヤマノ　マオ リョウソウ ユキナガ　マナミ ヒロハタ

1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 Q 13.03 1 41358 幸長　愛美(1) 広畑 Q 13.38
カメタキ　ノノ ヤマダ キヨハラ　ソヨン ハクロショウチュウ

2 23130 亀滝　のの(1) 山田 13.73 2 40672 清原　咲瑛(1) 白鷺小中 13.75
オカ　アオイ ホウジョウ フクイ　アヤノ ゴテンヤマ

3 37520 岡　蒼依(1) 北条 13.90 3 17248 福井　絢乃(1) 御殿山 13.83
マエヤマ　ハルカ オノ ヨシダ　セイラ カコガワ

4 37108 前山　晴華(1) 小野 13.96 4 32893 吉田　聖來(1) 加古川 13.93
サクマ　カエ オゾノ イタハシ　カンナ アサヒ

5 12304 佐久間　華恵(1) 小園 13.98 5 41560 板橋　環那(1) 朝日 14.01
コンドウ　リホ アライ アンドウ　マホ ミカゲ

6 36152 近藤　莉帆(1) 荒井 14.00 6 20560 安藤　真歩(1) 御影 14.08
タニヤマ　ナナミ オオクボキタ イトウ　サエ オオクボ

7 32261 谷山　七海(1) 大久保北 14.05 31631 伊藤　紗英(1) 大久保 DNS

3組 (+2.3 m/s) 4組 (+1.6 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ アマガツカ　ユメ ハナダ

1 60922 小林　流歌(1) ゆりのき台 Q w13.26 1 41920 尼ヶ塚　結愛(1) 花田 Q 13.40
ツジシタ　リイコ ミドリダイ サトウ　アヤネ コウリョウ

2 18472 辻下　梨依子(1) 緑台 q w13.48 2 13255 佐藤　絢音(1) 甲陵 q 13.41
セントク　マミコ ハマノミヤ イワモト　モモカ カコガワ

3 33443 千徳　真心子(1) 浜の宮 w13.69 3 32890 岩本　萌々果(1) 加古川 q 13.42
ムラカミ　サアヤ ヒメジナダ キシモト　アサ コウリョウ

4 40923 村上　桜彩(1) 姫路灘 w13.83 4 23201 岸本　明咲(1) 広陵 13.57
キシダ　ユメ ヤスムロ ヤマシロ　サキ ヒラキ

5 45925 岸田　結芽(1) 安室 w13.92 5 13311 山城　紗希(1) 平木 13.72
ヤマグチ　エレナ ヤシロ イノウエ　リナ カワラギ

6 38145 山口　恵玲奈(1) 社 w14.38 6 13561 井上　梨奈(1) 瓦木 13.80
モリトキ　メイ タカトリ タニガワ　コズエ ヒオカ

25189 守時　芽唯(1) 鷹取 DNS 7 32940 谷河　梢(1) 氷丘 13.97
スギヤマ　サイ マサゴ

8 14412 杉山　さい(1) 真砂 14.19

5組 (+1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
フジタニ　ミウ アリノキタ

1 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 Q 13.41
ナカオ　ミレイ カイバラ

2 64151 中尾　心玲(1) 柏原 13.60
ナガヤス　マナミ アボシ

3 41456 長安　愛海(1) 網干 13.81
ナガシマ　アミ ササヤマ

4 62145 長島　歩未(1) 篠山 13.85
イケダ　ヒナ イタミミナミ

5 19310 池田　妃那(1) 伊丹南 13.92
カツマ　コトネ ハクロショウチュウ

6 40670 勝間　琴音(1) 白鷺小中 13.93
シバハシ　ミク ヒラキ

7 13304 柴橋　美来(1) 平木 13.93
ツツミ　セイカ ヒオカ

8 32942 堤　清香(1) 氷丘 14.29

Q:順位による通過者    DNS:欠場  w:追風参考  q:プラスによる進出    
2021/09/ 26 15:02:08
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 13:10 (5-1+3)

決勝 9/26 15:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.8 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヤマノ　マオ リョウソウ

1 33638 山野　麻緒 1 両荘 5 w12.83
アマガツカ　ユメ ハナダ

2 41920 尼ヶ塚　結愛 1 花田 6 w13.16
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ

3 60922 小林　流歌 1 ゆりのき台 7 w13.19
フジタニ　ミウ アリノキタ

4 29322 藤谷　心詩 1 有野北 9 w13.24
イワモト　モモカ カコガワ

5 32890 岩本　萌々果 1 加古川 2 w13.35
ユキナガ　マナミ ヒロハタ

6 41358 幸長　愛美 1 広畑 4 w13.41
ツジシタ　リイコ ミドリダイ

7 18472 辻下　梨依子 1 緑台 3 w13.45
サトウ　アヤネ コウリョウ

8 13255 佐藤　絢音 1 甲陵 8 w13.51

w:追風参考  
2021/09/ 26 15:24:15

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 11:00 (3-2+2)

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー 決勝 9/25 13:10 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.5 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
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(2) 陵南 Q w26.28 1 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 Q 26.86
タカヤマ　アオイ ヨコオ ヤマダ　スズハ タツヤマ

2 25426 髙山　碧(2) 横尾 Q w27.17 2 36385 山田　涼華(2) 竜山 Q 27.40
コンドウ　ユイ カスガ ヤマモト　アサキ アシヤヤマテ

3 65191 近藤　優衣(2) 春日 q w27.29 3 15682 山本　秋咲希(2) 芦屋山手 27.76
トクナガ　ハルカ ヤマテダイ カリタ　ユウキ ヒロハタ

4 17323 徳永　春花(2) 山手台 w27.33 4 41346 苅田　優月(2) 広畑 27.80
イワサキ　ユナ サンヨウ ヤマニシ　メイ セイウン

5 40803 岩崎　優菜(2) 山陽 w27.64 5 70236 山西　芽衣(2) 青雲 28.10
サカモト　ナオ サンダガクエン ウラタ　ジュナ アサヒガオカ

6 60102 坂本　那於(2) 三田学園 w27.67 6 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘 29.30
フジタニ　ミウ アリノキタ ナカニシ　ミウ タルミ

7 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 w27.74 7 26534 仲西　未羽(2) 垂水 29.68
サカタ　メイ ウエガハラ イトウ　サエ オオクボ

8 13124 坂田　芽彩(2) 上ケ原 w27.83 31631 伊藤　紗英(1) 大久保 DNS
アマガツカ　ユメ ハナダ

9 41920 尼ヶ塚　結愛(1) 花田 w28.10

3組 (+1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
コウダマ　イチカ タイサンジ

1 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 Q 27.10
ユキナガ　マナミ ヒロハタ

2 41358 幸長　愛美(1) 広畑 Q 27.13
ナカジマ　アオイ ムコヒガシ

3 12293 中嶋　葵花(2) 武庫東 q 27.16
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ

4 20618 西川　真加(2) 本山南 27.50
サカモト　ホノカ ソノダヒガシ

5 11812 坂本　帆乃香(2) 園田東 28.09
オオヤマ　アキ オノ

6 37141 大山　璃姫(2) 小野 28.19
シラネ　アイ シオセ

7 14224 白根　亜依(2) 塩瀬 28.51
ヤマグチ　ナツミ セイウン

8 70234 山口　菜摘(2) 青雲 28.96

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:52:46

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 11:00 (3-2+2)

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー 決勝 9/25 13:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン

1 33945 平野　美紀 2 陵南 7 26.58
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

2 33160 松岡　愛菜 2 加古川中部 5 26.65
コウダマ　イチカ タイサンジ

3 28172 幸玉　いちか 2 太山寺 6 27.15
ヤマダ　スズハ タツヤマ

4 36385 山田　涼華 2 竜山 9 27.39
ナカジマ　アオイ ムコヒガシ

5 12293 中嶋　葵花 2 武庫東 3 27.42
ユキナガ　マナミ ヒロハタ

6 41358 幸長　愛美 1 広畑 4 27.51
コンドウ　ユイ カスガ

7 65191 近藤　優衣 2 春日 2 27.51
タカヤマ　アオイ ヨコオ

8 25426 髙山　碧 2 横尾 8 27.55

2021/09/ 26 15:06:19

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 12:10 

〈〈 決勝 〉〉

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
イケノ　カイリ タイサンジ ヨシカワ　ヒナ イナミ

1 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 2:15.80 1 39422 吉川　陽菜(2) 稲美 2:23.67
ヨシカワ　ナオ イナミ ヤシキ　モエコ ミキヒガシ

2 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 2:16.30 2 35610 屋敷　萌子(2) 三木東 2:26.31
クマベ　ミナト ユメサキ キシハラ　ミル カコガワチュウブ

3 45503 隈部　湊(2) 夢前 2:19.08 3 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 2:27.15
ヨシダ　エマ リョウナン オオノ　ハルカ アサギリ

4 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 2:19.65 4 31124 王野　遥(2) 朝霧 2:27.26
タネ　チサト トウコウ ヒガシラ　スミカ トヨトミショウチュウ

5 40553 種　知里(2) 東光 2:21.23 5 41732 東良　純花(2) 豊富小中 2:29.76
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ ハラダ　セト タカクラ

6 40910 寺田　妃織(2) 姫路灘 2:21.63 6 25311 原田　世都(2) 高倉 2:35.22
カガワ　ハルカ タイサンジ ヤマカワ　エリナ トウコウ

7 28177 香川　悠(2) 太山寺 2:21.94 7 40559 山川　恵里奈(2) 東光 2:39.34
カワイ　リコ セイリョウダイ

8 29512 河合　里恋(2) 星陵台 2:26.80

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
ワタナベ　マヒロ ハリマ

1 39659 渡邉　真優(2) 播磨 2:23.05
トモムネ　サアヤ フクサキニシ

2 42430 友宗　沙彩(2) 福崎西 2:23.31
ミズタ　アヤカ カワラギ

3 13531 水田　彩花(2) 瓦木 2:24.80
ブンギョク　サチ ハリマ

4 39658 分玉　彩智(2) 播磨 2:26.38
カネコ　セナ マイコ

5 26817 金子　聖奈(2) 舞子 2:26.46
カトウ　セナ ワダヤマ

6 83467 加藤　世菜(2) 和田山 2:30.04
ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ

7 33158 中間　楠(2) 加古川中部 2:31.31

2021/09/ 26 09:53:01

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 11:50 

〈〈 決勝 〉〉

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
イナオカ　サキハ アライ フジノ　ミヤビ コウブ

1 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 2:22.65 1 13420 藤野　雅(1) 甲武 2:27.38
オイマツ　ワカナ アライ ミゾブチ　ミフ アシヤヤマテ

2 36156 老松　和奏(1) 荒井 2:22.74 2 15629 溝渕　未歩(1) 芦屋山手 2:27.76
ツツミ　マドカ シカマニシ ヤギ　ユイ アシヤヤマテ

3 41234 堤　円花(1) 飾磨西 2:22.83 3 15635 八木　結衣(1) 芦屋山手 2:27.79
フジタ　リサ アコウニシ タナクラ　サキホ ミカゲ

4 50707 藤田　莉沙(1) 赤穂西 2:22.85 4 20566 棚倉　咲帆(1) 御影 2:29.13
アズマ　ハル ミナトガワ オオガミ　イロハ オオクボ

5 22364 東　はる(1) 湊川 2:24.15 5 31637 大神　彩羽(1) 大久保 2:29.99
マエダ　ミノリ タイシャ イケマツ　イズミ オノ

6 12991 前田　美詞(1) 大社 2:25.25 6 37101 池松　いずみ(1) 小野 2:30.17
ハセガワ　マリ カミカワ フジタ　コノア ホウジョウ

7 43523 長谷川　真理(1) 神河 2:25.75 7 37530 藤田　このあ(1) 北条 2:30.19
スギモト　マヤナ オオイケ サカモト　ヒカル ナガサカ

8 23012 杉本　麻椰菜(1) 大池 2:32.28 8 60436 坂本　日花瑠(1) 長坂 2:30.42
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ タカイ　アユム ホウジョウ

27134 黒川　絆奈(1) 神戸長坂 DNS 9 37527 高井　歩夢(1) 北条 2:39.71

3組

順位 No. 競技者名 所属 記録
アラキ　リオ ハリマミナミ

1 39778 荒木　理緒(1) 播磨南 2:31.40
ツジオカ　ミソラ タツヤマ

2 36303 辻岡　美空(1) 竜山 2:32.34
ヨシダ　ナナミ ヒメジナダ

3 40925 吉田　七海(1) 姫路灘 2:32.81
フジイ　ユイ セイリョウダイ

4 29529 藤井　結衣(1) 星陵台 2:33.14
キヨタ　ナツキ カンキ

5 33746 清田　菜月(1) 神吉 2:33.68
ナカガキ　フミカ タイサンジ

6 28105 中垣　文花(1) 太山寺 2:34.53
ヤギ　ハヅキ アリノキタ

7 29324 八木　葉月(1) 有野北 2:34.78
サカタ　アユミ ホウデン

8 34331 酒田　歩実(1) 宝殿 2:37.68

DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:52:57

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 10:55 

〈〈 決勝 〉〉

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
イケノ　カイリ タイサンジ ツツミ　マドカ シカマニシ

1 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 4:34.90 1 41234 堤　円花(1) 飾磨西 4:51.93
ヨシカワ　ナオ イナミ イナオカ　サキハ アライ

2 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 4:35.36 2 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 4:53.78
タネ　チサト トウコウ オオノ　ハルカ アサギリ

3 40553 種　知里(2) 東光 4:43.56 3 31124 王野　遥(2) 朝霧 5:01.01
ヨシカワ　ヒナ イナミ オオガミ　イロハ オオクボ

4 39422 吉川　陽菜(2) 稲美 4:45.87 4 31637 大神　彩羽(1) 大久保 5:01.44
クマベ　ミナト ユメサキ ナガオカ　ユイ アボシ

5 45503 隈部　湊(2) 夢前 4:46.73 5 41424 永岡　由衣(2) 網干 5:01.74
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ ツジオカ　ミソラ タツヤマ

6 40910 寺田　妃織(2) 姫路灘 4:51.72 6 36303 辻岡　美空(1) 竜山 5:02.61
ヨシダ　エマ リョウナン ミナト　ユウキ イナミ

7 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 4:51.84 7 39419 湊　友希(2) 稲美 5:05.87
フジタ　リサ アコウニシ アズマ　ハル ミナトガワ

8 50707 藤田　莉沙(1) 赤穂西 4:56.70 8 22364 東　はる(1) 湊川 5:07.46
トモムネ　サアヤ フクサキニシ カワイ　リコ セイリョウダイ

9 42430 友宗　沙彩(2) 福崎西 4:58.27 9 29512 河合　里恋(2) 星陵台 5:08.89
カガワ　ハルカ タイサンジ フジタ　コノア ホウジョウ

10 28177 香川　悠(2) 太山寺 5:02.29 10 37530 藤田　このあ(1) 北条 5:09.45
キシハラ　ミル カコガワチュウブ ヨシノ　マコト カシマ

11 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 5:02.36 11 36222 吉野　真琴(2) 鹿島 5:16.24
カネコ　セナ マイコ イイヅカ　ナツコ タイサンジ

12 26817 金子　聖奈(2) 舞子 5:03.38 12 28171 飯塚　菜津子(2) 太山寺 5:20.12
ハシモト　ジュナ アコウ タムラ　カナ タイシャ

13 50514 橋本　樹奈(2) 赤穂 5:04.63 13 12981 田村　佳菜(2) 大社 5:29.42
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ カトウ　セナ ワダヤマ

14 35610 屋敷　萌子(2) 三木東 5:12.20 83467 加藤　世菜(2) 和田山 DNS
ヤマカワ　エリナ トウコウ ヒガシラ　スミカ トヨトミショウチュウ

40559 山川　恵里奈(2) 東光 DNS 41732 東良　純花(2) 豊富小中 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 26 15:48:45
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 11:30 (4-1+4)

決勝 9/26 15:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.5 m/s) 2組 (+1.6 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ ナガイ　ハルカ コウブ

1 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 Q w14.62 1 13479 永井　遼(2) 甲武 Q 15.09
タカス　フウコ ノノイケ アオキ　カリン カワラギ

2 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 w16.18 2 13538 青木　花梨(2) 瓦木 q 15.96
ニシモト　ネネ カミカワ ヤマシタ　メイビ カイバラ

3 43513 西本　寧々(2) 神河 w16.30 3 64142 山下　萌妃(2) 柏原 16.46
アライ　ミヤビ ハリマミナミ マツモト　アヤナ シカマヒガシ

4 39760 新居　みやび(2) 播磨南 w16.40 4 41035 松本　彩那(2) 飾磨東 16.56
クジメ　サキ タルミ カタオカ　ナナ ニシワキ

5 26533 久次米　咲季(2) 垂水 w17.38 5 34584 片岡　奈菜(2) 西脇 16.59
コバヤシ　リコ イブキダイ キムラ　ハルカ カミコウシエン

6 29638 小林　莉子(2) 井吹台 w19.30 6 13624 木村　春香(2) 上甲子園 16.72
マエカワ　ヒマリ ヤシロ ナカガワ　ユラ タイシャ

7 38108 前川　羽葵(2) 社 w20.17 7 12985 中川　優来(2) 大社 17.02
キシ　ヒナノ ニシワキ ニシワキ　ユナ ホウバイ

34585 來住　ひなの(2) 西脇 DNS 8 16210 西脇　由菜(2) 宝梅 19.28

3組 (+1.6 m/s) 4組 (+2.8 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ナカムラ　メイ カイバラ ハマキ　アズサ ムコヒガシ

1 64143 中村　芽生(2) 柏原 Q 15.73 1 12291 浜木　梓(2) 武庫東 Q w15.25
モリ　チヒロ タイサンジ モトイ　ユウナ アボシ

2 28169 森　千裕(2) 太山寺 q 15.91 2 41419 本井　佑奈(2) 網干 q w15.66
マツカワ　タカコ タイシャ カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

3 12982 松川　貴子(2) 大社 16.35 3 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 q w15.87
タナカ　ユラ オオハラ カヤマ　モモハ タイサンジ

4 29173 田中　ゆら(2) 大原 16.43 4 28178 香山　百葉(2) 太山寺 w16.19
イワネ　コハル ボウカイ ヤマモト　アサキ アシヤヤマテ

5 31591 岩根　小春(2) 望海 17.20 5 15682 山本　秋咲希(2) 芦屋山手 w16.39
モリシタ　サキ モモヤマダイ イエウジ　ミワ ヒメジナダ

6 26125 森下　咲輝(2) 桃山台 17.55 6 40918 家氏　美和(1) 姫路灘 w16.53
タカハシ　レイ ハマノミヤ アオヤマ　ミズキ サンヨウ

7 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 17.69 7 40808 青山　瑞姫(2) 山陽 w16.86
ヤマグチ　ミユ ニシワキ モリタ　ココ ソノダ

34590 山口　心優(2) 西脇 DNS 8 11366 森田　瑚々(2) 園田 w17.59

w:追風参考  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
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/26 11:30 (4-1+4)

決勝 9/26 15:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

1 42426 宮内　綾花 2 福崎西 7 w14.55
ナガイ　ハルカ コウブ

2 13479 永井　遼 2 甲武 4 w14.88
ナカムラ　メイ カイバラ

3 64143 中村　芽生 2 柏原 6 w15.22
ハマキ　アズサ ムコヒガシ

4 12291 浜木　梓 2 武庫東 5 w15.32
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

