


順 予準決

１ 9:00 女子 共 通 ５組 全員計時 8:45 8:50

２ 9:20 男子 共 通 ５組 全員計時 9:05 9:10

３ 9:50 男子 １ 年 １５００ｍ 予 選 ２組 ４着＋４ 9:35 9:40

４ 10:05 男子 共 通 １５００ｍ 予 選 ２組 ４着＋４ 9:50 9:55

５ 10:20 女子 共 通 １５００ｍ 予 選 ２組 ４着＋４ 10:05 10:10

６ 10:40 女子 ２ 年 １００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 10:25 10:30

７ 10:55 男子 ２ 年 １００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 10:40 10:45

８ 11:10 女子 ３ 年 １００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 10:55 11:00

９ 11:25 男子 ３ 年 １００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 11:10 11:15

10 11:45 男子 共 通 ４００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 11:30 11:35

11 12:00 女子 低学年 ４×１００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 11:45 11:50

12 12:20 男子 低学年 ４×１００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 12:05 12:10

13 12:50 女子 ３ 年 １００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 12:35 12:40

14 13:00 男子 ３ 年 １００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 12:45 12:50

15 13:10 女子 ２ 年 １００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 12:55 13:00

16 13:20 男子 ２ 年 １００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 13:05 13:10

17 13:40 男子 １ 年 １５００ｍ 決 勝 13:25 13:30

18 13:50 男子 共 通 １５００ｍ 決 勝 13:35 13:40

19 14:00 女子 共 通 １５００ｍ 決 勝 13:45 13:50

20 14:20 女子 ３ 年 １００ｍ 決 勝 14:05 14:10

21 14:25 男子 ３ 年 １００ｍ 決 勝 14:10 14:15

22 14:30 女子 ２ 年 １００ｍ 決 勝 14:15 14:20

23 14:35 男子 ２ 年 １００ｍ 決 勝 14:20 14:25

24 14:45 男子 共 通 ４００ｍ 決 勝 14:30 14:35

25 14:50 女子 共 通 ５組 全員計時 14:35 14:40

26 15:10 男子 共 通 ５組 全員計時 14:55 15:00

27 15:30 女子 低学年 ４×１００ｍ 決 勝 15:15 15:20

28 15:35 男子 低学年 ４×１００ｍ 決 勝 15:20 15:25

1 9:30 男子 共 通 走　幅　跳 予 選 Ａ・Ｂピット 9:05 9:10

２ 11:00 女子 共 通 Ａ・Ｂピット 10:35 10:40

３ 11:00 女子 共 通 走　幅　跳 予 選 Ａ・Ｂピット 10:35 10:40

４ 12:20 男子 共 通 Ａ・Ｂピット 11:55 12:00

５ 12:30 男子 共 通 走　幅　跳 決 勝 Ａピット 12:05 12:10

６ 14:15 女子 共 通 走　幅　跳 決 勝 Ａピット 13:50 13:55

１ 9:00 女子 共 通 円　盤　投 決 勝 8:35 8:40

２ 10:40 男子 共 通 Ａ・Ｂピット 10:15 10:20

３ 12:00 男子 共 通 円　盤　投 決 勝 11:35 11:40

４ 13:30 女子 共 通 Ａ・Ｂピット  13:05 13:10
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順 予準決

１ 9:00 女子 共 通 ４×１００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 8:45 8:50

２ 9:20 男子 共 通 ４×１００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 9:05 9:10

３ 9:40 男子 共 通 ３０００ｍ 予 選 ２組 ６着＋４ 9:25 9:30

４ 10:05 女子 共 通 ８００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 9:50 9:55

５ 10:25 男子 共 通 ８００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 10:10 10:15

６ 10:45 女子 １ 年 ８００ｍ 予 選 ５組 タイムレース 10:30 10:35

７ 11:10 女子 共 通 ２００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 10:55 11:00

８ 11:25 男子 共 通 ２００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 11:10 11:15

９ 11:40 女子 共 通 １００ｍＨ 予 選 ５組 ２着＋６ 11:25 11:30

10 12:05 男子 共 通 １１０ｍＨ 予 選 ５組 ２着＋６ 11:50 11:55

11 12:25 女子 １ 年 １００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 12:10 12:15

12 12:40 男子 １ 年 １００ｍ 予 選 ５組 ２着＋６ 12:25 12:30

13 13:20 女子 共 通 ２００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 13:05 13:10

14 13:30 男子 共 通 ２００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 13:15 13:20

15 13:45 男子 共 通 １１０ｍＨ 準決勝 ２組 ３着＋２ 13:30 13:35

16 14:00 女子 共 通 １００ｍＨ 準決勝 ２組 ３着＋２ 13:45 13:50

17 14:15 女子 １ 年 １００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 14:00 14:05

18 14:25 男子 １ 年 １００ｍ 準決勝 ２組 ３着＋２ 14:10 14:15

19 14:35 女子 共 通 ８００ｍ 決 勝 14:20 14:25

20 14:40 男子 共 通 ８００ｍ 決 勝 14:25 14:30

21 14:45 女子 １ 年 ８００ｍ 決 勝 14:30 14:35

22 14:55 女子 共 通 ２００ｍ 決 勝 14:40 14:45

23 15:00 男子 共 通 ２００ｍ 決 勝 14:45 14:50

24 15:15 女子 共 通 １００ｍＨ 決 勝 15:00 15:05

25 15:25 男子 共 通 １１０ｍＨ 決 勝 15:10 15:15

26 15:40 女子 １ 年 １００ｍ 決 勝 15:25 15:30

27 15:45 男子 １ 年 １００ｍ 決 勝 15:30 15:35

28 15:55 男子 共 通 ３０００ｍ 決 勝 15:40 15:45

29 16:10 女子 共 通 ４×１００ｍ 決 勝 15:55 16:00

30 16:15 男子 共 通 ４×１００ｍ 決 勝 16:00 16:05

１ 10:00 女子 共 通 走　高　跳 決 勝 Ａピット 9:35 9:40

２ 11:00 男子 共 通 棒　高　跳 決 勝 Ａピット 10:00 10:20

３ 13:00 男子 共 通 走　高　跳 決 勝 Ａピット 12:35 12:40

４ 13:30 男子 共 通 三　段　跳 決 勝 Ｃピット 13:05 13:10

１ 9:30 男子 共 通 砲　丸　投 予 選 Ａ・Ｂピット 9:05 9:10

２ 11:00 女子 共 通 砲　丸　投 予 選 Ａ・Ｂピット 10:35 10:40

３ 12:30 男子 共 通 砲　丸　投 決 勝 Ａピット 12:05 12:10

４ 14:00 女子 共 通 砲　丸　投 決 勝 Ａピット 13:35 13:40
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第２日目（７月２７日）

競技開始 競 技 種 目



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１５分前 競技開始１０分前 

フィールド競技 競技開始２５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（競技者係備え付け） 

を添えて申し出ること。（競技者係は、その旨を流しプロに記載し連携を図る） 

③リレーの招集は、予選・決勝ともに４人そろって点呼を受けること。ただし、他種目と重なるなどのため、 

点呼が受けられない場合は、（２）②に従いその旨を事前に申し出て許可を得ておくこと。 

④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。 

   ⑤四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。 

   ⑥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〕 

 

３．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 

 

４．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０．０ 

０１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）リレー競技を行う場合、競技者は大きさが最大50mm×40mm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〕 



（７）リレー競技のリレー・チームの編成は、各ラウンドの第１組目の招集完了時刻の１時間前（その時間までに競 

技者が招集所にいなければならない時刻）までに正式に申告しなければならない。        〔TR24.11〕 

（８）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。 

（９）競技者に対する助力については、TR6.2に気をつけること。 

（10）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。 

（11）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〕 

（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〕 

５．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。 

 

６．フィールドの予選について 

（１）男女の走幅跳と砲丸投については、予選を行い、上位12名を決勝進出者とする。 

同記録の競技者は〔TR25.22〕および〔TR26.8〕を適用する。 

（２）以下の種目においては計測基準記録を設けるが、天候・その他の都合で変更することもある。 

※上記の記録を計測基準記録とし、記録に達しない場合は計測しないことがある。 

尚、計測基準記録は、天候・その他の都合で変更することがある。 

 

７．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 1m55 1m60 ～ 1m85   5㎝ ずつ  1m88以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m35 1m40 ～ 1m45   5㎝ ずつ  1m48以上  3㎝ ずつ 

棒 高 跳 男 子 2m40 2m60 ～ 3m20  20㎝ ずつ  3m70以上 10㎝ ずつ 

四種競技 

（走 高 跳） 

男 子 
1m55 

1m40 
1m45 ～ 1m65   5㎝ ずつ  1m68以上  3㎝ ずつ 

女 子 
1m15 

1m35 
1m20 ～ 1m40   5㎝ ずつ  1m43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〕 

８．用器具について 

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。 

 走 幅 跳 三 段 跳 砲 丸 投 円 盤 投 

男子 ５ｍ７０ １１ｍ５０ １０ｍ００ ３０ｍ００ 

女子 ４ｍ６０  １０ｍ００ ２５ｍ００ 



 

 

９．表彰について 

（１）各種目３位までの入賞者の学校の顧問は、中央ロビーの表彰係へ賞状を受け取りに来ること。（表彰式は行わない） 

（２）入賞者の得点は、１位８点、２位７点 ～ ７位２点、８位１点とする。 

（３）男子・女子総合優勝校に、それぞれ賞状・優勝杯・優勝楯を、２位・３位校に賞状を授与する。 

 

10．ウォーミングアップについて  

（１）補助競技場のみとし、駐車場・芝生広場での練習は一切禁止する。 

（２）ウォーミングアップにおいて付き添いは行わず、個別で行うこと。（新型コロナウイルス感染防止対策） 

（３）選手以外の補助競技場の利用はできない。 

（４）ハードル練習については、開門時刻 ～ ８：１５までとする。 

    ※個人のハードルの持ち込みは禁止する。また、競技場周辺でのハードル練習は一切禁止する。 

（５）投擲練習について 

補助競技場の間に設ける投擲練習場で行い、次の決められた時間帯で行うこと。また、メディシンボールのみ 

とし、練習できるのは出場選手に限る。※投げる方向は練習会場係の指示に従うこと。 

 

11．競技場使用について 

（１）ADカードをつけていない者は、競技場および補助競技場に立ち入ることができない。 

（２）待機場所は、メインスタンドとメインスタンド裏(2F)、競技場外周については、各地区に区分けされた場所を 

使用すること。ただし、テープで仕切る・シートを張る等のチームとしての場所取りは禁止する。芝生スタン 

ドおよび、公園内の地区割していない場所は使用してもよい。 

（３）待機場所では、必ずマスクを着用し、スタンド席は必ず１席以上空けて使用すること。 

（４）本競技場での練習は、許可された時間帯以外は認めない。 

（５）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、声を出しての応援は禁止する。 

（６）選手・役員以外は競技場内に立ち入ることはできない。 

（７）本部前の通行は一切禁止する。スタンド内（建物内）通路に関しては、トイレと更衣室の利用時のみ可とする。 

（８）貴重品の管理は各自で責任を持って行い、ゴミは各校で持って持ち帰ること。 

（９）待機場所では、必ずマスクの着用とソーシャルディスタンスを確保すること。 

（10）選手が競技場内にて、携帯電話・スマートフォン等の電子機器の使用・撮影を行わないこと。 

 

12．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北門から芝生スタンドを利用し競技場所に行くこと。 

（２）トラック競技を終了した者は、芝生スタンドを利用して北門より退場すること。その際に、競技の妨げにならな 

いようにすること。また、フィールド競技の競技者は、競技役員の指示に従って退場すること。 

（３）競技者は競技終了後、手指の消毒をすること。 

 

10．前日の競技場開放について 

  開放時間 １０：００ ～ １５：００（メイン競技場・補助競技場ともに全面開放する） 

  ただし、棒高跳・砲丸投・円盤投については次の時間内に限りメイン競技場を開放するので、 

それ以外の場所（補助競技場、駐車場など）での練習は一切禁止する。 

  【 棒高跳・投てき開放時間  １０：００ ～ １２：００ ・ １３：００ ～ １５：００ 】 

 



 

11．その他 

（１）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。 

（２）各校、ミーティングは行わないこととし、後日学校で行うこと。 

（３）競技場内・周辺ではルールやマナーを守ること。 

（４）主催者側でも消毒液等は準備するが、各自除菌グッズを持参し、適宜感染防止に努めること。 

（５）選手は招集時、また競技以外の場面では必ずマスクを着用すること。 

（６）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マーシャルが競技場内やその周辺を巡回する。注意に従わない場合は 

退場していただく場合がある。 

（７）リザルトはすべてWEBに掲載する。 

（８）競技を終えた者は、速やかに帰路につくこと。 

（９）各種目３位までに入賞した者は、８月６日（金）・７日（土）に開催される第70回近畿中学校総合体育大会陸上 

競技大会（於 神戸総合運動公園陸上競技場）の兵庫県代表として推薦するので、手続きを行い、指導者は大会 

終了後の打ち合わせに出席すること。なお、近畿大会は一人１種目の制限があるため、４位以下から繰り上がる 

場合もあるので、アナウンスの指示に従うこと。 

   また、打ち合わせに出席しない学校や参加手続きのない選手は、近畿大会出場の意志がないものとみなし、繰り 

上げの処置をとるので注意すること。 

（10）本大会は、第 48 回全日本中学校陸上競技選手権大会（８月１７日～２０日：茨城）の予選会でもあり、資格を

得た選手の顧問は、競技会終了後の全国大会出場者打ち合わせに出席し手続きすること。 

（11）競技会当日、午前６：００に兵庫県南部もしくは南東部に気象警報（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。 



１． 主 催 兵庫県中学校体育連盟　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　中播・西播地区各市町教育委員会

２． 後 援 （公財）兵庫県体育協会　　（株）神戸新聞社

３． 主 管 中播・西播地区中学校体育連盟　　兵庫県中学校体育連盟陸上競技部

４． 日 時 ２０２１年(令和３年)７月２６日（月）　午前　９時００分より

　　　　　　　　　　７月２７日（火）　午前　９時００分より

５． 場 所 加古川運動公園陸上競技場（281060）

住所：〒675-0047　加古川市西神吉町鼎１０５０　　TEL：（０７９）４３３－２６６２

交通：ＪＲ「宝殿」駅下車　神姫バス：加古川運動公園行き

　　　山陽自動車道「加古川北ＩＣ」から 15分

　　　加古川バイパス「加古川西ＩＣ」から ５分

６． 種 目 男子 １９種目　女子 １５種目　＜＊印の種目は１日目に実施予定＞

男　子 １年生： 　１００ｍ　　＊１５００ｍ

２年生： ＊１００ｍ

３年生： ＊１００ｍ

１・２年生： ＊４×１００ｍ（２年－１年－１年－２年）

共　通： 　２００ｍ　　＊４００ｍ　　　８００ｍ　　＊１５００ｍ　　　３０００ｍ

  １１０ｍＨ　　４×１００ｍ　　

　走高跳　　　棒高跳　　＊走幅跳　　三段跳　　砲丸投　　＊円盤投　　＊四種競技

女　子 １年生： 　１００ｍ　　８００ｍ

２年生： ＊１００ｍ

３年生： ＊１００ｍ

１・２年生： ＊４×１００ｍ（２年－１年－１年－２年）

共　通： 　２００ｍ　　　８００ｍ　　＊１５００ｍ　　　１００ｍＨ　　　４×１００ｍ

　走高跳　　＊走幅跳　　　砲丸投　　＊円盤投　　＊四種競技

７． 出 場 資 格 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生であること。

８． 出 場 制 限 （１）１種目につき 阪神・神戸・東播地区は６名以内

中播地区は４名以内

西播・丹有・淡路・但馬地区は３名以内　　総計３４名以内とする。

（２）１校１種目に２名以内とする。

（３）一人２種目以内とする。（但し、リレーは除く）

（４）リレー競技は同一種目１校１チームとする。

（５）低学年リレーと共通 ４×１００ｍの両方には出場できない。

（６）学年別種目は、該当学年の生徒に限る。

（７）共通種目は、全ての学年が出場できる。

９． 競 技 方 法 （１）２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会規定によって行なう。

（２）男女別学校対抗とする。

（３）トラック種目の走路順、フィールド種目の試技順は、プログラム記載上段よりとする。

（４）トラック種目は、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なう。

（５）４００ｍは予選、決勝とする。

（６）走高跳は、男子１ｍ60、女子１ｍ40、棒高跳は、2ｍ60より競技を開始する。

　　　他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。

２０２１年度（令和３年度）
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会（21283001）

第７３回  兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会
　　要　　項



（７）四種競技は、下記の順序で競技を行なう。

男 子 ②砲丸投 ③走高跳 ④４００ｍ

女 子 ②走高跳 ③砲丸投 ④２００ｍ

（８）四種競技の走高跳は、男子１ｍ45、女子１ｍ20より競技を開始する。

（９）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。

10． 表 彰 規 定 （１）総合：男女別学校対抗　優勝校に表彰状・優勝杯･優勝楯　２位・３位に表彰状を授与

（２）個人：リレーを含め、１位に表彰状・メダル　２位・３位に表彰状を授与

11． 申 込 方 法 ・兵庫中体連陸上競技部申し込み要領による。【アスリートランキング　ホームページを利用】

※出場種目の横に「申込記録」と「申込記録を出した大会名」を朱書きすること。

＊申し込み入力完了後、「申込印刷」で一覧表をプリントアウトする。(種目別一覧ではない)

＊代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。

※申込一覧表を２部（１部コピー）作成し提出する。

12． 申 込 締 切 ・プログラム編成会議に必着　： ７月２２日（木）　９時００分～ 場所：姫路市立山陽中学校

　※申込み期日を過ぎての問い合わせは、一切受け付けない。

13． 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、個人情報については

の 取 り 扱 　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ログラム編成及び

い に つ い て 　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。

14． そ の 他 （１）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。

（２）各種目３位までに入賞した者は、８月６日（金）・７日（土）に開催される、第70回近畿中学校総合

　　　体育大会陸上競技大会（於　兵庫県　神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）の兵庫県代表選手とし

　　　て推薦するので表彰時に手続きを行い、大会終了後の打ち合わせ会に指導者とともに出席すること。

　　　なお、近畿大会は、一人１種目の制限があるため、４位以下から繰り上がる場合もあるので、アナウ

　　　ンスの指示に従うこと。

　　　また、打ち合わせ会に出席しない学校や参加手続きのない選手は近畿大会出場の意志がないものとみ

　　　なし、繰り上げ出場の処置をとるので注意すること。

（３）本大会は、第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会（８月１７日～２０日：茨城）の予選会でもあ

　　　り、本大会終了後、全国大会出場に関する打ち合わせ会も合わせて行なうので、関係の指導者は出席

　　　すること。

（４）選手の参加については、十分な健康管理の上、学校長の承認を得ること。

（５）大会規定等については、プログラム記載の競技注意事項を熟読の上、円滑な競技運営ができるよう協

　　　力すること。

（６）関係者以外のカメラ、ビデオでの撮影を禁止とする。

　　　尚、場合によっては、目的、身分を確認することがある。

（７）競技中の事故に対しては、応急処置のみおこなう。大会期間中の事故の補償は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。出場者は保険証または、その写しを持参すること。

（８）競技会当日、午前６：００に兵庫県南部もしくは南東部に気象警報（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。

　※  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、次のアドレスとする。  http://www.haaa.jp/~tyuu/

本大会は、全日本中学校陸上競技選手権大会リレー種目の代表校選考大会とする。

①１１０ｍＨ

①１００ｍＨ

各地区の記録情報担当者で一括申込



日付 種目

橋詰　竜輝(3) 22.12 (+1.1) 川﨑　雄介(3) 22.26 (+1.1) 上治　大琉(3) 22.36 (+1.1) 佐々木　一朗(3) 22.77 (+1.1) 山本　玲慈(3) 22.81 (+1.1) 森高　智之(3) 22.87 (+1.1) 坪田　偉吹(3) 22.91 (+1.1) 川上　聖空(3) 23.00 (+1.1)

加美 ZEN 山陽 ZEN 豊岡南 ZEN 港島学園 渚 龍野東 太子東 青雲

辻本　滉貴(3) 51.34 足立　朱優(3) 51.87 溝口　遼太(3) 52.04 竹内　悠登(3) 52.15 前田　唯心(3) 52.23 中井　大地(3) 52.98 栗原　隼之介(3) 56.29

宝殿 ZEN 大津 篠山 けやき台 上郡 出石 大原

今川　黎音(3) 2:03.95 柳原　伶勇(3) 2:04.88 中井　大地(3) 2:04.96 藤原　慶人(3) 2:05.33 谷口　北斗(3) 2:06.40 行天　晴郎(2) 2:06.51 荒木　彪我(3) 2:07.21

猪名川 井吹台 出石 神戸長坂 氷丘 大池 大津

新妻　遼己(2) 4:11.56 村岡　大雅(3) 4:12.21 衣川　勇太(3) 4:14.54 中尾　光希(3) 4:17.09 木村　仁(3) 4:17.11 櫻井　康一(3) 4:17.65 田中　壱基(2) 4:17.91 田中　颯眞(3) 4:19.77

平岡 飾磨西 和田山 大池 啓明 本多聞 姫路灘 宝殿

村岡　大雅(3) 8:58.13 長谷川　大翔(3) 9:00.28 田中　颯眞(3) 9:03.96 松本　爽汰(3) 9:09.23 堀野　正太(3) 9:12.47 衣川　勇太(3) 9:13.13 上田　翔大(3) 9:15.31 射延　直澄(3) 9:28.29

飾磨西 陵南 宝殿 加古川 御影 和田山 夢前 赤穂

足立　英士(3) 14.10 (+1.7) 原　悠也(3) 14.18 (+1.7) 三宅　陽立(3) 14.35 (+1.7) 山口　凛太郎(3) 14.46 (+1.7) 村田　隼(2) 14.72 (+1.7) 原科　歩季(3) 14.91 (+1.7) 猪口　幸祐(2) 15.24 (+1.7)

神河 ZEN 舞子 ZEN 星陵台 ZEN 西宮浜義務 ZEN 立花 ZEN 加古川 ZEN 宝梅

加古川 43.89 姫路灘 44.01 塩瀬 44.23 加古川中部 44.48 和田山 44.71 山陽 44.82 宝殿 45.24 播磨 45.92
坂本　誠人(3) 山﨑　大馳(2) 吉邑　一希(2) 山﨑　凌翔(3) 石川　陽一郎(3) 久保　遥仁(3) 横手　佑紀(3) 小林　勇惺(3)
松下　歩(3) 村瀬　翔汰(2) 工藤　弘成(2) 松山　瑠希(3) 山本　葵(3) 中筋　正人(3) 辻本　滉貴(3) 藤岡　憧伍(3)
原科　歩季(3) 林　剛也(3) 森山　空翔(3) 早瀬　優叶(3) 山本　紫陽(3) 福原　悠真(3) 長通　時篤(3) 日下部　剛(3)
納庄　青空(3) 田中　崚雅(3) 年綱　晃広(3) 由良　拓磨(3) 山本　瑛大(3) 川﨑　雄介(3) 池原　透太(2) 藤原　悠大(3)
神崎　隼人(3) 1.88 藤原　大知(3) 1.85 上田　愛留(3) 1.75 足立　琉那(3) 1.75 加藤　大雅(3) 1.70 北野　裕也(3) 1.65 福井　大和(2) 1.65

西脇 ZEN 天王寺川  =ZEN 柏原 青垣 望海 猪名川 北神戸

明尾　匡樹(3) 1.70

宝梅

杉本　惺昭(2) 3.60 市岡　将護(3) 3.40 船奥　凛斗(3) 3.00 中川　仁(3) 3.00 金野　凛生(3) 2.60

上野 園田 園田 飾磨西 有野北

池内　珀蒼(3) 2.60

有野北

長谷川　侑輝(3) 6.76 (+1.9) 藤本　涼哉(3) 6.69 (+2.0) 足立　英士(3) 6.59 (+2.0) 門脇　功成(3) 6.34 (-0.1) 渡邉　奏良(3) 6.16 (+1.3) 足立　涼太(3) 6.06 (+0.7) 久保田　聖也(3) w6.03 (+2.9) 寺本　優輝(3) 5.95 (+1.7)

香住第一 ZEN 北条 ZEN 神河 ZEN 本山 友が丘 安倉 東谷 公認：6.01(+0.8) 立花

藤本　涼哉(3) w13.23 (+2.6) 村井　陽向(3) w12.99 (+3.0) 井原　碧葉(2) w12.90 (+3.0) 渡邉　奏良(3) 12.81 (+0.9) 不ニ　海斗(3) 12.77 (+1.5) 松原　玲久斗(3) 12.74 (+0.5) 宮﨑　恵大(3) w12.63 (+2.4) 中谷　勇輝(3) 12.31 (+0.8)