5 33422 河本　鼓 2 浜の宮 8 w15.68
モリ　チヒロ タイサンジ

6 28169 森　千裕 2 太山寺 3 w15.78
モトイ　ユウナ アボシ

7 41419 本井　佑奈 2 網干 9 w15.91
アオキ　カリン カワラギ

8 13538 青木　花梨 2 瓦木 2 w16.02

w:追風参考  
2021/09/ 26 15:05:19
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 決勝 9/26  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
リョウナン

2
キタコウベ

3
ハマノミヤ

陵南 52.77 北神戸 52.77 浜の宮 52.88
[1] ナガヤマ　ミキ [2] ヒラノ　ミキ [1] トモフジ　ミユ [2] フジモト　アンジ [1] タカハシ　レイ [2] イシダ　アガサ

33944 永山 未希(2) 33945 平野 美紀(2) 24151 友藤 美優(2) 24155 藤本 杏栞(2) 33425 髙橋 澪(2) 33421 石田 有華咲(2)

[3] コニシ　アユミ [4] ヨシダ　エマ [3] キモト　ユキノ [4] イノウエ　ナギサ [3] マジマ　モエカ [4] セントク　マミコ

33943 小西 亜由弓(2) 33942 吉田 笑麻(2) 24157 木元 雪乃(2) 24150 井上 凪紗(2) 33427 間嶋 萌花(2) 33443 千徳 真心子(1)

4
シオセ

5
カコガワチュウブ

6
タイシャ

塩瀬 52.95 加古川中部 53.29 大社 53.34
[1] イシダ　オトハ [2] シギョウ　メイ [1] ミヤザキ　アイナ [2] マツオカ　マナナ [1] ダンジョウ　リア [2] ナカガワ　ユラ

14221 石田 乙羽(2) 14223 執行 芽生(2) 33188 宮崎 愛奈(1) 33160 松岡 愛菜(2) 12984 檀上 莉亜(2) 12985 中川 優来(2)

[3] シラネ　アイ [4] モリ　ミズキ [3] イシグチ　カエデ [4] ウエハラ　アイカ [3] マツカワ　タカコ [4] マツシタ　ミユ

14224 白根 亜依(2) 14226 森 瑞希(2) 33150 石口 楓(2) 33153 上原 和華(2) 12982 松川 貴子(2) 12980 松下 心優(2)

7
ユリノキダイ

8
カコガワ

9
ヒオカ

ゆりのき台 53.37 加古川 54.21 氷丘 54.73
[1] イデ　アヤカ [2] コバヤシ　ルカ [1] タナカ　アミ [2] シマダ　マリア [1] ゴンドウ　ユリコ [2] タイ　リナ

60908 井出 朱華(2) 60922 小林 流歌(1) 32870 田中 亜実(2) 32875 島田 万莉愛(2) 32933 権藤 百合子(2) 32934 田井 里奈(2)

[3] ヤスイ　フウカ [4] タカダ　ミオ [3] ヨシダ　セイラ [4] イワモト　モモカ [3] タニガワ　コズエ [4] コウジタニ　ユウ

60930 安井 風歌(1) 60901 高田 実桜(2) 32893 吉田 聖來(1) 32890 岩本 萌々果(1) 32940 谷河 梢(1) 32931 糀谷 優(2)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
コウブ

2
ヤマテダイ

3
コウリョウ

甲武 51.84 山手台 52.65 甲陵 53.07
[1] ワトウ　モモカ [2] ナガイ　ハルカ [1] ヨシムラ　サナ [2] ナカムラ　アンリ [1] ムカイ　シオリ [2] スズキ　コトミ

13485 和唐 萌々花(2) 13479 永井 遼(2) 17335 吉村 彩奈(2) 17351 中村 杏梨(1) 13214 向井 志織(2) 13212 鈴木 琴水(2)

[3] カワベ　ハルカ [4] オオニシ　アズミ [3] オオエ　ユメ [4] トクナガ　ハルカ [3] サトウ　アヤネ [4] クワバラ　スミレ

13412 河邊 悠(1) 13477 大西 彩純(2) 17320 大江 優芽(2) 17323 徳永 春花(2) 13255 佐藤 絢音(1) 13254 桑原 菫花(1)

4
イブキダイ

5
ハリマ

6
ヒメジナダ

井吹台 53.09 播磨 53.19 姫路灘 53.31
[1] タネイチ　モエ [2] コバヤシ　リコ [1] オオニシ　カレン [2] ブンギョク　サチ [1] フジワラ　マナ [2] マルオ　ミユウ

29636 種市 萌(2) 29638 小林 莉子(2) 39660 大西 花連(2) 39658 分玉 彩智(2) 40914 藤原 愛菜(2) 40915 丸尾 望友(2)

[3] アイオイ　ユア [4] オクムラ　アヤカ [3] ワタナベ　ココロ [4] ワタナベ　マヒロ [3] ニシムラ　サエ [4] ムラカミ　ネイロ

29644 相生 結愛(2) 29645 奥村 彩加(2) 39664 渡邊 心(1) 39659 渡邉 真優(2) 40922 西村 紗瑛(1) 40916 村上 寧彩(2)

7
サンヨウ

8
セイウン

9
オノ

山陽 53.34 青雲 53.82 小野 57.70
[1] シラキ　ユリ [2] クボ　ナツミ [1] ヤマニシ　メイ [2] ドイ　カナノ [1] マエヤマ　ハルカ [2] フジワラ　ナルミ

40811 白木 友理(1) 40809 久保 菜摘(2) 70236 山西 芽衣(2) 70240 土居 叶乃(1) 37108 前山 晴華(1) 37142 藤原 成美(2)

[3] ナカノ　アサ [4] イワサキ　ユナ [3] イムタ　アン [4] ヤマグチ　ナツミ [3] オオノ　イオリ [4] オオヤマ　アキ

40807 中野 杏咲(2) 40803 岩崎 優菜(2) 70238 藺牟田 杏(1) 70234 山口 菜摘(2) 37103 大野 生織(1) 37141 大山 璃姫(2)
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
フクサキニシ

2
カイバラ

3
カワラギ

福崎西 52.96 柏原 53.23 瓦木 53.26
[1] オサキ　ユウカ [2] ミヤウチ　アヤカ [1] フクダ　ユナ [2] ナカオ　ミレイ [1] イノウエ　リナ [2] アオキ　カリン

42427 尾﨑 優花(2) 42426 宮内 綾花(2) 64147 福田 結菜(2) 64151 中尾 心玲(1) 13561 井上 梨奈(1) 13538 青木 花梨(2)

[3] タカハラ　アヤノ [4] シバタ　サラ [3] ヤマシタ　メイビ [4] ナカムラ　メイ [3] ニシモト　ユキカ [4] サトウ　サキナ

42433 高原 彩乃(2) 42432 柴田 幸来(2) 64142 山下 萌妃(2) 64143 中村 芽生(2) 13569 西本 雪華(1) 13534 佐藤 咲菜(2)

4
オオクボ

5
ハクロショウチュウ

6
ヒロハタ

大久保 53.30 白鷺小中 53.33 広畑 53.49
[1] コザキ　ツキノ [2] イトウ　サエ [1] カツマ　コトネ [2] キヨハラ　ソヨン [1] サガワ　ヒマリ [2] ユキナガ　マナミ

31612 小﨑 月乃(2) 31631 伊藤 紗英(1) 40670 勝間 琴音(1) 40672 清原 咲瑛(1) 41347 佐川 ひまり(2) 41358 幸長 愛美(1)

[3] ヒライ　リナ [4] カワイ　ハル [3] トノガキ　モモカ [4] イノウエ　ヒナ [3] タカムロ　ルナ [4] カリタ　ユウキ

31625 平位 りな(1) 31633 川井 波瑠(1) 40665 殿垣 百花(2) 40662 井上 陽菜(2) 41354 髙室 瑠奈(1) 41346 苅田 優月(2)

7
ヒメジタカオカ

8
タカツカサ ニシワキ

姫路高丘 54.31 高司 57.71 西脇 DNS
[1] タナカ　シホ [2] クマガイ　ハルナ [1] ヤマシタ　メイカ [2] ニカイドウ　サキ

40393 田中 志歩(2) 40392 熊谷 遥菜(2) 16620 山下 芽歌(1) 16621 二階堂 咲(1)

[3] イイダ　マミ [4] ハナバタ　ナルミ [3] ハヤシ　ユア [4] タカダ　マオ

40390 飯田 真実(2) 40397 花畑 愛歩(2) 16623 林 佑亜(1) 16612 髙田 真央(2)

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ムコヒガシ

2
ウエガハラ

3
ノノイケ

武庫東 53.17 上ケ原 53.86 野々池 53.92
[1] タイラ　ミユ [2] ナカジマ　アオイ [1] ヒカワ　ネネ [2] サカタ　メイ [1] ナカニシ　ミナ [2] イムラ　アヤミ

12288 平 美優(2) 12293 中嶋 葵花(2) 13132 樋川 寧々(2) 13124 坂田 芽彩(2) 31409 中西 美菜(2) 31403 井村 綾実(2)

[3] サトウ　マナ [4] ハマキ　アズサ [3] ハマグチ　ユメハ [4] マシモ　ミソラ [3] マツイ　ミサキ [4] タカス　フウコ

12287 佐藤 舞奈(2) 12291 浜木 梓(2) 13131 濱口 夢葉(2) 13135 真下 海空(2) 31412 松井 美咲希(2) 31406 髙巣 楓子(2)

4
モトヤマミナミ

5
ヨコオ

6
アサヒ

本山南 54.52 横尾 54.82 朝日 54.84
[1] ナカソネ　マリン [2] タカギシ　マナミ [1] ナカザワ　リホ [2] コバヤシ　マオ [1] エトウ　コトネ [2] イタハシ　カンナ

20617 仲宗根 万梨(2) 20615 高岸 愛心(2) 25432 中澤 莉帆(1) 25425 小林 茉央(2) 41563 榮藤 琴音(1) 41560 板橋 環那(1)