北条 西脇南 二見 友が丘 朝日 日新 有野北 加古川

遠藤　玲於奈(3) 12.61 後藤　璃久(3) 12.52 松浦　伊吹(3) 11.84 上野　広翔(3) 11.60 蕭　理恩(2) 11.23 三島　光太郎(2) 11.20 菅野　晴心(3) 11.06 中尾　維吹(3) 10.87

高司 大蔵 飾磨東 志方 西宮浜義務 赤穂東 山口 野々池

髙瀬　蒼太(3) 38.36 黒河　陽月(3) 35.88 中谷　澪音(3) 33.65 楢﨑　陸(3) 33.54 三宅　栄光(3) 31.60 林　海翔(3) 31.07 横手　佑紀(3) 29.41 デヂン　マテウス礼恩(3) 29.19

大蔵 西脇 播磨 飾磨東 平岡南 網干 宝殿 篠山東

四種競技 三澤　堅心(3) 2538 檜垣　禮人(3) 2322 小林　勇惺(3) 2286 秋岡　円(3) 2237 大森　檀(3) 2171 織田　要(2) 2158 浅井　理孔(3) 2096 古賀　大聖(3) 2091

二見 ZEN 上ケ原 播磨 武庫東 平野 押部谷 唐櫃 飾磨西

7月26日 110mH 15.25 (+0.6) 15.68 (+1.3) 15.88 (+0.6) 14.84 (+0.6) 15.96 (+0.6) 17.28 (+0.2) 15.85 (+1.3) 17.20 (+0.2)

7月26日 砲丸投 10.28 10.18 10.32 8.69 9.01 9.88 11.59 9.95

7月26日 走高跳 1.80 1.55 1.60 1.60 1.60 1.68 1.50 1.55

7月26日 400m 55.24 54.22 55.69 57.65 56.40 56.07 1:01.16 55.51

西村　源斗(1) 11.82 (+1.7) 濵野　翔太(1) 11.85 (+1.7) 古田　紀貴(1) 11.94 (+1.7) 小田　恭平(1) 11.99 (+1.7) 近藤　久貴(1) 12.02 (+1.7) 松尾　奏楽(1) 12.04 (+1.7) 成田　蒼生(1) 12.23 (+1.7) 太田　陸希(1) 12.28 (+1.7)

豊岡南 由良 今津 住吉 春日 青雲 大白書 星和台

足立　昌汰(1) 4:31.69 梅田　大陸(1) 4:31.73 谷田　颯太朗(1) 4:37.13 石井　颯亜(1) 4:37.96 藤岡　陽大(1) 4:39.34 玉井　希空(1) 4:43.32 白石　一颯(1) 4:43.75 溝口　達也(1) 4:44.05

増位 大原 有野北 三木東 井吹台 南ひばりガ丘 宝殿 広畑

萩原　慧(2) 11.34 (+1.7) 丸井　蒼空(2) 11.48 (+1.7) 村瀬　翔汰(2) 11.50 (+1.7) 久保　一輝(2) 11.51 (+1.7) 松本　明樹(2) 11.59 (+1.7) 福崎　竜輝(2) 11.60 (+1.7) 村井　悠人(2) 11.63 (+1.7) 割石　大翔(2) 11.64 (+1.7)

朝日 高司 姫路灘 武庫東 龍野東 本多聞 井吹台 武庫東

年綱　晃広(3) 10.80 (+0.8) 森木　幹太(3) 11.03 (+0.8) 川﨑　雄介(3) 11.05 (+0.8) 木下　恭太朗(3) 11.07 (+0.8) 上治　大琉(3) 11.11 (+0.8) 納庄　青空(3) 11.23 (+0.8) 松下　歩(3) 11.41 (+0.8) 馬原　直希(3) 11.42 (+0.8)

塩瀬 ZEN-GR 玉津 ZEN 山陽 ZEN 大久保 ZEN 豊岡南 ZEN 加古川 加古川 本山南

青雲 47.92 緑が丘 48.24 陵南 48.34 上甲子園 48.40 姫路灘 48.84 宝殿 48.89 加古川 49.27

松尾　大桜(2) 角石　淳貴(2) 世良　歩夢(2) 鈴木　陸斗(2) 岩谷　洸誠(2) 佐藤　優希(2) 竹歳　龍(2)

松尾　奏楽(1) 長谷川　蒼空(1) 南條　空芽(1) 河　旺佑(1) 松田　龍惺(1) 横手　利気(1) 刑部　大翔(1)

中山　煌大(1) 冨井　晴翔(1) 小谷　　悠人(1) 駒井　響季(1) 吉野　健翔(1) 小坂　羚叶(1) 江草　圭輔(1)

横山　歩磨(2) 岡村　優磨(2) 田口　敢太(2) 下口　一樹(2) 赤松　一成(2) 山田　吾愛仁(2) 三木　隆之介(2)

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　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　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 2021/07/26～27 トラック：六角光昭　フィールド：田邉　幸広

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会 審判長

7月27日 800m

7月26日 1500m

7位 8位

共通男子 7月27日 200m

7月26日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

7月27日 走高跳

7月27日 3000m

7月27日 110mH

7月27日 三段跳

7月27日 砲丸投

7月27日 棒高跳

7月26日 走幅跳

7月26日 1500m

2年男子 7月26日 100m

7月26日 円盤投

1年男子 7月27日 100m

3年男子 7月26日 100m

低学年男子 7月26日 4x100mR

7月27日 4x100mR



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　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　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 2021/07/26～27 トラック：六角光昭　フィールド：田邉　幸広

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会 審判長

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

仲埜　心葉(3) 25.40 (+0.5) 上川　紗季(3) 25.91 (+0.5) 小林　侑加(3) 25.99 (+0.5) 和田　望(3) 26.16 (+0.5) 丸野　梓(3) 26.59 (+0.5) 山口　瑞生(3) 26.63 (+0.5) 前田　桃花(3) 26.76 (+0.5) 田中　咲帆(3) 26.99 (+0.5)

関西学院 ZEN 山口 神戸長坂 豊岡南 多田 高倉 南淡 朝霧

長野　亜美(3) 2:16.11 荒井　杏月(3) 2:17.47 直江　詩(3) 2:17.48 池野　絵莉(2) 2:17.61 吉田　笑麻(2) 2:18.67 細見　芽生(3) 2:19.38 原　聖奈(3) 2:22.40 寺田　妃織(2) 2:27.80

稲美 ZEN 荒牧 大久保 太山寺 陵南 白鷺小中 伊丹東 姫路灘

吉川　菜緒(2) 4:36.61 塚本　夕藍(3) 4:37.25 池野　絵莉(2) 4:40.84 原　志織(3) 4:46.74 細見　芽生(3) 4:47.28 河野　心桜(3) 4:47.60 種　知里(2) 4:47.62 金子　聖奈(2) 4:47.68

稲美 ZEN 荒井 ZEN 太山寺 南ひばりガ丘 白鷺小中 星陵台 東光 舞子

竹内　紅葉(3) 14.28 (+1.3) 林　花鈴(3) 14.72 (+1.3) 梶尾　彩智(3) 14.81 (+1.3) 宮内　綾花(2) 14.82 (+1.3) 山本　紗季(3) 14.95 (+1.3) 宮本　愛美(3) 14.95 (+1.3) 永井　遼(2) 14.96 (+1.3) 牛尾　紘子(3) 15.01 (+1.3)

神河 ZEN 本多聞 ZEN 小野 福崎西 鷹匠 原田 甲武 安室

和田山 50.32 陵南 50.37 上ケ原 50.39 井吹台 50.44 五色 50.48 塩瀬 51.01 小野 51.39 北神戸 51.68

橋本　梨菜(3) 永山　未希(2) 黒瀨　友希乃(3) 奥村　彩加(2) 進藤　梨央奈(2) 白根　亜依(2) 藤本　結衣(3) 金谷　有紗(3)

松村　あかり(3) 寺北　ここめ(2) 宮﨑　凛(3) 松平　志保(3) 山﨑　りりや(3) 照　りこ(3) 藤田　真矢(3) 大森　澪(3)

和田　日向(3) 南條　姫菜(3) 坂田　芽彩(2) 中村　莉奈(3) 梶田　浬(2) 藤村　遥香(2) 大山　璃姫(2) 藤本　早玲(3)

中尾　巴映(3) 平野　美紀(2) 清永　英杏(3) 島崎　優実(3) 南　裕妃(3) 荒谷　香実(3) 梶尾　彩智(3) 村岡　美沙(3)

長谷川　佳凜(3) 1.57 野田　瑚羽(3) 1.54 戸田　向日葵(3) 1.54 井東　紗弓(3) 1.51 阪本　千紘(3) 1.51 河野　愛乃(3) 1.51 髙濵　佑衣(3) 1.48

宝梅 鷹匠 平野 瓦木 瓦木 赤穂西 広畑

柏原　菜那(3) 1.51

天王寺川

山﨑　りりや(3) 5.45 (-0.1) 芦田　真由(3) 5.28 (+1.7) 松岡　愛菜(2) 5.23 (+1.8) 上田　梨央(3) 5.23 (+0.4) 勝野　七菜(3) 5.20 (+0.9) 中嶋　彩音(3) 5.16 (+1.3) 谷　優杏(2) 5.01 (+1.9) 伊藤　里子(3) 5.00 (+1.3)

五色  =ZEN 御影 加古川中部 セカンド：5m17 平岡 セカンド：5m16 本山 香住第一 向洋 甲陵

ドロバット　さほ(3) 12.58 長谷川　有(2) 12.55 藤本　早玲(3) 11.03 安達　栞(3) 11.03 新川　みのり(3) 10.89 富永　凛子(3) 10.87 久留　未羽(3) 10.44 原田　萌花(3) 10.36

播磨南 ZEN 志方 ZEN 北神戸 鈴蘭台 由良 狭間 立花 春日

北原　夢來(3) 28.82 谷川　あおい(3) 27.30 山本　友菜(3) 27.05 八木　美都(3) 26.90 富永　凛子(3) 26.86 安達　栞(3) 26.27 楠本　れんげ(2) 25.73 石本　百萌花(3) 24.93

姫路灘 別府 南ひばりガ丘 東光 狭間 鈴蘭台 加古川山手 柏原

四種競技 ドロバット　さほ(3) 2739 井上　凪紗(2) 2649 宮内　綾花(2) 2545 日坂　美咲(3) 2514 山本　紗季(3) 2434 今本　七望(3) 2408 髙濵　佑衣(3) 2394 河野　愛乃(3) 2382

播磨南 ZEN 北神戸 ZEN 福崎西 網干 鷹匠 平岡南 広畑 赤穂西

7月26日 100mH 15.51 (-1.4) 15.16 (+0.5) 14.82 (+0.5) 15.07 (+0.5) 15.21 (+0.5) 15.58 (-1.4) 15.85 (-1.4) 16.33 (-0.8)

7月26日 走高跳 1.46 1.61 1.43 1.46 1.49 1.46 1.49 1.52

7月26日 砲丸投 12.48 7.28 9.08 9.08 7.61 8.90 9.22 8.01

7月26日 200m 27.22 (-1.4) 26.81 (-1.4) 27.56 (-1.4) 27.94 (-1.4) 27.93 (-1.4) 28.32 (-1.4) 28.76 (-1.4) 27.58 (-1.2)

山野　麻緒(1) w12.86 (+2.1) 伊藤　紗英(1) w13.04 (+2.1) 小林　流歌(1) w13.23 (+2.1) 藤谷　心詩(1) w13.27 (+2.1) 中尾　心玲(1) w13.41 (+2.1) 小田垣　柚奈(1) w13.48 (+2.1) 辻下　梨依子(1) w13.51 (+2.1) 岩本　萌々果(1) w13.57 (+2.1)

両荘 大久保 ゆりのき台 有野北 柏原 養父 緑台 加古川

稲岡　咲羽(1) 2:26.21 藤田　莉沙(1) 2:26.36 堤　円花(1) 2:26.64 老松　和奏(1) 2:27.32 前田　美詞(1) 2:27.41 東　はる(1) 2:27.77 長谷川　真理(1) 2:27.91 黒川　絆奈(1) 2:27.95

荒井 赤穂西 飾磨西 荒井 大社 湊川 神河 神戸長坂

平野　美紀(2) 12.68 (+0.9) 谷　優杏(2) 12.76 (+0.9) 松岡　愛菜(2) 12.80 (+0.9) 寺北　ここめ(2) 13.14 (+0.9) 近藤　優衣(2) 13.15 (+0.9) 幸玉　いちか(2) 13.16 (+0.9) 山田　涼華(2) 13.16 (+0.9) 白根　亜依(2) 13.31 (+0.9)