[3] ミヨシ　ユナ [4] ニシカワ　マナカ [3] ヤスガキ　ソヨカ [4] タカヤマ　アオイ [3] コジマ　リン [4] ウツミ　アリ

20621 三好 佑奈(2) 20618 西川 真加(2) 25435 安垣 颯華(1) 25426 髙山 碧(2) 41564 小嶋 凛(1) 41556 内海 彩里(2)

7
ミハラ

8
コウヨウ テンノウジガワ

三原 55.73 向洋 56.72 天王寺川 DNF
[1] ハセ　ハルミ [2] マツシタ　トア [1] タキタニ　ソラ [2] フォックス　ジュリアンアマネ [1] カシワバラ　ネネ [2] カガワ　コハル

72007 長谷 遥実(2) 72017 松下 永愛(2) 20064 滝谷 天空(2) 20063 フォックス ジュリアン天音(2) 19511 柏原 寧音(2) 19572 香川 心陽(1)

[3] シマダ　ユウナ [4] キンダ　サクラ [3] オカムラ　ココナ [4] タニ　ユアン [3] ヤマウチ　アイナ [4] ヨネダ　ナナ

72013 島田 侑奈(2) 72016 金田 咲来(2) 20072 岡村 胡々菜(1) 20061 谷 優杏(2) 19574 山内 愛菜(1) 19520 米田 七菜(2)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
アラマキ

2
サンダガクエン

3
アコウ

荒牧 54.01 三田学園 54.22 赤穂 54.73
[1] カメタ　ハルア [2] コニシ　マオ [1] ホリサワ　ツグミ [2] サカモト　ナオ [1] マツバヤシ　ユユ [2] シオエ　マオ

19705 亀田 遥愛(2) 19701 小西 麻央(2) 60105 堀澤 承未(2) 60102 坂本 那於(2) 50515 松林 優有(2) 50510 汐江 真央(2)

[3] ノマサ　ヒナ [4] ミヨシ　アンナ [3] ニノミヤ　ナナ [4] キダ　エミナ [3] ハマモト　カオコ [4] ハシモト　ジュナ

19755 野正 妃捺(1) 19712 三好 杏奈(2) 60104 二宮 菜名(2) 60101 木田 えみな(2) 50523 濱本 花央子(1) 50514 橋本 樹奈(2)

4
オオクボキタ

5
ホウデン

6
ヤシロ

大久保北 54.99 宝殿 55.18 社 55.56
[1] ミヤムラ　ソラ [2] タニヤマ　ナナミ [1] フクヤマ　ミユ [2] ミヤザキ　ソヨカ [1] イノウエ　モモ [2] マエカワ　ヒマリ

32269 宮村 宙楽(1) 32261 谷山 七海(1) 34334 福山 美優(1) 34308 宮﨑 そよか(2) 38149 井上 もも(1) 38108 前川 羽葵(2)

[3] イケダ　サユナ [4] フジモト　アイ [3] ハマナカ　ココネ [4] フジカワ　ノノ [3] フジモト　ヒナノ [4] コンドウ　モモ

32221 池田 咲結菜(2) 32237 藤本 愛(2) 34333 浜中 心寧(1) 34311 藤川 乃々(2) 38150 藤本 陽菜乃(1) 38113 近藤 もも(2)

7
ゴシキ

8
タカトリ

9
タカラヅカダイイチ

五色 55.91 鷹取 56.84 宝塚第一 1:00.27
[1] シンドウ　リオナ [2] カジタ　カイリ [1] キシ　ミミ [2] イマルオカ　レイナ [1] タナカ　ユキナ [2] チハラ　サキ

74020 進藤 梨央奈(2) 74023 梶田 浬(2) 25165 岸 美海(2) 25183 伊丸岡 伶奈(1) 16162 田中 柚季菜(2) 16163 千原 咲葵(2)

[3] モリイ　ユウア [4] ナカヤ　カンナ [3] ミナミ　ネネ [4] オカダ　アヤカ [3] タケウチ　リンナ [4] トモガネ　リオナ

74026 守居 優杏(1) 74024 中舎 栞己(2) 25181 南 峯々(1) 25169 岡田 彩加(2) 16161 竹内 凛和(2) 16164 友金 莉央奈(2)
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

6組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ソノダヒガシ

2
ヤスムロ

3
ヒラキ

園田東 53.74 安室 54.50 平木 54.55
[1] イイダ　ユア [2] タニワキ　ホノカ [1] ハヤシ　ココナ [2] コヤマ　マユカ [1] ツカモト　サエ [2] シバハシ　ミク

11810 飯田 ゆあ(2) 11815 谷脇 穂香(2) 45928 林 心愛(1) 45921 小山 真悠香(1) 13371 塚本 紗衣(2) 13304 柴橋 美来(1)

[3] カワグチ　サキネ [4] サカモト　ホノカ [3] キシダ　ユメ [4] シオザキ　サツキ [3] ヤマナカ　アヤネ [4] ヤマシロ　サキ

11801 川口 紗稀音(2) 11812 坂本 帆乃香(2) 45925 岸田 結芽(1) 45980 塩﨑 咲月(2) 13372 山中 絢音(2) 13311 山城 紗希(1)

4
アリノキタ

5
フタミ

6
ホウバイ

有野北 54.74 二見 55.12 宝梅 55.15
[1] ヤマモト　アヤナ [2] フジタニ　ミウ [1] ススメ　ユウカ [2] ヤマモト　サエ [1] クロダ　ヒカル [2] イトウ　リオ

29325 山本 彩愛(1) 29322 藤谷 心詩(1) 32153 前 優花(1) 32140 山本 冴(2) 16207 黒田 光瑠(2) 16203 伊藤 梨音(2)

[3] コバヤシ　ミユ [4] ヒガシババ　アサ [3] アキヤマ　ナナ [4] シライシ　ユナ [3] フナバシ　ヒナ [4] ニシワキ　ユナ

29321 小林 心優(1) 29311 東馬場 杏咲(2) 32131 秋山 奈々(2) 32135 白石 結菜(2) 16211 舟橋 陽奈(2) 16210 西脇 由菜(2)

7
イナガワ

8
ヒカミ

9
ソノダ

猪名川 55.50 氷上 55.64 園田 56.22
[1] サクライ　チサト [2] ナカムラ　アカリ [1] ウエキ　アヤネ [2] サト　ミサキ [1] モリタ　ココ [2] ウエダ　アイリ

18506 櫻井 千愛(1) 18587 中村 朱里(2) 64451 植木 綾音(2) 64462 里 美咲(2) 11366 森田 瑚々(2) 11376 植田 愛梨(1)

[3] ヤスザワ　コハル [4] アゲムラ　ユイ [3] ウメガキ　ハナ [4] ウスイ　サエ [3] シミズ　ミウ [4] ヤマシタ　アイリ

18510 保澤 来春(1) 18567 揚村 優衣(2) 64452 梅垣 花菜(2) 64458 臼井 彩恵(2) 11375 清水 美初(1) 11372 山下 愛梨(2)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ミドリダイ

2
トヨオカミナミ

3
ワダヤマ

緑台 54.37 豊岡南 54.96 和田山 55.04
[1] ウェルズ　ラナ [2] ツジシタ　リイコ [1] シロシタ　チリア [2] タニグチ　アイハ [1] カトウ　セナ [2] フジモト　ユイ

18452 ウェルズ 蘭奈(2) 18472 辻下 梨依子(1) 80163 城下 千璃亜(2) 80165 谷口 愛華(2) 83467 加藤 世菜(2) 83469 藤本 優衣(2)

[3] マツダ　マオ [4] マキノ　イロハ [3] スギガキ　ヒカリ [4] マツイ　ユナ [3] ナンコウ　アヤナ [4] ツバキノ　ココロ

18457 松田 真緒(2) 18456 牧野 衣葉(2) 80170 杉垣 ひかり(2) 80173 松井 裕菜(2) 83472 南光 彩那(2) 83476 椿野 心優(1)

4
ササヤマ

5
オノミナミ

6
シカマヒガシ

篠山 55.26 小野南 55.41 飾磨東 55.45
[1] ナカバヤシ　ルア [2] カイハラ　ナナエ [1] ワダ　ナナミ [2] オグラ　リア [1] テラサワ　キララ [2] タダ　イロハ

62147 中林 瑠愛(1) 62132 貝原 那苗(2) 37003 和田 菜々心(2) 37001 小倉 梨愛(2) 41031 寺澤 きらら(2) 41036 多田 彩花(2)

[3] イトウ　レイ [4] ナガシマ　アミ [3] マツヤマ　アイ [4] カネツク　サナ [3] マツモト　アヤナ [4] モリ　ユイカ

62142 伊藤 怜(1) 62145 長島 歩未(1) 37015 松山 愛生(1) 37002 鐘撞 紗楠(2) 41035 松本 彩那(2) 41037 森 結衣花(2)

7
ミドリガオカ

8
スズランダイ ベフ

緑が丘 55.82 鈴蘭台 1:02.53 別府 DNS
[1] テラノ　ユウリ [2] イトウ　ニコ [1] シライシ　スズノ [2] ツルミ　サキ

35427 寺野 友梨(1) 35421 伊藤 丹来(1) 23512 白石 鈴乃(1) 23510 鶴見 咲(1)

[3] ウメツ　モモカ [4] ウメツ　サクラ [3] イノウエ　ミク [4] ナカムラ　メイ

35441 梅津 ももか(2) 35440 梅津 さくら(2) 23506 井ノ上 美玖(2) 23511 中村 芽依(1)

8組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
タイセイ

2
カミコウシエン

3
ヒダカヒガシ

大成 55.27 上甲子園 55.38 日高東 55.43
[1] スガハラ　ユウ [2] アカホリ　ユヅキ [1] モリヤマ　リンカ [2] ミナギ　モモカ [1] ニシムラ　ミレイ [2] マエノ　ナツキ

11525 菅原 悠(2) 11523 赤堀 佑月(2) 13627 森山 凛夏(2) 13623 皆木 萌々華(2) 81222 西村 美澪(2) 81226 前野 夏希(2)