陵南 向洋 加古川中部 陵南 春日 太山寺 竜山 着差あり 塩瀬

仲埜　心葉(3) 12.12 (+1.0) 小林　侑加(3) 12.50 (+1.0) 中尾　巴映(3) 12.61 (+1.0) 照　りこ(3) 12.62 (+1.0) 和田　望(3) 12.72 (+1.0) 平山　葵(3) 12.82 (+1.0) 田中　咲帆(3) 12.85 (+1.0) 福安　瑠奈(3) 12.87 (+1.0)

関西学院 ZEN 神戸長坂 ZEN 和田山 塩瀬 豊岡南 須磨学園 朝霧 本多聞

氷丘 52.90 ゆりのき台 53.21 甲陵 53.22 青雲 53.27 新宮 53.55 北神戸 53.84 山陽 53.97 井吹台 54.11

権藤　百合子(2) 井出　朱華(2) 向井　志織(2) 山西　芽衣(2) 木村　恋彩(2) 木元　雪乃(2) 久保　菜摘(2) 大山　ひなた(2)

谷河　梢(1) 小林　流歌(1) 桑原　菫花(1) 土居　叶乃(1) 竹野　胡春(1) 相良　月奏(1) 白木　友理(1) 近藤　友愛(1)

堤　清香(1) 安井　風歌(1) 佐藤　絢音(1) 藺牟田　杏(1) 日髙　美夕(1) 彦坂　葵(1) 安藤　光(1) 奥谷　紗良(1)

田井　里奈(2) 高田　実桜(2) 鈴木　琴水(2) 山口　菜摘(2) 秦　夕乃(2) 井上　凪紗(2) 岩崎　優菜(2) 小林　莉子(2)

ZEN:全日中参加標準記録突破  =ZEN:全日中参加標準タイ記録突破  w:追風参考  GR:大会記録  

1位 2位

共通女子 7月27日 200m

7月27日 800m

7月27日 走高跳

7月26日 1500m

7月27日 100mH

7月27日 4x100mR

7月26日 円盤投

1年女子 7月27日 100m

7月26日 走幅跳

7月27日 砲丸投

24点 24点 21点 19点

24点 20点 17点 16点

3年女子 7月26日 100m

低学年女子 7月26日 4x100mR

7月27日 800m

2年女子 7月26日 100m

宝殿 加古川 飾磨西 姫路灘 豊岡南 山陽 北条
3位 4位

北神戸 播磨南 鷹匠 和田山

5位 6位 7位 8位

稲美

16点

関西学院

16点

15点 14点

学校対抗得点

男子

女子

大蔵
15点
西脇
15点
高司
15点

上位者数によるもの
18点 16点 15点

陵南 荒井



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会 コード 21283001 
2 主催者 : 兵庫県中学校体育連盟　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　神戸市教育委員会

3 競技場 : 加古川運動公園陸上競技場　 コード 281060
4 開催日 : 2021年7月26日(月) - 7月27日(火)
5 気象条件

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 備考
7 26 9 0 晴れ 33.0 67 西 0.1

7 26 10 0 晴れ 33.5 61 南南西 1.4

7 26 11 0 晴れ 35.0 57 南東 1.7

7 26 12 0 晴れ 34.0 59 南 1.0

7 26 13 0 晴れ 34.5 56 南 1.7

7 26 14 0 晴れ 34.5 56 南東 1.4

7 26 15 0 晴れ 34.0 48 南東 1.8

7 26 15 40 晴れ 34.0 48 南東 1.1

7 27 9 0 晴れ 34.5 56 北 2.3 競技開始

7 27 10 0 晴れ 35.0 55 北東 1.0

7 27 11 0 晴れ 35.0 57 北東 0.8

7 27 12 0 晴れ 36.0 52 北東 2.8

7 27 13 0 晴れ 34.5 59 北 1.2

7 27 14 0 晴れ 35.0 55 北東 2.4

7 27 15 0 晴れ 34.0 56 北 1.2

7 27 16 0 晴れ 33.5 58 北西 1.6

7 27 16 20 曇り 33.0 67 北東 3.6



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

3年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/26 11:25 (5-2+6)

大会記録 10.84 八尾　藍麻 塩瀬 2019 加古川 準決勝 7/26 13:00 (2-3+2)
決勝 7/26 14:25 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.1 m/s) 2組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
トシツナ　アキヒロ シオセ モリキ　カンタ タマツ  ZEN

1 14279 年綱　晃広(3) 塩瀬 Q w10.72 1 27611 森木　幹太(3) 玉津 Q 11.02
フジオカ　ショウゴ ハリマ ノウショウ　ソラ カコガワ

2 39655 藤岡　憧伍(3) 播磨 Q w11.16 2 32820 納庄　青空(3) 加古川 Q 11.26
マツシタ　アユム カコガワ モリタカ　トモユキ タツノヒガシ

3 32828 松下　歩(3) 加古川 q w11.20 3 51155 森高　智之(3) 龍野東 q 11.31
オカダ　ハルキ メイホウ クロカワ　コウヘイ ゴテンヤマ

4 17705 岡田　晴希(3) 明峰 q w11.27 4 17210 黒川　航平(3) 御殿山 q 11.42
スズミ　コウキ イカワダニ ツボタ　イブキ タイシヒガシ

5 27203 鈴見　光希(3) 伊川谷 w11.53 5 51602 坪田　偉吹(3) 太子東 11.46
イノウエ　ハルト ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ フジモト　ケンゴ ミキヒガシ

6 51280 井上　陽登(3) 兵庫県立大学附属 w11.61 6 35644 藤本　健吾(3) 三木東 11.49
チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ トクモト　ガク ハサマ

7 60605 中条　虎太郎(3) けやき台 w11.90 7 60575 徳本　雅空(3) 狭間 12.17

3組 (+1.8 m/s) 4組 (+0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キノシタ　キョウタロウ オオクボ カワサキ　ユウスケ サンヨウ  ZEN

1 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 Q 11.23 1 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 Q 11.16
カンノ　セイシン ヤマグチ マハラ　ナオキ モトヤマミナミ

2 14131 菅野　晴心(3) 山口 Q 11.38 2 20696 馬原　直希(3) 本山南 Q 11.29
ヤマモト　エイタ ワダヤマ フジモト　ケイスケ サクラガオカ

3 83432 山本　瑛大(3) 和田山 q 11.38 3 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘 q 11.37
イノウエ　トモヒロ ミドリダイ ヨウ　リンタロウ オオクボ

4 18411 井上　友寛(3) 緑台 11.62 4 31639 葉　凛太郎(3) 大久保 11.62
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン キタ　ユウスケ セイドウ

5 21942 佐々木　一朗(3) 港島学園 11.64 5 15560 北　雄介(3) 精道 11.74
シバトウゲ　ノブキ ゴシキ ウキタ　トモヤ オオツ

6 74085 柴峠　伸樹(3) 五色 11.70 6 46136 浮田　知哉(3) 大津 11.99
シバ　トモキ アオガキ オクダ　レイヤ セイウン

7 64836 芝　知希(3) 青垣 11.78 7 70264 奧田　羚椰(3) 青雲 12.04

5組 (+1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエジ　ハル トヨオカミナミ  ZEN

1 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 Q 10.96
タケバヤシ　ハルト ヒダカニシ

2 81535 竹林　陽翔(3) 日高西 Q 11.26
ヒガシカゲ　ユウヤ カヤ

3 43936 東影　勇哉(3) 鹿谷 11.42
クニトモ　イッキ ユメサキ

4 45517 國友　勇旗(3) 夢前 11.44
ツチハシ　ハルト イブキダイ

5 29647 土橋　遥人(3) 井吹台 11.45
カワカミ　セイア セイウン

6 70265 川上　聖空(3) 青雲 11.45

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 06:53:54
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

3年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/26 11:25 (5-2+6)

大会記録 10.84 八尾　藍麻 塩瀬 2019 加古川 準決勝 7/26 13:00 (2-3+2)
決勝 7/26 14:25 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+0.5 m/s) 2組 (0.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエジ　ハル トヨオカミナミ  ZEN トシツナ　アキヒロ シオセ  ZEN-GR

1 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 Q 10.99 1 14279 年綱　晃広(3) 塩瀬 Q 10.83
モリキ　カンタ タマツ  ZEN カワサキ　ユウスケ サンヨウ  ZEN

2 27611 森木　幹太(3) 玉津 Q 11.04 2 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 Q 11.00
ノウショウ　ソラ カコガワ キノシタ　キョウタロウ オオクボ  ZEN

3 32820 納庄　青空(3) 加古川 Q 11.21 3 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 Q 11.03
フジモト　ケイスケ サクラガオカ マツシタ　アユム カコガワ

4 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘 11.26 4 32828 松下　歩(3) 加古川 q 11.23
フジオカ　ショウゴ ハリマ マハラ　ナオキ モトヤマミナミ

5 39655 藤岡　憧伍(3) 播磨 11.31 5 20696 馬原　直希(3) 本山南 q 11.24
オカダ　ハルキ メイホウ タケバヤシ　ハルト ヒダカニシ

5 17705 岡田　晴希(3) 明峰 11.31 6 81535 竹林　陽翔(3) 日高西 11.33
カンノ　セイシン ヤマグチ クロカワ　コウヘイ ゴテンヤマ

7 14131 菅野　晴心(3) 山口 11.37 7 17210 黒川　航平(3) 御殿山 11.40
ヤマモト　エイタ ワダヤマ モリタカ　トモユキ タツノヒガシ

8 83432 山本　瑛大(3) 和田山 11.41 51155 森高　智之(3) 龍野東 DQ FS

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  GR:大会記録  q:プラスによる進出    DQ:失格  FS:不正スタート  
2021/07/ 27 06:54:39

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

3年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/26 11:25 (5-2+6)

大会記録 10.84 八尾　藍麻 塩瀬 2019 加古川 準決勝 7/26 13:00 (2-3+2)
決勝 7/26 14:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
トシツナ　アキヒロ シオセ  ZEN-GR

1 14279 年綱　晃広(3) 塩瀬 10.80
モリキ　カンタ タマツ  ZEN

2 27611 森木　幹太(3) 玉津 11.03
カワサキ　ユウスケ サンヨウ  ZEN

3 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 11.05
キノシタ　キョウタロウ オオクボ  ZEN

4 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 11.07
ウエジ　ハル トヨオカミナミ  ZEN

5 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 11.11
ノウショウ　ソラ カコガワ

6 32820 納庄　青空(3) 加古川 11.23
マツシタ　アユム カコガワ

7 32828 松下　歩(3) 加古川 11.41
マハラ　ナオキ モトヤマミナミ

8 20696 馬原　直希(3) 本山南 11.42

ZEN:全日中参加標準記録突破  GR:大会記録  
2021/07/ 27 06:55:22
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

2年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/26 10:55 (5-2+6)

大会記録 11.05 竹内　璃空弥 小園 2018 加古川 準決勝 7/26 13:20 (2-3+2)
決勝 7/26 14:35 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.8 m/s) 2組 (+0.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ ハギハラ　ケイ アサヒチュウ

1 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 Q 11.44 1 41573 萩原　慧(2) 朝日 Q 11.49
フクザキ　リュウキ ホンタモン ヤダ　アキヒロ イボガワ

2 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 Q 11.54 2 51852 矢田　晋啓(2) 揖保川 Q 11.66
シミズ　ヒロト ヒカミ ヒライ　トウマ エボシ

3 64401 清水　尋斗(2) 氷上 11.80 3 20802 平井　斗真(2) 烏帽子 q 11.67
ヨシムラ　カズキ シオセ オオタニ　ショウマ カコガワ

4 14209 吉邑　一希(2) 塩瀬 11.80 4 32885 大谷　翔真(2) 加古川 11.80
ムラカミ　ヒロキ クロダショウ ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ

5 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 12.05 5 20567 平川　靖士(2) 御影 11.88
ハタノ　コウスケ ヤナセ コウミョウ　ショウ ハッケイ

6 83901 波多野　光将(2) 梁瀬 12.13 6 60337 光明　翔(2) 八景 12.19
マツダ　ソラ ヨウカセイケイ マエガワ　コウキ ミハラ

7 85608 松田　空輝(2) 八鹿青渓 12.27 7 72072 前川　昊輝(2) 三原 12.26

3組 (+1.0 m/s) 4組 (+0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クボ　カズキ ムコヒガシ マツモト　ハルキ タツノヒガシ

1 12276 久保　一輝(2) 武庫東 Q 11.48 1 51135 松本　明樹(2) 龍野東 Q 11.37
マルイ　ソラ タカツカサ オキノ　ミチ トヨオカミナミ