[3] ワタナベ　キセラ [4] ミズグチ　リサ [3] キムラ　ハルカ [4] オカムラ　メイ [3] ハタ　リリナ [4] タニガキ　ユウリ

11509 渡部 結楽(1) 11524 水口 理彩(2) 13624 木村 春香(2) 13629 岡村 芽依(2) 81225 秦 梨浬菜(2) 81224 谷垣 友理(2)

4
アシヤヤマテ

5
ホンタモン

6
アライ

芦屋山手 55.98 本多聞 56.13 荒井 56.22
[1] テツカ　アヤノ [2] ヤギ　ユイ [1] タナカ　ユラ [2] ナカジマ　トモカ [1] アサカ　ヒナタ [2] コンドウ　リホ

15632 手塚 彩乃(1) 15635 八木 結衣(1) 27056 田中 侑来(2) 27055 中島 朋香(2) 36154 浅香 陽向(1) 36152 近藤 莉帆(1)

[3] ミゾブチ　ミフ [4] ヤマモト　アサキ [3] キクチ　ノドカ [4] イタダニ　アカリ [3] コバヤシ　サラ [4] キヌガワ　ミヅキ

15629 溝渕 未歩(1) 15682 山本 秋咲希(2) 27054 菊地 のどか(2) 27053 板谷 朱莉(2) 36151 小林 さら(1) 36159 衣川 海月(1)

7
ミキヒガシ

8
ナルオ ヨカワ

三木東 56.52 鳴尾 56.63 吉川 DNF
[1] アカマツ　ホノカ [2] フジタ　ナツキ [1] キシモト　ツムギ [2] コイズミ　ミユ [1] タナカ　アオイ [2] クドウ　サクラ

35611 赤松 穂香(1) 35617 藤田 夏希(1) 13812 岸本 都麦(2) 13814 小泉 美結(2) 55011 田中 葵(2) 55012 工藤 さくら(2)

[3] イノウエ　アジュ [4] フジモト　アリサ [3] タチ　ユリナ [4] フチュウ　ハズキ [3] イワナミ　コナツ [4] コバヤシ　アヤ

35606 井上 亜珠(2) 35615 藤本 有彩(1) 13817 城 祐里奈(2) 13842 府中 芙樹(1) 55005 岩波 小夏(2) 55004 小林 彩(2)
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

9組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
ヒラノ

2
イタミミナミ

3
モモヤマダイ

平野 55.45 伊丹南 55.56 桃山台 56.01
[1] コミナミ　ユイ [2] オカイ　ナナミ [1] サコダ　ユウカ [2] ミヤモト　ミズキ [1] タナカ　コハル [2] タカハシ　トモカ

27822 小南 結(2) 27825 岡井 七海(2) 19312 迫田 悠花(1) 19339 宮本 瑞希(2) 26122 田中 心遥(2) 26135 髙橋 共香(1)

[3] フジモト　モモア [4] オオツカ　ユウカ [3] コンドウ　ユウナ [4] イケダ　ヒナ [3] フジイ　カホ [4] モリシタ　サキ

27823 藤本 桃杏(2) 27824 大塚 悠華(2) 19336 近藤 裕奈(2) 19310 池田 妃那(1) 26137 藤井 花穂(1) 26125 森下 咲輝(2)

4
ニッシン

5
シオヤ

6
アリノ

日新 56.16 塩屋 56.70 有野 57.21
[1] オサカダ　アヤカ [2] ハセガワ　ユメカ [1] ヤマシタ　アヤネ [2] キノシタ　ユミ [1] ヒラカワ　マホ [2] ワタナベ　アン

10378 小坂田 彩加(2) 10389 長谷川 夢歌(1) 26267 山下 絢音(2) 26263 木下 裕美(2) 29206 平川 真穂(2) 29211 渡邊 杏(2)

[3] トリイ　ユリナ [4] ワカミヤ　ウララ [3] フジカワ　シオリ [4] カタヤマ　チヒロ [3] タケノウチ　ヒヨリ [4] ホリケ　アイ

10381 鳥居 佑璃那(2) 10383 若宮 麗(2) 26269 藤川 栞(2) 26261 片山 千寛(2) 29204 竹ノ内 陽莉(2) 29207 堀家 愛(2)

7
カンキ ミカゲ

神吉 57.38 御影 DQ
[1] セントク　ミア [2] サノ　カレン [1] オオイ　アリサ [2] アンドウ　マホ

33754 千徳 心愛(1) 33742 佐野 華恋(1) 20553 大井 杏里彩(2) 20560 安藤 真歩(1)

[3] マルイチ　シホ [4] イシカワ　ユウナ [3] ヤスフク　リコ [4] ムカイ　ヨナ

33744 丸一 志帆(1) 33743 石川 優菜(1) 20567 安福 梨子(1) 20557 向 瑶奈(2)

10組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
セイリョウダイ

2
オダ

3
ハリマミナミ

星陵台 55.37 小田 55.43 播磨南 55.83
[1] ウエバヤシ　ココロ [2] ハゼカワ　ミハネ [1] モリ　チカコ [2] ヒガシマエ　サキ [1] ミツヨシ　マイ [2] アライ　ミヤビ

29511 上林 こころ(2) 29516 沙魚川 心羽(2) 10907 森 千花子(2) 10915 東前 咲(1) 39771 光吉 真依(1) 39760 新居 みやび(2)

[3] モリシタ　サヤ [4] イシダ　レイ [3] モリシタ　ユメ [4] ヤマシタ　カヤ [3] サエキ　アヤカ [4] オオニシ　リオ

29517 森下 紗耶(2) 29522 石田 礼衣(1) 10913 森下 友愛(1) 10908 山下 果耶(2) 39773 佐伯 綾香(1) 39776 大西 莉央(1)

4
ゴテンヤマ

5
モトヤマ

6
ヒカリガオカ

御殿山 56.04 本山 56.09 光ガ丘 56.16
[1] ムラカミ　ヒナタ [2] フクイ　アヤノ [1] セコ　ハヅキ [2] ハブ　カンナ [1] オオガワラ　ヒイロ [2] スズキ　コナ

17228 村上 陽(2) 17248 福井 絢乃(1) 20302 世古 葉月(1) 20311 土生 栞奈(1) 17064 大河原 陽彩(2) 17010 鈴木 湖奈(1)

[3] タケマツ　ミユ [4] タテカワ　ナナ [3] ハヤシ　リンカ [4] ヤマガタ　アサ [3] トダ　ヒナタ [4] ツジト　ノドカ

17243 竹松 美結(1) 17223 立川 七菜(2) 20300 林 凛香(2) 20308 山形 安紗(1) 17014 戸田 陽向(1) 17062 辻戸 のどか(2)

7
タダ

8
タチバナ

多田 56.88 立花 57.10
[1] オオツキ　ユウナ [2] ヤダ　マリエ [1] モリカワ　カホ [2] エンドウ　サキ

18075 大槻 優和(2) 18070 矢田 茉梨江(2) 11105 森川 夏帆(1) 11101 遠藤 沙希(1)

[3] ムラカミ　ナナカ [4] サイトウ　アイカ [3] ミヤカワ　カノン [4] コバヤシ　アイ

18073 村上 菜々花(2) 18072 齊藤 愛花(2) 11170 宮川 果音(2) 11102 小林 あい(1)

11組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
タツノヒガシ

2
オオツ

3
ダイハクショ

龍野東 57.28 大津 57.29 大白書 57.33
[1] ヤギ　ユイ [2] オカ　ヒナコ [1] ミヤハラ　マホ [2] ハマサキ　レイリ [1] イワミ　カズハ [2] イワモト　コハル

51133 八木 結愛(2) 51131 岡 陽菜子(2) 46144 宮原 満帆(2) 46141 濵嵜 玲李(2) 40470 石見 和葉(2) 40475 岩本 小春(1)

[3] ハヤシ　ユウカ [4] カマタニ　アイ [3] ヨシカワ　ユア [4] コエヅカ　ユウ [3] バンバ　ユリ [4] イマイ　モエミ

51132 林 優花(2) 51130 鎌谷 愛(2) 46145 芳川 優空(2) 46156 肥塚 優(1) 40478 番場 結梨(1) 40469 今井 萌依美(2)

4
マスイ

5
クロダショウ

6
トウコウ

増位 57.35 黒田庄 57.51 東光 57.95
[1] カワタ　リノン [2] シモダ　ミユウ [1] ヤマモト　ジュリ [2] フジイ　キラ [1] クラシタ　レイノ [2] ナカタ　リノハ

40180 川田 璃音(2) 40181 下田 桜優(2) 39187 山本 樹里(1) 39188 藤井 稀羅(1) 40551 藏下 黎乃(2) 40555 仲田 梨華(2)

[3] ヒラオカ　アズ [4] ナカオ　アズサ [3] タケウチ　クウ [4] アオヤマ　キサ [3] フジオ　シンアイ [4] マツシタ　サキ

40187 平岡 侑寿(2) 40184 中尾 梓(2) 39184 竹内 來優(1) 39181 青山 希咲(1) 40557 藤尾 星愛(2) 40565 松下 彩姫(1)

7
ハサマ

8
フクダ

狭間 58.75 福田 58.93
[1] アライ　ルカ [2] ナカノ　ユウリ [1] ヤマモト　カリン [2] シミズ　リオ

60532 新井 琉加(2) 60501 中野 由梨(1) 26424 山本 花凜(1) 26419 清水 梨桜(2)

[3] シミズ　アンリ [4] ハラダ　マコ [3] カトウ　サエリ [4] ワカバヤシ　ハルカ

60503 志水 杏吏(1) 60533 原田 眞子(2) 26417 加藤 冴理(2) 26425 若林 春夏(1)
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 六角　光昭
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

１．２年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

12組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
マサゴ

2
オシベダニ

3
ニシノミヤハマギム

真砂 55.56 押部谷 55.99 西宮浜義務 56.74
[1] タモト　ミサ [2] イハラ　セナ [1] スギシタ　アンリ [2] サイカイ　ミズキ [1] モリカワ　レナ [2] タカシマ　ユウ

14488 田本 光咲(2) 14490 伊原 世奈(2) 27504 杉下 杏凜(2) 27510 西海 瑞葵(1) 12727 森川 鈴菜(2) 12733 高島 由羽(1)

[3] スギヤマ　サイ [4] ハヤシ　ユウア [3] ナカムラ　ホノカ [4] チバ　ハルカ [3] イノウエ　リン [4] モミヤマ　アヤナ

14412 杉山 さい(1) 14494 林 悠愛(2) 27512 中村 優花(1) 27503 千葉 遙(2) 12732 井上 凜(1) 12731 籾山 絢菜(1)

4
オオハラ

5
セイシン

6
ハゼタニ

大原 57.36 西神 57.63 櫨谷 57.99
[1] ナカノ　ユヅキ [2] ヤマダ　マオ [1] カワシマ　モナ [2] ハナヤマ　ヒヨリ [1] オオモリ　ココロ [2] コクボ　ユエラ

29175 中野 悠月(2) 29176 山田 麻央(2) 29417 川島 百来(2) 29406 花山 陽葉里(1) 27349 大森 こころ(2) 27350 小久保 優蕾(2)

[3] ナカノ　サヤハ [4] タナカ　ユラ [3] タワラモト　ユイナ [4] スドウ　サクラ [3] ワタナベ　リナ [4] ハナノ　ナナミ

29182 中野 沙華(1) 29173 田中 ゆら(2) 29404 俵本 結菜(1) 29418 須藤 咲愛(2) 27356 渡部 里菜(1) 27351 花野 七海(2)

7
スハマ ウエノ

洲浜 58.28 上野 DNS
[1] ナカムラ　ミユ [2] カワサキ　ミナ [1] ミウラ　アカリ [2] サカタ　ハル

70016 中村 心優(1) 70015 河崎 未奈(1) 21102 三浦 あかり(1) 21104 坂田 はる(1)

[3] キムラ　コハル [4] ヒラヤマ　アイリ [3] ヤギ　ココア [4] ストックトン　メイ

70014 木村 こはる(2) 70017 平山 愛琳(1) 21101 八木 心彩(1) 21100 ストックトン 愛以(1)

13組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
タカクラ

2
アコウヒガシ

3
ミナトガワ

高倉 56.22 赤穂東 56.24 湊川 57.52
[1] ホンダ　レイア [2] マルイ　メイ [1] オガワ　マイミ [2] ウオズミ　メイ [1] アサヌマ　ホナミ [2] ナカツル　アグリ

25342 本田 鈴愛(1) 25312 圓井 芽依(2) 50685 小川 苺実(2) 50683 魚住 芽生(2) 22361 淺沼 穂奈美(2) 22360 中津留 あぐり(2)

[3] ヤマモト　リオナ [4] ハラダ　セト [3] マツモト　ナナコ [4] ウジベ　ヒナタ [3] タカヤマ　リナ [4] マツダ　メイ

25345 山本 莉緒奈(1) 25311 原田 世都(2) 50680 松本 七虹(2) 50684 氏部 ひなた(2) 22366 高山 莉波(1) 22371 松田 芽依(1)

4
イマヅ

5
オオクラ トヨトミショウチュウ

今津 59.21 大蔵 1:00.34 豊富小中 DNS
[1] マツモト　マミ [2] ホンダ　ミユウ [1] タケザワ　ユメ [2] マツシタ　サチカ

13702 松本 真実(2) 13700 本田 実優(2) 31221 竹澤 結愛(1) 31228 松下 幸花(1)

[3] スエザワ　チヒロ [4] マスダ　マコ [3] ナガノ　リン [4] タチバナ　ミサ

13701 末澤 千尋(2) 13710 増田 真心(1) 31226 永野 凜(1) 31211 橘 未紗(2)

クラクエン ヤマグチ

苦楽園 DNS 山口 DNS

14組

順位 所属 記録 順位 所属 記録 順位 所属 記録

1
タイサンジ

2
イナミ

3
アボシ

太山寺 52.67 稲美 54.22 網干 55.25
[1] ナカモト　ソラナ [2] ヤマモト　サヤ [1] タキモト　リンカ [2] サカモト　アイ [1] マツダ　コハル [2] ナガヤス　マナミ

28160 中本 空菜(2) 28170 山本 紗也(2) 39427 滝本 鈴夏(2) 39426 坂元 愛(2) 41418 松田 心春(2) 41456 長安 愛海(1)

[3] カヤマ　モモハ [4] コウダマ　イチカ [3] アカギ　ココロ [4] ミズノ　ケイ [3] コハリ　ハナ [4] モトイ　ユウナ

28178 香山 百葉(2) 28172 幸玉 いちか(2) 39401 赤木 こころ(1) 39421 水野 恵依(2) 41422 小張 華奈(2) 41419 本井 佑奈(2)

4
ジユウガオカ

5
タルミ

6
イカワダニ

自由が丘 56.20 垂水 56.22 伊川谷 56.60
[1] ウダ　ホノカ [2] ツオ　ナツキ [1] マエダ　ワカナ [2] クジメ　サキ [1] ヤマウチ　イツキ [2] オカダ　リナ

35539 宇田 暖乃香(2) 35540 津尾 菜月(2) 26535 前田 和奏(2) 26533 久次米 咲季(2) 27267 山内 樹(1) 27260 岡田 莉奈(1)

[3] スミヨシ　セイナ [4] ムラオカ　サユキ [3] ヒロイ　ルルナ [4] ナカニシ　ミウ [3] オカダ　ミク [4] ナダ　アヤカ

35533 住吉 聖菜(2) 35538 村岡 紗祐希(2) 26538 廣井 琉月(2) 26534 仲西 未羽(2) 27261 岡田 美紅(1) 27265 灘 彩夏(1)

7
カミ

8
カミゴオリ

加美 57.27 上郡 57.71
[1] タナカ　アヤネ [2] ナカムラ　サナ [1] フカザワ　メイ [2] カワハラ　ハヅキ

38903 田中 綾音(2) 38904 中村 紗菜(2) 51064 深澤 萌生(2) 51061 川原 はづき(2)

[3] マツイ　ハナエ [4] カミゴオリ　マオ [3] カナイ　マイム [4] ハマダ　ルキア

38906 松井 花衣(1) 38905 上郡 真緒(1) 51072 金居 舞夢(1) 51079 濵田 琉希彩(1)

DNS:欠場  DNF:途中棄権  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  

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部



種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 12:40 

1.66 井上紗耶加 （神戸･北神戸） 2015 神戸総合

〈〈 決勝 〉〉
|1.30|1.35|1.40|1.45|1.50|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |1.53|1.56|1.59|1.62|     
イノウエ　ナギサ キタコウベ |-   |-   |-   |o   |o   |

1 24150 井上　凪紗 2 北神戸 1-3 1.59 |o   |o   |o   |xxx |     
マスモト　アヤナ ハマノミヤ |o   |o   |o   |o   |o   |

2 33438 升元　絢菜 2 浜の宮 1-9 1.56 |o   |xo  |xxx |          
タナカ　トウコ ニッシン |o   |o   |o   |xo  |xxx |

3 10380 田中　冬子 2 日新 1-8 1.45                           
ヤマダ　マオ オオハラ |-   |o   |xxo |xo  |xxx |

4 29176 山田　麻央 2 大原 1-2 1.45                           
タケノウチ　ヒヨリ アリノ |o   |o   |o   |xxx |     

5 29204 竹ノ内　陽莉 2 有野 1-4 1.40                           
ウメガキ　ハナ ヒカミ |o   |o   |xxx |          

6 64452 梅垣　花菜 2 氷上 1-6 1.35                           
マツダ　ユア ヤマテダイ |-   |o   |xxx |          

6 17329 松田　結愛 2 山手台 1-11 1.35                           
コウジタニ　ユウ ヒオカ |xo  |xo  |xxx |          

8 32931 糀谷　優 2 氷丘 1-10 1.35                           
イケウチ　アユミ ヒメジナダ |o   |xxo |xxx |          

9 40900 池内　歩美 2 姫路灘 1-5 1.35                           
タナカ　サキ ホウバイ |o   |xxx |               

10 16209 田中　咲妃 2 宝梅 1-1 1.30                           
ホリサワ　ツグミ サンダガクエン |o   |xxx |               

10 60105 堀澤　承未 2 三田学園 1-7 1.30                           
アカホリ　ユヅキ タイセイ |o   |xxx |               

10 11523 赤堀　佑月 2 大成 1-12 1.30                           

o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
2021/09/ 26 13:45:47
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

マツオカ　マナナ カコガワチュウブ   -0.6  -0.6  +2.5  -0.1        -1.4 

1 33160 松岡　愛菜 2 加古川中部 1-11 w5.20 (+2.5)  公認:5.19(-0.6) | 4.86| 5.19| 5.20| 5.04|    x| 5.07|