2 16617 丸井　蒼空(2) 高司 Q 11.57 2 80152 沖野　未知(2) 豊岡南 Q 11.59
イケハラ　トウタ ホウデン ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

3 34301 池原　透太(2) 宝殿 q 11.78 3 12283 割石　大翔(2) 武庫東 q 11.69
ハシモト　レン フクサキヒガシ マエサカ　モトミ オオクボキタ

4 43041 橋本　蓮(2) 福崎東 11.83 4 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 q 11.74
オカダ　ユウヤ タツヤマ アヤベ　ユウシン タイシニシ

5 36323 丘田　侑也(2) 竜山 12.03 5 51770 綾部　湧心(2) 太子西 11.85
ウライ　ダイト ゴシキ ヤマサキ　シン ゴシキ

6 74008 裏井　大翔(2) 五色 12.11 6 74006 山﨑　心(2) 五色 11.99
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ コウノ　トモヤ イブキダイ

7 41033 松下　直生(2) 飾磨東 12.22 7 29679 河野　友弥(2) 井吹台 12.03

5組 (+1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アンドウ　コウセイ ホウバイ

1 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 Q 11.47
オオタマ　コウキ ハマノミヤ

2 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 Q 11.59
ムライ　ハルト イブキダイ

3 29674 村井　悠人(2) 井吹台 q 11.66
イシダ　シュウヤ イチジマ

4 65342 石田　柊哉(2) 市島 q 11.79
ノムラ　セイリュウ アリノキタ

5 29305 野村　成龍(2) 有野北 11.80
ウラカド　ソウケン ヤマグチ

6 14152 浦門　爽絢(2) 山口 11.82

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:53:31
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

2年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/26 10:55 (5-2+6)

大会記録 11.05 竹内　璃空弥 小園 2018 加古川 準決勝 7/26 13:20 (2-3+2)
決勝 7/26 14:35 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+0.6 m/s) 2組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハギハラ　ケイ アサヒチュウ ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

1 41573 萩原　慧(2) 朝日 Q 11.41 1 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 Q 11.39
マツモト　ハルキ タツノヒガシ マルイ　ソラ タカツカサ

2 51135 松本　明樹(2) 龍野東 Q 11.51 2 16617 丸井　蒼空(2) 高司 Q 11.44
クボ　カズキ ムコヒガシ フクザキ　リュウキ ホンタモン

3 12276 久保　一輝(2) 武庫東 Q 11.59 3 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 Q 11.56
オキノ　ミチ トヨオカミナミ ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

4 80152 沖野　未知(2) 豊岡南 11.67 4 12283 割石　大翔(2) 武庫東 q 11.58
オオタマ　コウキ ハマノミヤ ムライ　ハルト イブキダイ

5 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 11.71 5 29674 村井　悠人(2) 井吹台 q 11.61
ヒライ　トウマ エボシ アンドウ　コウセイ ホウバイ

6 20802 平井　斗真(2) 烏帽子 11.76 6 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 11.63
マエサカ　モトミ オオクボキタ ヤダ　アキヒロ イボガワ

7 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 11.81 7 51852 矢田　晋啓(2) 揖保川 11.72
イシダ　シュウヤ イチジマ イケハラ　トウタ ホウデン

8 65342 石田　柊哉(2) 市島 11.98 8 34301 池原　透太(2) 宝殿 11.76

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:54:48
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

2年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/26 10:55 (5-2+6)

大会記録 11.05 竹内　璃空弥 小園 2018 加古川 準決勝 7/26 13:20 (2-3+2)
決勝 7/26 14:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハギハラ　ケイ アサヒチュウ

1 41573 萩原　慧(2) 朝日 11.34
マルイ　ソラ タカツカサ

2 16617 丸井　蒼空(2) 高司 11.48
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

3 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 11.50
クボ　カズキ ムコヒガシ

4 12276 久保　一輝(2) 武庫東 11.51
マツモト　ハルキ タツノヒガシ

5 51135 松本　明樹(2) 龍野東 11.59
フクザキ　リュウキ ホンタモン

6 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 11.60
ムライ　ハルト イブキダイ

7 29674 村井　悠人(2) 井吹台 11.63
ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

8 12283 割石　大翔(2) 武庫東 11.64

2021/07/ 27 06:55:31
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/27 12:40 (5-2+6)

大会記録 11.43 西尾　晃太 小野 2015 加古川 準決勝 7/27 14:25 (2-3+2)
決勝 7/27 15:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.2 m/s) 2組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ ハマノ　ショウタ ユラ

1 80165 西村　源斗(1) 豊岡南 Q w11.83 1 70427 濵野　翔太(1) 由良 Q 11.91
リ　チェヒョン リョウソウ ツクダ　コウキ ヒラオカ

2 33649 リ　チェヒョン(1) 両荘 Q w12.18 2 33217 佃　紘喜(1) 平岡 Q 12.24
イシカワ　カイリ ササヤマ ワカツキ　ショウ ヒダカニシ

3 62131 石川　翔琳(1) 篠山 q w12.25 3 81514 若槻　翔(1) 日高西 q 12.30
イトウ　タクミ ナルオ ナカムラ　アユキ ユメサキ

4 13840 伊藤　拓海(1) 鳴尾 q w12.28 4 45508 中村　歩暉(1) 夢前 12.31
ニシ　ライト タカツカサ イバ　リョウセイ マサゴチュウガッコウ

5 16622 仁志　月人(1) 高司 w12.48 5 14417 射場　涼成(1) 真砂 12.50
スギノ　ケイゴ キヌガワ ミヤタ　リュウノスケ ジンナン

6 31336 杉野　慧吾(1) 衣川 w12.56 6 41602 宮田　竜之介(1) 神南 12.60
ヨシダ　ユウゴ オオイケチュウガッコウ ヤマダ　タイヨウ シングウ

7 23039 吉田　悠吾(1) 大池 w13.04 7 51527 山田　太陽(1) 新宮 12.68

3組 (+2.1 m/s) 4組 (+0.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コンドウ　ヒサヨシ カスガ マツオ　カグラ セイウン

1 65103 近藤　久貴(1) 春日 Q w11.99 1 70201 松尾　奏楽(1) 青雲 Q 12.03
オダ　キョウヘイ スミヨシ カクタニ　リュウノスケ ミナト

2 20481 小田　恭平(1) 住吉 Q w12.03 2 80400 角谷　隆之介(1) 港 Q 12.17
ナリタ　ソウキ ダイハクショ フルタ　カズキ イマヅ

3 40448 成田　蒼生(1) 大白書 q w12.15 3 13775 古田　紀貴(1) 今津 q 12.19
マエダ　サクタロウ コウブ カガワ　シン カワニシ

4 13426 前田　朔太朗(1) 甲武 w12.40 4 17903 香川　心(1) 川西 q 12.28
ギョウブ　ヒロト カコガワ フクイ　ユズキ シングウ

5 32804 刑部　大翔(1) 加古川 w12.52 5 51523 福井　裕月(1) 新宮 12.58
アライケ　ツバサ ミカゲ カワグチ　ヒロト イブキダイ

6 20571 荒池　翼(1) 御影 w12.54 6 29603 川口　央翔(1) 井吹台 12.77
カワノ　ケイ タイシヒガシ ナカヤマ　ミナト ユラ

7 51632 河野　慶維(1) 太子東 w12.87 7 70426 中山　湊斗(1) 由良 13.02

5組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ

1 35662 八幡　響(1) 三木東 Q 12.12
オオタ　ムツキ セイワダイ

2 23601 太田　陸希(1) 星和台 Q 12.12
コザワ　ソウシ ツルイ

3 42702 小澤　蒼士(1) 鶴居 12.46
マツモト　アキト ノノイケ

4 31424 松本　晃音(1) 野々池 12.47
タガワ　タケル カスガ

5 65100 田川　驍(1) 春日 12.71
ゴトウ　サトシ タカトリ

6 25168 後藤　聡志(1) 鷹取 12.79

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 12:57:40
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/27 12:40 (5-2+6)

大会記録 11.43 西尾　晃太 小野 2015 加古川 準決勝 7/27 14:25 (2-3+2)
決勝 7/27 15:45 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+2.4 m/s) 2組 (+0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハマノ　ショウタ ユラ ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

1 70427 濵野　翔太(1) 由良 Q w11.89 1 80165 西村　源斗(1) 豊岡南 Q 11.88
コンドウ　ヒサヨシ カスガ フルタ　カズキ イマヅ

2 65103 近藤　久貴(1) 春日 Q w11.96 2 13775 古田　紀貴(1) 今津 Q 11.98
オダ　キョウヘイ スミヨシ マツオ　カグラ セイウン

3 20481 小田　恭平(1) 住吉 Q w12.10 3 70201 松尾　奏楽(1) 青雲 Q 12.00
ナリタ　ソウキ ダイハクショ カクタニ　リュウノスケ ミナト

4 40448 成田　蒼生(1) 大白書 q w12.12 4 80400 角谷　隆之介(1) 港 12.19
オオタ　ムツキ セイワダイ ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ

5 23601 太田　陸希(1) 星和台 q w12.17 5 35662 八幡　響(1) 三木東 12.25
カガワ　シン カワニシ リ　チェヒョン リョウソウ

6 17903 香川　心(1) 川西 w12.36 6 33649 リ　チェヒョン(1) 両荘 12.28
イトウ　タクミ ナルオ ワカツキ　ショウ ヒダカニシ

7 13840 伊藤　拓海(1) 鳴尾 w12.37 7 81514 若槻　翔(1) 日高西 12.33
ツクダ　コウキ ヒラオカ イシカワ　カイリ ササヤマ

8 33217 佃　紘喜(1) 平岡 w12.46 8 62131 石川　翔琳(1) 篠山 12.34

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 14:30:13
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年男子100m
全日中参加標準記録突破 11.20    予選 7/27 12:40 (5-2+6)

大会記録 11.43 西尾　晃太 小野 2015 加古川 準決勝 7/27 14:25 (2-3+2)
決勝 7/27 15:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

1 80165 西村　源斗(1) 豊岡南 11.82
ハマノ　ショウタ ユラ

2 70427 濵野　翔太(1) 由良 11.85
フルタ　カズキ イマヅ

3 13775 古田　紀貴(1) 今津 11.94
オダ　キョウヘイ スミヨシ

4 20481 小田　恭平(1) 住吉 11.99
コンドウ　ヒサヨシ カスガ

5 65103 近藤　久貴(1) 春日 12.02
マツオ　カグラ セイウン

6 70201 松尾　奏楽(1) 青雲 12.04
ナリタ　ソウキ ダイハクショ

7 40448 成田　蒼生(1) 大白書 12.23
オオタ　ムツキ セイワダイ

8 23601 太田　陸希(1) 星和台 12.28

2021/07/ 27 15:51:25
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
全日中参加標準記録突破 22.75    予選 7/27 11:25 (5-2+6)

大会記録 22.02 和田　篤 港島 1994 ユニバー 準決勝 7/27 13:30 (2-3+2)
21.9 鎌谷　晃弘 伊丹西 1989 尼崎 決勝 7/27 15:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.8 m/s) 2組 (+1.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハシヅメ　タツキ カミ ウエジ　ハル トヨオカミナミ  ZEN

1 38912 橋詰　竜輝(3) 加美 Q 22.79 1 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 Q 22.42
タナカ　リュウマ シオヤ ヨウ　リンタロウ オオクボ

2 26247 田中　竜馬(3) 塩屋 Q 23.22 2 31639 葉　凛太郎(3) 大久保 Q 23.19
クリハラ　シュンノスケ オオハラ ハセガワ　ユウキ カスミダイイチ

3 29138 栗原　隼之介(3) 大原 q 23.31 3 81025 長谷川　侑輝(3) 香住第一 q 23.35
オオクボ　シュウ コウヨウガクイン カンザワ　ユウト タツヤマ

4 15004 大久保　柊(3) 甲陽学院 23.47 4 36311 神澤　悠斗(3) 竜山 23.74
ヤマモト　エイタ ワダヤマ イノウエ　ハルト ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ

5 83432 山本　瑛大(3) 和田山 23.93 5 51280 井上　陽登(3) 兵庫県立大学附属 23.76
シバ　トモキ アオガキ ミヤケ　レイト エイガジマ

6 64836 芝　知希(3) 青垣 24.28 6 31883 三宅　嶺翔(3) 江井島 23.83
ヨシダ　ソウゴ シカマヒガシ チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ

7 41009 吉田　壮護(3) 飾磨東 24.29 7 60605 中条　虎太郎(3) けやき台 24.32

3組 (+1.3 m/s) 4組 (+3.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン モリタカ　トモユキ タツノヒガシ