オカ　アオイ ホウジョウ         +1.8  +0.6  -0.5        -2.7 

2 37520 岡　蒼依 1 北条 1-14 4.91 (+0.6) |    x| 4.89| 4.91| 4.73|    x| 4.61|

オクムラ　アヤカ イブキダイ   +1.2  -0.5  +0.2  -0.2  +0.7  +0.4 

3 29645 奥村　彩加 2 井吹台 1-6 4.87 (+0.2) | 4.70| 4.53| 4.87| 4.75| 4.77| 4.86|

タニ　ユアン コウヨウ    0.0  -1.0        +0.1  +0.4       

4 20061 谷　優杏 2 向洋 1-3 4.87 (+0.4) | 4.83| 4.51|    x| 4.85| 4.87|    x|

スズキ　コトミ コウリョウ   -0.8  -0.9  +0.7  +0.2  -0.5  -0.4 

5 13212 鈴木　琴水 2 甲陵 1-12 4.85 (-0.4) | 4.47| 4.55| 4.67| 4.34| 4.82| 4.85|

マジマ　モエカ ハマノミヤ   -0.4  -0.8  +0.4   0.0  +0.4  +1.8 

6 33427 間嶋　萌花 2 浜の宮 1-13 4.84 (+0.4) | 4.69| 4.64| 4.84| 4.52| 4.70| 4.65|

コニシ　アユミ リョウナン   +1.1  -1.5  +1.4  +0.4  -1.3  -0.1 

7 33943 小西　亜由弓 2 陵南 1-1 4.72 (+1.1) | 4.72| 4.45| 4.46| 4.38| 4.60| 4.67|

イケガミ　キヨリ ハマワキ         -0.4  -0.2  -0.2        -0.9 

8 12857 池上　嬉和 2 浜脇 1-7 4.64 (-0.2) |    x| 4.40| 4.64| 4.38|    x| 4.42|

フクダ　ユナ カイバラ   -0.2                               

9 64147 福田　結菜 2 柏原 1-5 4.64 (-0.2) | 4.64|    x|    x|     |     |     |

ヤマノ　マオ リョウソウ    0.0  +0.1  +0.7                   

10 33638 山野　麻緒 1 両荘 1-10 4.62 (+0.7) | 4.47| 4.60| 4.62|     |     |     |

カジタ　カイリ ゴシキ   +0.9  -0.2  -0.1                   

11 74023 梶田　浬 2 五色 1-2 4.61 (-0.2) | 4.49| 4.61| 4.44|     |     |     |

カネツク　サナ オノミナミ   +0.1  -0.7                         

12 37002 鐘撞　紗楠 2 小野南 1-8 4.53 (+0.1) | 4.53| 4.13|    x|     |     |     |

イムラ　アヤミ ノノイケ   +0.3  -0.4  -0.7                   

13 31403 井村　綾実 2 野々池 1-9 4.51 (+0.3) | 4.51| 4.27| 4.23|     |     |     |

タイ　リナ ヒオカ               +2.5                   

14 32934 田井　里奈 2 氷丘 1-15 w4.41 (+2.5) |    x|    x| 4.41|     |     |     |

ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ               +1.2                   

15 33092 長谷川　茜音 2 加古川山手 1-4 4.21 (+1.2) |    x|    x| 4.21|     |     |     |

w:追風参考  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:53:27
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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  9:30 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ハセガワ　ユウ シカタ                                      

1 33801 長谷川　有 2 志方 1-1 11.34 |11.34|    x| 9.90|10.94|10.58|10.73|

コミナミ　ユイ ヒラノ                                      

2 27822 小南　結 2 平野 1-5 10.09 | 9.04|10.09|10.08|    -|    -|    -|

ヤマダ　ユキナ シカタ                                      

3 33802 山田　幸奈 2 志方 1-3 9.98 | 9.98| 9.72| 9.92| 9.62| 9.79|    x|

ナガタ　ヒナタ マスイ                                      

4 40185 永田　陽菜乃 2 増位 1-4 9.83 | 9.83| 9.44| 9.63| 9.77| 9.43| 8.79|

ヤスイ　リオ ハマノミヤ                                      

5 33432 安井　理央 2 浜の宮 1-2 9.75 | 8.86| 9.70| 9.15| 9.15| 9.07| 9.75|

スギノ　ミカ イブキダイ                                      

6 29635 杉野　美香 2 井吹台 1-6 9.45 | 9.41| 9.45| 8.90| 8.29| 8.31|    x|

x:無効試技  -:パス  
2021/09/ 26 11:12:04
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25  9:15 

〈〈 決勝 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ハセガワ　ユウ シカタ                                      

1 33801 長谷川　有 2 志方 1-1 28.07 |    x|28.07|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|

ヤスイ　リオ ハマノミヤ                                      

2 33432 安井　理央 2 浜の宮 1-5 26.03 |    o|26.03|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|

トクオカ　ミオナ アオガキ                                      

3 64855 徳岡　澪奈 2 青垣 1-2 25.14 |    o|24.97|   ↓|25.14|   ↓|    x|

ナガタ　マイア イチジマ                                      

4 65311 永田　まいあ 2 市島 1-3 24.88 |    o|    o|24.88|   ↓|   ↓|   ↓|

ナガタ　ヒナタ マスイ                                      

5 40185 永田　陽菜乃 2 増位 1-6 23.98 |23.11|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|23.98|

クスモト　レンゲ カコガワヤマテ                                      

6 33091 楠本　れんげ 2 加古川山手 1-10 23.81 |    o|    o|23.81|   ↓|   ↓|   ↓|

オカダ　ライム ヒロハタ                                      

7 41345 岡田　来生夢 2 広畑 1-9 23.07 |23.07|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|   ↓|

アオキ　ユウカ ハマワキ                                      

8 12856 青木　優香 2 浜脇 1-4 22.86 |    o|22.86|    x|    x|    x|    x|

ニシマツ　ココハ ヒメジナダ                                      

9 40911 西松　心花 2 姫路灘 1-7 22.13 |    o|22.13|   ↓|     |     |     |

カドヤ　ミサト ボウカイ                                      

10 31593 角谷　美怜 2 望海 1-11 22.11 |22.11|   ↓|   ↓|     |     |     |

タニグチ　リノア ノノイケ                                      

11 31407 谷口　里有 2 野々池 1-8 22.10 |    o|22.10|   ↓|     |     |     |

ヤマシタ　アイリ ソノダ                                      

12 11372 山下　愛梨 2 園田 1-12 20.87 |    o|    o|20.87|     |     |     |

タチバナ　ミサ オオクラ                                      

13 31211 橘　未紗 2 大蔵 1-13 20.39 |    o|    x|20.39|     |     |     |

x:無効試技  o:有効試技  
2021/09/ 26 09:53:33
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  P  1  

種目 １．２年 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/9/25 審判長 田邉　幸広

競技会名 第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 競技場名 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟・(一財)兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会 [28] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考

5 24150
イノウエ　ナギサ キタコウベ 14.94 (+1.4) 1.60 7.36 26.68 (-1.5)

2683 1
井上　凪紗(2) 北神戸 850[850] 736[1586] 358[1944] 739[2683]

6 42426
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 14.68 (+1.4) 1.45 8.95 27.27 (-1.5)

2601 2
宮内　綾花(2) 福崎西 884[884] 566[1450] 461[1911] 690[2601]

15 33438
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 16.45 (+1.7) 1.57 8.50 29.41 (-1.5)

2317 3
升元　絢菜(2) 浜の宮 660[660] 701[1361] 432[1793] 524[2317]

3 64143
ナカムラ　メイ カイバラ 15.59 (+1.4) 1.40 8.03 28.31 (-1.5)

2285 4
中村　芽生(2) 柏原 765[765] 512[1277] 401[1678] 607[2285]

4 12291
ハマキ　アズサ ムコヒガシ 15.52 (+1.4) 1.40 6.69 28.18 (-1.5)

2218 5
浜木　梓(2) 武庫東 774[774] 512[1286] 315[1601] 617[2218]

7 28169
モリ　チヒロ タイサンジ 15.74 (+1.4) 1.40 7.03 28.56 (-1.5)

2182 6
森　千裕(2) 太山寺 746[746] 512[1258] 337[1595] 587[2182]

11 64452
ウメガキ　ハナ ヒカミ 17.31 (+1.7) 1.48 8.53 29.40 (-1.5)

2120 7
梅垣　花菜(2) 氷上 562[562] 599[1161] 434[1595] 525[2120]

13 29173
タナカ　ユラ オオハラ 16.34 (+1.7) 1.35 7.80 28.85 (-1.5)

2084 8
田中　ゆら(2) 大原 673[673] 460[1133] 386[1519] 565[2084]

18 24157
キモト　ユキノ キタコウベ 16.72 (+1.7) 1.35 7.71 29.35 (-1.5)

1997 9
木元　雪乃(2) 北神戸 628[628] 460[1088] 381[1469] 528[1997]

8 13538
アオキ　カリン カワラギ 16.39 (+1.4) 1.30 5.44 27.55 (+0.9)

1979 10
青木　花梨(2) 瓦木 667[667] 409[1076] 236[1312] 667[1979]

9 31406
タカス　フウコ ノノイケ 16.28 (+1.4) 1.30 6.92 28.92 (+0.9)

1979 10
髙巣　楓子(2) 野々池 680[680] 409[1089] 330[1419] 560[1979]

2 28178
カヤマ　モモハ タイサンジ 16.52 (+1.4) 1.25 7.45 28.51 (+0.9)

1966 12
香山　百葉(2) 太山寺 652[652] 359[1011] 364[1375] 591[1966]

1 34585
キシ　ヒナノ ニシワキ 17.16 (+1.4) 1.35 7.64 30.20 (+0.9)

1883 13
來住　ひなの(2) 西脇 579[579] 460[1039] 376[1415] 468[1883]

14 64142
ヤマシタ　メイビ カイバラ 16.72 (+1.7) 1.35 6.49 30.06 (+0.9)

1868 14
山下　萌妃(2) 柏原 628[628] 460[1088] 302[1390] 478[1868]

12 12985
ナカガワ　ユラ タイシャ 17.42 (+1.7) 1.25 7.69 28.89 (+0.9)

1850 15
中川　優来(2) 大社 550[550] 359[909] 379[1288] 562[1850]

17 33150
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 16.92 (+1.7) 1.25 6.38 28.78 (+0.9)

1831 16
石口　楓(2) 加古川中部 606[606] 359[965] 295[1260] 571[1831]

10 40555
ナカタ　リノハ トウコウ 17.27 (+1.7) 1.25 7.68 29.52 (+0.9)

1820 17
仲田　梨華(2) 東光 566[566] 359[925] 379[1304] 516[1820]

16 60605
シノザキ　コハル ケヤキダイ DNS DNS DNS DNS

- -
篠崎　心春(2) けやき台 -[-] -[-] -[-] -[-]