1 21942 佐々木　一朗(3) 港島学園 Q 22.79 1 51155 森高　智之(3) 龍野東 Q w22.61
コバヤシ　ハルマ コウヨウ ツボタ　イブキ タイシヒガシ

2 20062 小林　温眞(3) 向洋 Q 23.04 2 51602 坪田　偉吹(3) 太子東 Q w22.67
カワカミ　セイア セイウン ヤマモト　レイジ ナギサ

3 70265 川上　聖空(3) 青雲 q 23.34 3 21837 山本　玲慈(3) 渚 q w22.80
マツイ　ヤマト ヒガシタニ タケウチ　ユウト ケヤキダイ

4 18166 松井　大和(3) 東谷 23.37 4 60602 竹内　悠登(3) けやき台 q w23.09
クロカワ　コウヘイ ゴテンヤマ ハヤシ　リョウスケ オオツ

5 17210 黒川　航平(3) 御殿山 23.38 5 46132 林　良祐(3) 大津 w23.40
ノムラ　ユキヒロ カンセイガクイン マツモト　コウセイ タチバナ

6 14737 野村　幸弘(3) 関西学院 23.50 6 11142 松本　幸誠(3) 立花 w23.87
シバトウゲ　ノブキ ゴシキ ヤマニシ　リク セイウン

7 74085 柴峠　伸樹(3) 五色 24.49 7 70274 山西　陸(3) 青雲 w24.16

5組 (-1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カワサキ　ユウスケ サンヨウ  ZEN

1 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 Q 22.59
キノシタ　キョウタロウ オオクボ

2 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 Q 23.11
イチマ　ユウ コウベナガサカ

3 27111 市間　勇(3) 神戸長坂 q 23.30
ワキモト　タクミ フタミ

4 32121 脇本　拓海(3) 二見 23.46
ナカザワ　レイジ カワラギ

5 13571 中澤　怜士(3) 瓦木 23.79
アオヤマ　ドウリュウ ハクロショウチュウガッコウ

6 40647 青山　道立(3) 白鷺小中 23.83

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  w:追風参考  
2021/07/ 27 12:15:32
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
全日中参加標準記録突破 22.75    予選 7/27 11:25 (5-2+6)

大会記録 22.02 和田　篤 港島 1994 ユニバー 準決勝 7/27 13:30 (2-3+2)
21.9 鎌谷　晃弘 伊丹西 1989 尼崎 決勝 7/27 15:00 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+1.7 m/s) 2組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウエジ　ハル トヨオカミナミ  ZEN カワサキ　ユウスケ サンヨウ  ZEN

1 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 Q 22.30 1 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 Q 22.41
ハシヅメ　タツキ カミ  ZEN モリタカ　トモユキ タツノヒガシ  ZEN

2 38912 橋詰　竜輝(3) 加美 Q 22.31 2 51155 森高　智之(3) 龍野東 Q 22.71
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン  ZEN ヤマモト　レイジ ナギサ  ZEN

3 21942 佐々木　一朗(3) 港島学園 Q 22.56 3 21837 山本　玲慈(3) 渚 Q 22.73
キノシタ　キョウタロウ オオクボ ツボタ　イブキ タイシヒガシ  ZEN

4 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 22.99 4 51602 坪田　偉吹(3) 太子東 q 22.74
ハセガワ　ユウキ カスミダイイチ カワカミ　セイア セイウン

5 81025 長谷川　侑輝(3) 香住第一 23.00 5 70265 川上　聖空(3) 青雲 q 22.99
タナカ　リュウマ シオヤ ヨウ　リンタロウ オオクボ

6 26247 田中　竜馬(3) 塩屋 23.18 6 31639 葉　凛太郎(3) 大久保 23.17
イチマ　ユウ コウベナガサカ クリハラ　シュンノスケ オオハラ

7 27111 市間　勇(3) 神戸長坂 23.32 7 29138 栗原　隼之介(3) 大原 23.55
タケウチ　ユウト ケヤキダイ コバヤシ　ハルマ コウヨウ

8 60602 竹内　悠登(3) けやき台 23.87 20062 小林　温眞(3) 向洋 DNS

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/07/ 27 13:41:15
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
全日中参加標準記録突破 22.75    予選 7/27 11:25 (5-2+6)

大会記録 22.02 和田　篤 港島 1994 ユニバー 準決勝 7/27 13:30 (2-3+2)
21.9 鎌谷　晃弘 伊丹西 1989 尼崎 決勝 7/27 15:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハシヅメ　タツキ カミ  ZEN

1 38912 橋詰　竜輝(3) 加美 22.12
カワサキ　ユウスケ サンヨウ  ZEN

2 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 22.26
ウエジ　ハル トヨオカミナミ  ZEN

3 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 22.36
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン

4 21942 佐々木　一朗(3) 港島学園 22.77
ヤマモト　レイジ ナギサ

5 21837 山本　玲慈(3) 渚 22.81
モリタカ　トモユキ タツノヒガシ

6 51155 森高　智之(3) 龍野東 22.87
ツボタ　イブキ タイシヒガシ

7 51602 坪田　偉吹(3) 太子東 22.91
カワカミ　セイア セイウン

8 70265 川上　聖空(3) 青雲 23.00

ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 15:03:03
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
全日中参加標準記録突破 51.60    予選 7/26 11:45 (5-0+8)

大会記録 49.67 山田　翼 加古川 2014 加古川 決勝 7/26 14:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツジモト　コウキ ホウデン  ZEN アダチ　シュウヤ オオツ

1 34360 辻本　滉貴(3) 宝殿 q 51.44 1 46130 足立　朱優(3) 大津 q 52.14
モリタ　ハル コウブ オカモト　リク アサヒチュウ

2 13469 森田　暖(3) 甲武 52.37 2 41565 岡本　陸来(3) 朝日 52.47
フネノ　カナト ベフ ササヤマ　リュウト トヨトミショウチュウ

3 33505 船野　叶登(3) 別府 53.38 3 41721 笹山　龍斗(3) 豊富小中 53.21
ニシオ　アヤト シカマヒガシ キンタカ　ユウザ ニシワキミナミ

4 41005 西尾　彩翔(3) 飾磨東 53.99 4 34773 金高　悠冴(3) 西脇南 53.51
カジワラ　ゲンキ アライ マツモト　コウセイ タチバナ

5 36136 梶原　元希(2) 荒井 54.04 5 11142 松本　幸誠(3) 立花 53.57
タナカ　ノブアキ タイシニシ ビトウ　ヒデカズ トヨオカミナミ

6 51764 田中　伸明(3) 太子西 55.00 6 80131 美藤　秀和(3) 豊岡南 55.75
ミヤザキ　トキヤ セイウン イケジリ　マナト ツナ

7 70271 宮崎　飛稀弥(3) 青雲 56.58 7 74486 池尻　真渚登(3) 津名 56.61

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クリハラ　シュンノスケ オオハラ  ZEN ミゾグチ　リョウタ ササヤマ  ZEN

1 29138 栗原　隼之介(3) 大原 q 51.39 1 62115 溝口　遼太(3) 篠山 q 51.33
タケウチ　ユウト ケヤキダイ  ZEN ナカイ　ダイチ イズシ

2 60602 竹内　悠登(3) けやき台 q 51.59 2 81808 中井　大地(3) 出石 q 52.34
マエダ　イシン カミゴオリ イノウエ　サクヤ ウエガハラ

3 51038 前田　唯心(3) 上郡 q 52.08 3 13153 井上　朔冶(3) 上ケ原 52.78
シミズ　マサト イナガワ クボ　タクミ シオセ

4 18541 清水　真怜(3) 猪名川 54.04 4 14203 久保　拓己(2) 塩瀬 53.21
ヤマニシ　リク セイウン ムラタ　ユラ フクダ

5 70274 山西　陸(3) 青雲 54.43 5 26486 村田　遥楽(3) 福田 54.04
タキオカ　カズヒサ オオクラ ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ

6 31269 瀧岡　千悠(3) 大蔵 54.56 6 62234 吉田　宥也(3) 篠山東 54.71
タバタ　ソラ ミカゲ オオタ　ソラ カミゴオリ

7 20553 田畑　奏良(3) 御影 55.67 7 51010 太田　晴空(2) 上郡 1:00.83

5組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イブリ　ソウイチロウ イマヅ

1 13722 飯降　蒼一郎(3) 今津 q 51.97
イムタ　イッセイ ホンジョウ

2 20171 飯牟田　一惺(3) 本庄 53.09
オオニシ　セイト フタミ

3 32110 大西　勢翔(3) 二見 53.58
キタイ　ユウサク ヤマダ

4 23154 北井　優桜(3) 山田 54.68
タナカ　タクミ トヨオカミナミ

5 80129 田中　拓海(3) 豊岡南 54.68
タカタ　トモヒロ スズランダイ

6 23526 髙田　智弘(3) 鈴蘭台 55.18

q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 06:53:59

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
全日中参加標準記録突破 51.60    予選 7/26 11:45 (5-0+8)

大会記録 49.67 山田　翼 加古川 2014 加古川 決勝 7/26 14:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツジモト　コウキ ホウデン  ZEN

1 34360 辻本　滉貴(3) 宝殿 51.34
アダチ　シュウヤ オオツ

2 46130 足立　朱優(3) 大津 51.87
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

3 62115 溝口　遼太(3) 篠山 52.04
タケウチ　ユウト ケヤキダイ

4 60602 竹内　悠登(3) けやき台 52.15
マエダ　イシン カミゴオリ

5 51038 前田　唯心(3) 上郡 52.23
ナカイ　ダイチ イズシ

6 81808 中井　大地(3) 出石 52.98
クリハラ　シュンノスケ オオハラ

7 29138 栗原　隼之介(3) 大原 56.29
イブリ　ソウイチロウ イマヅ

13722 飯降　蒼一郎(3) 今津 DNS

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  
2021/07/ 27 06:55:35

Powerd by AthleteRanking.com



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤナギハラ　レオ イブキダイ ヒガシカゲ　タイシ カコガワチュウブ

1 29650 柳原　伶勇(3) 井吹台 q 2:01.05 1 33119 東影　大志(3) 加古川中部 2:04.54
マツモト　リュウタ カコガワ キムラ　マサイ ホウトクガクエン

2 32831 松本　琉汰(3) 加古川 2:06.38 2 15124 木村　真彩(3) 報徳学園 2:05.29
アカサカ　ユウスケ ハッケイ ドイ　ユウショウ アサヒチュウ

3 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 2:09.37 3 41564 土井　悠星(3) 朝日 2:07.04
タマダ　ショウヘイ アサギリ フクダ　ユウマ カコガワ

4 31145 玉田　匠平(3) 朝霧 2:10.38 4 32827 福田　有真(3) 加古川 2:07.15
ヒロイ　アキヒサ テンノウジガワ ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

5 19517 廣井　暉久(3) 天王寺川 2:15.07 5 23030 中尾　香輝(3) 大池 2:08.18
ナカウエ　モンタ ミツ カサハラ　タクミ ヒダカニシ

6 51962 仲上　聞多(3) 御津 2:15.49 6 81537 笠原　拓巳(3) 日高西 2:13.51
バン　マサキ タツノヒガシ タブチ　ケイイチ シングウ

7 51153 伴　真生(3) 龍野東 2:19.12 7 51583 田渕　慶一(3) 新宮 2:14.56

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イマガワ　レオン イナガワ フジワラ　ケイト コウベナガサカ

1 18531 今川　黎音(3) 猪名川 q 2:01.26 1 27117 藤原　慶人(3) 神戸長坂 q 2:02.69
タニグチ　ホクト ヒオカ ナカイ　ダイチ イズシ

2 32964 谷口　北斗(3) 氷丘 q 2:02.98 2 81808 中井　大地(3) 出石 q 2:02.96
モリ　ソウダイ カスミダイイチ モリヤマ　ショウタ カンセイガクイン

3 81061 森　蒼大(2) 香住第一 2:05.39 3 14733 森山　翔太(3) 関西学院 2:04.16
フジワラ　マキト ショシャ カワタ　リュウセイ タカクラ

4 46018 藤原　槙士(3) 書写 2:07.47 4 25362 川田　流成(3) 高倉 2:07.37
ムカイ　シュンスケ マサゴチュウガッコウ イマニシ　レイ ナガサカ

5 14403 向　俊輔(3) 真砂 2:12.05 5 60430 今西　玲偉(3) 長坂 2:08.44
マエガワ　カズキ ミハラ ソウノ　ヒロト サンヨウ

6 72057 前川　和輝(3) 三原 2:20.23 6 40897 宗野　佑大(3) 山陽 2:11.45
オオコウチ　ルト セイウン イケジリ　マナト ツナ

7 70276 大河内　琉仁(2) 青雲 2:24.46 7 74486 池尻　真渚登(3) 津名 2:13.30

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

1 62115 溝口　遼太(3) 篠山 q 2:02.78
ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ

2 23033 行天　晴郎(2) 大池 q 2:03.65
アラキ　ヒョウガ オオツ

3 46135 荒木　彪我(3) 大津 q 2:04.15
ヒノダ　リク ミナトジマガクエン

4 21939 日野田　陸(3) 港島学園 2:09.98
フジワラ　トシカズ コウリョウ

5 13223 藤原　稔知(3) 甲陵 2:10.03
ヤナイ　カイト ホウデン

6 34368 柳井　快音(3) 宝殿 2:12.62

Powerd by AthleteRanking.com
2021/07/27 10:58:40

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

q:プラスによる進出    

全日中参加標準記録突破 2:00.50    7/27 10:25 (5-0+8)
大会記録 1:56.32 高柳　俊隆 加古川山手 2011 加古川 7/27 14:40 

共通男子800m

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子800m
全日中参加標準記録突破 2:00.50    予選 7/27 10:25 (5-0+8)

大会記録 1:56.32 高柳　俊隆 加古川山手 2011 加古川 決勝 7/27 14:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イマガワ　レオン イナガワ

1 18531 今川　黎音(3) 猪名川 2:03.95
ヤナギハラ　レオ イブキダイ

2 29650 柳原　伶勇(3) 井吹台 2:04.88
ナカイ　ダイチ イズシ

3 81808 中井　大地(3) 出石 2:04.96
フジワラ　ケイト コウベナガサカ

4 27117 藤原　慶人(3) 神戸長坂 2:05.33
タニグチ　ホクト ヒオカ

5 32964 谷口　北斗(3) 氷丘 2:06.40
ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ

6 23033 行天　晴郎(2) 大池 2:06.51
アラキ　ヒョウガ オオツ

7 46135 荒木　彪我(3) 大津 2:07.21
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

62115 溝口　遼太(3) 篠山 DNS

DNS:欠場  
2021/07/ 27 14:45:47

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子1500m
全日中参加標準記録突破 4:08.50    予選 7/26 10:05 (2-4+4)

大会記録 3:57.89 池田　親 加古川山手 2012 加古川 決勝 7/26 13:50 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ  ZEN ムラオカ　タイガ シカマニシ  ZEN

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 Q 4:07.01 1 41230 村岡　大雅(3) 飾磨西 Q 4:06.90
サナダ　ダイスケ オオクボ  ZEN ウエダ　ショウダイ ユメサキ  ZEN

2 31655 真田　大輔(3) 大久保 Q 4:07.07 2 45513 上田　翔大(3) 夢前 Q 4:07.40
フジタ　ユウキ ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ  ZEN タナカ　ソウマ ホウデン  ZEN

3 51286 藤田　湧喜(3) 兵庫県立大学附属 Q 4:08.14 3 34358 田中　颯眞(3) 宝殿 Q 4:08.27
タナカ　イッキ ヒメジナダ ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

4 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 Q 4:08.62 4 23022 中尾　光希(3) 大池 Q 4:11.58
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ キムラ　ジン ケイメイ

5 83439 衣川　勇太(3) 和田山 q 4:09.84 5 29019 木村　仁(3) 啓明 q 4:13.61
カンキ　セイト ホウデン クボタ　マナト ヒヨドリダイ

6 34354 神吉　惺翔(3) 宝殿 q 4:12.67 6 23701 久保田　真翔(3) 鵯台 4:18.02
サクライ　コウイチ ホンタモン キミナミ　アキユキ コウヅキ

7 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 q 4:14.11 7 52248 木南　明道(3) 上月 4:18.71
ナルタキ　ソラ イナミキタ マツモト　リュウタ カコガワ

8 39566 鳴瀧　空(3) 稲美北 4:14.64 8 32831 松本　琉汰(3) 加古川 4:19.45
キムラ　マサイ ホウトクガクエン モリ　ソウダイ カスミダイイチ

9 15124 木村　真彩(3) 報徳学園 4:14.90 9 81061 森　蒼大(2) 香住第一 4:19.56
イノベ　ナオト アコウ フクシマ　ハルカ テンノウジガワ

10 50526 射延　直澄(3) 赤穂 4:16.77 10 19553 福嶋　遙(2) 天王寺川 4:19.92
ムカイ　シュンスケ マサゴチュウガッコウ アカサカ　ユウスケ ハッケイ

11 14403 向　俊輔(3) 真砂 4:22.56 11 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 4:22.01
ヤマモト　ヒナト ヒカミ クスノキ　コウイチロウ シオセ

12 64438 山本　陽友(3) 氷上 4:23.43 12 14287 楠　幸一郎(3) 塩瀬 4:22.57
フクシマ　ハヤテ イタミミナミ モリタ　リョウセイ ヒメジタカオカ

13 19321 福嶋　颯海(2) 伊丹南 4:24.69 13 40382 森田　凌成(3) 姫路高丘 4:27.16
ヤマグチ　カイト タモンヒガシ イワタ　ユウキ ハサマ

14 26736 山口　開士(3) 多聞東 4:27.35 14 60579 岩田　祐樹(3) 狭間 4:28.88
コミチ　ヒビキ ゴシキ ハシモト　イツキ ヒダカヒガシ

15 74011 小道　響来(2) 五色 4:38.56 15 81206 橋本　一輝(3) 日高東 4:32.82
ヨコヤマ　ロク セイウン オオハシ　ユウト ゴシキ

16 70285 横山　路空(2) 青雲 4:44.99 16 74000 大橋　悠人(2) 五色 4:34.23
イマガワ　レオン イナガワ タケウチ　カイト キタコウベ

18531 今川　黎音(3) 猪名川 DNS 24145 竹内　海翔(3) 北神戸 DNS

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/07/ 27 06:53:08
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子1500m
全日中参加標準記録突破 4:08.50    予選 7/26 10:05 (2-4+4)

大会記録 3:57.89 池田　親 加古川山手 2012 加古川 決勝 7/26 13:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 4:11.56
ムラオカ　タイガ シカマニシ

2 41230 村岡　大雅(3) 飾磨西 4:12.21
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ

3 83439 衣川　勇太(3) 和田山 4:14.54
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

4 23022 中尾　光希(3) 大池 4:17.09
キムラ　ジン ケイメイ

5 29019 木村　仁(3) 啓明 4:17.11
サクライ　コウイチ ホンタモン

6 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 4:17.65
タナカ　イッキ ヒメジナダ

7 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 4:17.91
タナカ　ソウマ ホウデン

8 34358 田中　颯眞(3) 宝殿 4:19.77
カンキ　セイト ホウデン

9 34354 神吉　惺翔(3) 宝殿 4:20.28
ウエダ　ショウダイ ユメサキ

45513 上田　翔大(3) 夢前 DNS
サナダ　ダイスケ オオクボ

31655 真田　大輔(3) 大久保 DNS
フジタ　ユウキ ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ

51286 藤田　湧喜(3) 兵庫県立大学附属 DNS

DNS:欠場  
2021/07/ 27 06:55:03
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年男子1500m
全日中参加標準記録突破 4:08.50    予選 7/26  9:50 (2-4+4)

大会記録 4:18.74 中尾　大樹 宝殿 2012 加古川 決勝 7/26 13:40 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　ショウタ マスイ ウメダ　リク オオハラ

1 40105 足立　昌汰(1) 増位 Q 4:37.70 1 29102 梅田　大陸(1) 大原 Q 4:41.62
イシイ　ソウア ミキヒガシ タニダ　ソウタロウ アリノキタ

2 35663 石井　颯亜(1) 三木東 Q 4:38.22 2 29336 谷田　颯太朗(1) 有野北 Q 4:41.94
フジオカ　ヒナタ イブキダイ シライシ　イッサ ホウデン

3 29610 藤岡　陽大(1) 井吹台 Q 4:38.26 3 34323 白石　一颯(1) 宝殿 Q 4:41.95
タマイ　ノア ミナミヒバリガオカ ナカシマ　タケル コウデラ

4 16732 玉井　希空(1) 南ひばりガ丘 Q 4:38.30 4 43205 中島　丈瑠(1) 香寺 Q 4:42.16
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ ミゾグチ　タツヤ ヒロハタ

5 33424 髙林　恭大(1) 浜の宮 q 4:38.49 5 41356 溝口　達也(1) 広畑 q 4:42.23
トクナガ　タイガ ヤスムロ クワハラ　フキタロウ オオイケチュウガッコウ

6 45901 徳永　泰雅(1) 安室 q 4:40.06 6 23044 桑原　蕗太郎(1) 大池 q 4:45.44
ヒラタ　ソウマ サヨウ アラカワ　コウタ トヨオカキタ

7 52041 平田　崇真(1) 佐用 4:51.26 7 80284 荒川　煌大(1) 豊岡北 4:46.98
ヨシイ　ヒロト ヒオカ シバサキ　ユウスケ キンダイトヨオカ

8 32982 好井　寛人(1) 氷丘 4:51.45 8 85301 柴崎　　雄介(1) 近大豊岡 4:52.05
ナシオ　コウキ アリノキタ マルモト　ケンシン アコウ

9 29338 名塩　公貴(1) 有野北 4:52.41 9 50546 丸本　健心(1) 赤穂 4:53.28
カナヤマ　ホヅミ ナンダン コバヤシ　ユウ ワダヤマ

10 72447 金山　歩積(1) 南淡 4:53.87 10 83451 小林　侑生(1) 和田山 4:54.46
ヤナイ　ソウタ モトヤマ コシハシ　ライゾウ ヒラキ

11 20309 栁井　惣太(1) 本山 4:53.88 11 13314 越橋　雷蔵(1) 平木 4:54.94
イバ　ハヤト カイバラ オオカワ　ハルキ カミコウシエン

12 64107 射場　果椰人(1) 柏原 4:54.18 12 13642 大川　陽生(1) 上甲子園 4:54.99
ササキ　ナオタロウ イナガワ チカダ　レイ カシマ

13 18504 佐々木　直太郎(1) 猪名川 4:55.94 13 36204 近田　玲(1) 鹿島 4:55.05
キシダ　イツキ ケヤキダイ タニ　ユウマ ユリノキダイ

14 60652 岸田　樹(1) けやき台 4:56.34 14 60942 谷　夢真(1) ゆりのき台 4:55.21
カタオカ　サクマ コウリョウ イナムラ　ユウタ ヤシロ

15 13246 片岡　咲真(1) 甲陵 4:56.70 15 38111 稲村　優汰(1) 社 4:55.91
タカハシ　ユウスケ タイシヒガシ ヨコヤマ　サトシ ジョウヨウ

16 51631 髙橋　佑輔(1) 太子東 5:06.91 16 12158 横山　史(1) 常陽 4:56.48
ヤマガミ　セナ ゴシキ カワブチ　ユウト ゴシキ

17 74014 山上　聖央(1) 五色 5:12.10 17 74012 川淵　雄斗(1) 五色 4:57.45

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:53:03
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年男子1500m
全日中参加標準記録突破 4:08.50    予選 7/26  9:50 (2-4+4)

大会記録 4:18.74 中尾　大樹 宝殿 2012 加古川 決勝 7/26 13:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 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 4:31.69
ウメダ　リク オオハラ

2 29102 梅田　大陸(1) 大原 4:31.73
タニダ　ソウタロウ アリノキタ

3 29336 谷田　颯太朗(1) 有野北 4:37.13
イシイ　ソウア ミキヒガシ

4 35663 石井　颯亜(1) 三木東 4:37.96
フジオカ　ヒナタ イブキダイ

5 29610 藤岡　陽大(1) 井吹台 4:39.34
タマイ　ノア ミナミヒバリガオカ

6 16732 玉井　希空(1) 南ひばりガ丘 4:43.32
シライシ　イッサ ホウデン

7 34323 白石　一颯(1) 宝殿 4:43.75
ミゾグチ　タツヤ ヒロハタ

8 41356 溝口　達也(1) 広畑 4:44.05
ナカシマ　タケル コウデラ

9 43205 中島　丈瑠(1) 香寺 4:45.74
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ

10 33424 髙林　恭大(1) 浜の宮 4:46.22
クワハラ　フキタロウ オオイケチュウガッコウ

11 23044 桑原　蕗太郎(1) 大池 4:50.42
トクナガ　タイガ ヤスムロ

45901 徳永　泰雅(1) 安室 DNF

DNF:途中棄権  
2021/07/ 27 06:54:59
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審判長
記録主任