DNS:欠場  



リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 13:40 

24.9 岸上　理恵子 （東播・宝殿） 1992 ユニバー

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+0.9 m/s) 2組 (-1.5 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
アオキ　カリン カワラギ 667 イノウエ　ナギサ キタコウベ 739

1 13538 青木　花梨(2) 瓦木 27.55 1 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 26.68
カヤマ　モモハ タイサンジ 591 ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 690

2 28178 香山　百葉(2) 太山寺 28.51 2 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 27.27
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 571 ハマキ　アズサ ムコヒガシ 617

3 33150 石口　楓(2) 加古川中部 28.78 3 12291 浜木　梓(2) 武庫東 28.18
ナカガワ　ユラ タイシャ 562 ナカムラ　メイ カイバラ 607

4 12985 中川　優来(2) 大社 28.89 4 64143 中村　芽生(2) 柏原 28.31
タカス　フウコ ノノイケ 560 モリ　チヒロ タイサンジ 587

5 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 28.92 5 28169 森　千裕(2) 太山寺 28.56
ナカタ　リノハ トウコウ 516 タナカ　ユラ オオハラ 565

6 40555 仲田　梨華(2) 東光 29.52 6 29173 田中　ゆら(2) 大原 28.85
ヤマシタ　メイビ カイバラ 478 キモト　ユキノ キタコウベ 528

7 64142 山下　萌妃(2) 柏原 30.06 7 24157 木元　雪乃(2) 北神戸 29.35
キシ　ヒナノ ニシワキ 468 ウメガキ　ハナ ヒカミ 525

8 34585 來住　ひなの(2) 西脇 30.20 8 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 29.40
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 524

9 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 29.41
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リザルトリスト
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25  9:15 

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+1.4 m/s) 2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
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 884 タナカ　ユラ オオハラ 673

1 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 14.68 1 29173 田中　ゆら(2) 大原 16.34
イノウエ　ナギサ キタコウベ 850 マスモト　アヤナ ハマノミヤ 660

2 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 14.94 2 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 16.45
ハマキ　アズサ ムコヒガシ 774 ヤマシタ　メイビ カイバラ 628

3 12291 浜木　梓(2) 武庫東 15.52 3 64142 山下　萌妃(2) 柏原 16.72
ナカムラ　メイ カイバラ 765 キモト　ユキノ キタコウベ 628

4 64143 中村　芽生(2) 柏原 15.59 4 24157 木元　雪乃(2) 北神戸 16.72
モリ　チヒロ タイサンジ 746 イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 606

5 28169 森　千裕(2) 太山寺 15.74 5 33150 石口　楓(2) 加古川中部 16.92
タカス　フウコ ノノイケ 680 ナカタ　リノハ トウコウ 566

6 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 16.28 6 40555 仲田　梨華(2) 東光 17.27
アオキ　カリン カワラギ 667 ウメガキ　ハナ ヒカミ 562

7 13538 青木　花梨(2) 瓦木 16.39 7 64452 梅垣　花菜(2) 氷上 17.31
カヤマ　モモハ タイサンジ 652 ナカガワ　ユラ タイシャ 550

8 28178 香山　百葉(2) 太山寺 16.52 8 12985 中川　優来(2) 大社 17.42
キシ　ヒナノ ニシワキ 579 シノザキ　コハル ケヤキダイ -

9 34585 來住　ひなの(2) 西脇 17.16 60605 篠崎　心春(2) けやき台 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 26 09:52:18
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 10:25 

1.66 井上紗耶加 （神戸･北神戸） 2015 神戸総合

〈〈 四種競技 〉〉
|1.15|1.20|1.25|1.30|1.35|1.40|1.45|

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |1.48|1.51|1.54|1.57|1.60|1.63|     

イノウエ　ナギサ キタコウベ 736 |-   |-   |-   |-   |-   |-   |o   |

1 24150 井上　凪紗 2 北神戸 1-1 1.60 |o   |xo  |o   |xxo |o   |xxx |     

マスモト　アヤナ ハマノミヤ 701 |-   |-   |o   |o   |o   |o   |o   |

2 33438 升元　絢菜 2 浜の宮 2-8 1.57 |o   |o   |o   |o   |xxx |          

ウメガキ　ハナ ヒカミ 599 |-   |-   |-   |o   |o   |xo  |xxo |

3 64452 梅垣　花菜 2 氷上 1-5 1.48 |o   |xxx |                         

ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 566 |-   |-   |o   |o   |o   |o   |o   |

4 42426 宮内　綾花 2 福崎西 2-6 1.45 |xxx |                              

モリ　チヒロ タイサンジ 512 |o   |o   |o   |o   |xxo |o   |xxx |

5 28169 森　千裕 2 太山寺 2-7 1.40                                     

ハマキ　アズサ ムコヒガシ 512 |-   |-   |o   |o   |o   |xxo |xxr |

6 12291 浜木　梓 2 武庫東 1-9 1.40                                     

ナカムラ　メイ カイバラ 512 |-   |o   |o   |o   |o   |xxo |xxx |

6 64143 中村　芽生 2 柏原 2-1 1.40                                     

キシ　ヒナノ ニシワキ 460 |o   |o   |o   |o   |o   |xxx |     

8 34585 來住　ひなの 2 西脇 1-2 1.35                                     

キモト　ユキノ キタコウベ 460 |o   |o   |o   |xo  |o   |xxx |     

9 24157 木元　雪乃 2 北神戸 2-2 1.35                                     

ヤマシタ　メイビ カイバラ 460 |o   |o   |o   |o   |xo  |xxx |     

10 64142 山下　萌妃 2 柏原 1-3 1.35                                     

タナカ　ユラ オオハラ 460 |-   |-   |o   |o   |xo  |xxx |     

10 29173 田中　ゆら 2 大原 1-8 1.35                                     

タカス　フウコ ノノイケ 409 |o   |o   |o   |o   |xxx |          

12 31406 髙巣　楓子 2 野々池 1-7 1.30                                     

アオキ　カリン カワラギ 409 |o   |o   |o   |xxo |xr  |          

13 13538 青木　花梨 2 瓦木 2-4 1.30                                     

ナカタ　リノハ トウコウ 359 |o   |o   |o   |xxx |               

14 40555 仲田　梨華 2 東光 2-3 1.25                                     

ナカガワ　ユラ タイシャ 359 |o   |o   |o   |xxx |               

14 12985 中川　優来 2 大社 2-5 1.25                                     

カヤマ　モモハ タイサンジ 359 |o   |o   |o   |xxx |               

14 28178 香山　百葉 2 太山寺 2-9 1.25                                     

イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 359 |o   |o   |xxo |xxx |               

17 33150 石口　楓 2 加古川中部 1-4 1.25                                     

シノザキ　コハル ケヤキダイ -                                     

60605 篠崎　心春 2 けやき台 1-6 DNS                                     

DNS:欠場  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  r:試技放棄  
2021/09/ 26 09:53:41
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種目別全体結果表
第24回兵庫県中学校陸上競技新人大会[21283002] 審判長 田邉　幸広
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場[281080] 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 9/25 12:25 

〈〈 四種競技 〉〉

順位 Bibs 競技者名 学年 所属 組名・ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 461                                      

1 42426 宮内　綾花 2 福崎西 1-13 8.95 | 8.22| 8.95| 8.66|
ウメガキ　ハナ ヒカミ 434                                      

2 64452 梅垣　花菜 2 氷上 1-3 8.53 | 8.34|    x| 8.53|
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 432                                      

3 33438 升元　絢菜 2 浜の宮 1-12 8.50 | 8.06| 8.50| 8.46|
ナカムラ　メイ カイバラ 401                                      

4 64143 中村　芽生 2 柏原 1-4 8.03 | 8.03| 7.91| 7.97|
タナカ　ユラ オオハラ 386                                      

5 29173 田中　ゆら 2 大原 1-16 7.80 | 7.67| 7.80| 7.59|
キモト　ユキノ キタコウベ 381                                      

6 24157 木元　雪乃 2 北神戸 1-11 7.71 | 7.50| 6.79| 7.71|
ナカガワ　ユラ タイシャ 379                                      

7 12985 中川　優来 2 大社 1-10 7.69 | 7.68| 7.30| 7.69|
ナカタ　リノハ トウコウ 379                                      

8 40555 仲田　梨華 2 東光 1-18 7.68 | 6.46| 6.56| 7.68|
キシ　ヒナノ ニシワキ 376                                      

9 34585 來住　ひなの 2 西脇 1-15 7.64 | 6.76| 7.64| 7.08|
カヤマ　モモハ タイサンジ 364                                      

10 28178 香山　百葉 2 太山寺 1-17 7.45 | 7.45| 7.11| 5.07|
イノウエ　ナギサ キタコウベ 358                                      

11 24150 井上　凪紗 2 北神戸 1-7 7.36 | 7.02| 6.80| 7.36|
モリ　チヒロ タイサンジ 337                                      

12 28169 森　千裕 2 太山寺 1-9 7.03 | 7.03| 6.93| 7.03|
タカス　フウコ ノノイケ 330                                      

13 31406 髙巣　楓子 2 野々池 1-2 6.92 | 6.13| 6.92| 6.32|
ハマキ　アズサ ムコヒガシ 315                                      

14 12291 浜木　梓 2 武庫東 1-5 6.69 | 5.79| 6.69| 6.57|
ヤマシタ　メイビ カイバラ 302                                      

15 64142 山下　萌妃 2 柏原 1-6 6.49 | 6.42| 6.05| 6.49|
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ 295                                      

16 33150 石口　楓 2 加古川中部 1-8 6.38 | 6.17| 6.10| 6.38|
アオキ　カリン カワラギ 236                                      

17 13538 青木　花梨 2 瓦木 1-14 5.44 | 3.92| 5.44| 5.36|
シノザキ　コハル ケヤキダイ -                                      

60605 篠崎　心春 2 けやき台 1-1 DNS |     |     |     |

DNS:欠場  x:無効試技  
2021/09/ 26 09:53:59
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