予選
決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ソウマ ホウデン マツモト　ソウタ カコガワ

1 34358 田中　颯眞(3) 宝殿 Q 9:22.36 1 32829 松本　爽汰(3) 加古川 Q 9:11.56
ムラオカ　タイガ シカマニシ ヤマモト　キョウヘイ イナミ

2 41230 村岡　大雅(3) 飾磨西 Q 9:22.44 2 39408 山本　恭平(3) 稲美 Q 9:11.82
ウエダ　ショウダイ ユメサキ ホリノ　ショウタ ミカゲ

3 45513 上田　翔大(3) 夢前 Q 9:22.58 3 20558 堀野　正太(3) 御影 Q 9:19.72
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ タナカ　イッキ ヒメジナダ

4 83439 衣川　勇太(3) 和田山 Q 9:23.00 4 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 Q 9:22.64
イノベ　ナオト アコウ タカスギ　ショウタ セイリョウダイ

5 50526 射延　直澄(3) 赤穂 Q 9:34.69 5 29523 髙杉　彰太(3) 星陵台 Q 9:29.77
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ ハセガワ　ヒロト リョウナン

6 23022 中尾　光希(3) 大池 Q 9:36.67 6 33926 長谷川　大翔(3) 陵南 Q 9:30.54
カワイ　マサキ ソノダヒガシ サナダ　ダイスケ オオクボ

7 11802 河合　将希(3) 園田東 q 9:37.09 7 31655 真田　大輔(3) 大久保 q 9:34.23
ヤシマ　ハルキ イナミキタ エミ　マキト シングウ

8 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 q 9:42.25 8 51503 江見　槙人(2) 新宮 q 9:35.66
ツザキ　ソウタ タマツ ナカガワ　ソウ イマヅ

9 27607 津崎　颯大(3) 玉津 9:46.02 9 13721 中川　颯(3) 今津 9:54.45
オオタグロ　ユウゴ カミコウシエン タマハル　タイゾウ シオセ

10 13602 太田黒　悠吾(3) 上甲子園 9:53.99 10 14290 玉春　汰造(3) 塩瀬 9:59.91
オオハシ　ユウト ゴシキ コミヤ　ノゾミ コウブ

11 74000 大橋　悠人(2) 五色 10:02.91 11 13465 小宮　望(3) 甲武 10:00.19
ムラオ　キョウスケ トヨオカミナミ コバヤシ　タイガ タンナン

12 80124 村尾　恭輔(3) 豊岡南 10:03.96 12 62744 小林　大河(2) 丹南 10:12.90
ヤマモト　ダイチ ウエガハラ イチハラ　コウシロウ シングウ

13 13167 山本　大智(3) 上ケ原 10:09.59 13 51580 市原　康士郎(3) 新宮 10:14.26
ナカバヤシ　トモヤ カイバラ ウジハラ　キョウシロウ ハサマ

14 64188 中林　友哉(3) 柏原 10:22.94 14 60501 氏原　京志郎(2) 狭間 10:28.53
ヤマグチ　アキラ ヤスムロ フジモト　シュウト アリノ

15 45988 山口　輝(3) 安室 10:28.82 15 29233 藤本　嵩統(3) 有野 10:33.47
タケダ　マナト セイウン ナガイ　モトヤ ワダヤマ

16 70266 武田　真奈斗(3) 青雲 10:32.09 16 83441 永井　心八(3) 和田山 10:35.80
ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ イダカ　カイト ゴシキ

29527 吉田　湧真(3) 星陵台 DNS 17 74007 井髙　海翔(2) 五色 10:45.58

Powerd by AthleteRanking.com

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/07/27 10:58:12

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

全日中参加標準記録突破 8:57.00    7/27  9:40 (2-6+4)
大会記録 8:42.97 池田　親 加古川山手 2012 加古川 7/27 15:55 

共通男子3000m

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子3000m
全日中参加標準記録突破 8:57.00    予選 7/27  9:40 (2-6+4)

大会記録 8:42.97 池田　親 加古川山手 2012 加古川 決勝 7/27 15:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ムラオカ　タイガ シカマニシ

1 41230 村岡　大雅(3) 飾磨西 8:58.13
ハセガワ　ヒロト リョウナン

2 33926 長谷川　大翔(3) 陵南 9:00.28
タナカ　ソウマ ホウデン

3 34358 田中　颯眞(3) 宝殿 9:03.96
マツモト　ソウタ カコガワ

4 32829 松本　爽汰(3) 加古川 9:09.23
ホリノ　ショウタ ミカゲ

5 20558 堀野　正太(3) 御影 9:12.47
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ

6 83439 衣川　勇太(3) 和田山 9:13.13
ウエダ　ショウダイ ユメサキ

7 45513 上田　翔大(3) 夢前 9:15.31
イノベ　ナオト アコウ

8 50526 射延　直澄(3) 赤穂 9:28.29
ヤマモト　キョウヘイ イナミ

9 39408 山本　恭平(3) 稲美 9:33.33
タナカ　イッキ ヒメジナダ

10 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 9:33.59
タカスギ　ショウタ セイリョウダイ

11 29523 髙杉　彰太(3) 星陵台 9:35.46
サナダ　ダイスケ オオクボ

12 31655 真田　大輔(3) 大久保 9:36.45
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ

13 23022 中尾　光希(3) 大池 9:42.31
ヤシマ　ハルキ イナミキタ

14 39582 八嶋　春樹(2) 稲美北 9:42.80
カワイ　マサキ ソノダヒガシ

15 11802 河合　将希(3) 園田東 9:44.60
エミ　マキト シングウ

16 51503 江見　槙人(2) 新宮 9:51.56

2021/07/ 27 16:11:55
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)
全日中参加標準記録突破 15.00    予選 7/27 12:05 (5-2+6)

大会記録 14.01 中村　仁 播磨南 2004 加古川 準決勝 7/27 13:45 (2-3+2)
14.01 飯牟田　空良 播磨 2017 加古川 決勝 7/27 15:25 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.1 m/s) 2組 (+1.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　エイジ カミカワ  ZEN ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ  ZEN

1 43571 足立　英士(3) 神河 Q 14.23 1 29526 三宅　陽立(3) 星陵台 Q 14.89
イノクチ　コウスケ ホウバイ オザキ　ワタル ソノダヒガシ

2 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 Q 15.04 2 11806 尾崎　亘(3) 園田東 Q 15.40
シノダ　ダイキ シカマヒガシ ウキタ　トモヤ オオツ

3 41002 篠田　大貴(3) 飾磨東 q 15.41 3 46136 浮田　知哉(3) 大津 q 15.50
フジモト　コウキ オノ ニシモト　ヨシタロウ イブキダイ

4 37135 藤本　虹輝(3) 小野 q 15.46 4 29648 西本　義太郎(3) 井吹台 15.73
ナカムラ　シュウタ トヨオカミナミ タカミ　ナオキ カスガ

5 80122 中村　秀太(3) 豊岡南 15.97 5 65183 髙見　直希(3) 春日 16.00
クボタ　ハルヒ ミハラ タハラ　リョウコウ タツノヒガシ

6 72069 窪田　陽光(2) 三原 18.79 6 51151 多原　良昂(3) 龍野東 17.91
ヤマザキ　ハルキ イズシ ヤノ　ケイゴ ゴシキ

81806 山﨑　悠生(3) 出石 DQ T6-1 7 74005 矢野　圭悟(2) 五色 19.06

3組 (+0.8 m/s) 4組 (-0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマギム  ZEN ハラ　ユウヤ マイコ  ZEN

1 12778 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 Q 14.94 1 26824 原　悠也(3) 舞子 Q 14.93
マエダ　リンスケ ノノイケ ムラタ　シュン タチバナ

2 31464 前田　凛佑(3) 野々池 Q 15.15 2 11173 村田　隼(2) 立花 Q 15.20
ノザキ　カツノリ アクラ マルヤマ　ソラ ウタシキヤマ

3 16800 野﨑　勝矩(3) 安倉 q 15.63 3 26606 丸山　空大(3) 歌敷山 q 15.59
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ イシカワ　ヨウイチロウ ワダヤマ

4 41033 松下　直生(2) 飾磨東 15.72 4 83430 石川　陽一郎(3) 和田山 15.98
イシダ　シュウヤ イチジマ イワモト　ダイキ シオヤ

5 65342 石田　柊哉(2) 市島 16.25 5 26242 岩本　大輝(3) 塩屋 16.83
タカミ　リク イボガワ タカタ　ヨウスケ アコウ

6 51853 高見　琉空(3) 揖保川 17.93 6 50527 髙田　陽祐(3) 赤穂 17.54

5組 (+0.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハラシナ　アユキ カコガワ

1 32822 原科　歩季(3) 加古川 Q 15.18
フジワラ　ユウセ ニシワキ

2 34518 藤原　悠世(3) 西脇 Q 15.40
オクダ　レイヤ セイウン

3 70264 奧田　羚椰(3) 青雲 q 15.55
ミタ　ヤマト ホンジョウ

4 20176 三田　倭都(3) 本庄 15.84
ユアサ　ハルト ムコ

5 11425 湯朝　悠人(3) 武庫 16.36
イセキ　ユウサク ササヤマヒガシ

6 62231 井関　裕策(3) 篠山東 17.21

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    DQ:失格  T6-1:手を添えてハードルを超えた  
2021/07/ 27 12:31:41
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)
全日中参加標準記録突破 15.00    予選 7/27 12:05 (5-2+6)

大会記録 14.01 中村　仁 播磨南 2004 加古川 準決勝 7/27 13:45 (2-3+2)
14.01 飯牟田　空良 播磨 2017 加古川 決勝 7/27 15:25 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+1.3 m/s) 2組 (+2.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハラ　ユウヤ マイコ  ZEN アダチ　エイジ カミカワ

1 26824 原　悠也(3) 舞子 Q 14.39 1 43571 足立　英士(3) 神河 Q w14.17
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ  ZEN ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマギム

2 29526 三宅　陽立(3) 星陵台 Q 14.66 2 12778 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 Q w14.46
イノクチ　コウスケ ホウバイ ムラタ　シュン タチバナ

3 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 Q 15.01 3 11173 村田　隼(2) 立花 Q w14.77
マエダ　リンスケ ノノイケ ハラシナ　アユキ カコガワ

4 31464 前田　凛佑(3) 野々池 q 15.07 4 32822 原科　歩季(3) 加古川 q w15.05
マルヤマ　ソラ ウタシキヤマ フジモト　コウキ オノ

5 26606 丸山　空大(3) 歌敷山 15.27 5 37135 藤本　虹輝(3) 小野 w15.26
オクダ　レイヤ セイウン ウキタ　トモヤ オオツ

6 70264 奧田　羚椰(3) 青雲 15.40 6 46136 浮田　知哉(3) 大津 w15.29
フジワラ　ユウセ ニシワキ オザキ　ワタル ソノダヒガシ

7 34518 藤原　悠世(3) 西脇 15.41 7 11806 尾崎　亘(3) 園田東 w15.34
シノダ　ダイキ シカマヒガシ ノザキ　カツノリ アクラ

8 41002 篠田　大貴(3) 飾磨東 15.73 8 16800 野﨑　勝矩(3) 安倉 w15.37

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    w:追風参考  
2021/07/ 27 13:52:18

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)
全日中参加標準記録突破 15.00    予選 7/27 12:05 (5-2+6)

大会記録 14.01 中村　仁 播磨南 2004 加古川 準決勝 7/27 13:45 (2-3+2)
14.01 飯牟田　空良 播磨 2017 加古川 決勝 7/27 15:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　エイジ カミカワ  ZEN

1 43571 足立　英士(3) 神河 14.10
ハラ　ユウヤ マイコ  ZEN

2 26824 原　悠也(3) 舞子 14.18
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ  ZEN

3 29526 三宅　陽立(3) 星陵台 14.35
ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマギム  ZEN

4 12778 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 14.46
ムラタ　シュン タチバナ  ZEN

5 11173 村田　隼(2) 立花 14.72
ハラシナ　アユキ カコガワ  ZEN

6 32822 原科　歩季(3) 加古川 14.91
イノクチ　コウスケ ホウバイ

7 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 15.24
マエダ　リンスケ ノノイケ

31464 前田　凛佑(3) 野々池 DQ FS

ZEN:全日中参加標準記録突破  DQ:失格  FS:不正スタート  
2021/07/ 27 15:31:01

Powerd by AthleteRanking.com



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.56 5 45.33

2 q 44.88 6 46.65

3 44.98 7 47.18

4 44.98

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.49 5 46.76

2 q 44.74 6 48.14

3 45.27 DQ R0

4 45.78

Powerd by AthleteRanking.com

18060 伊藤 蓮(3) 18062 森 海翔(3)

2021/07/27 10:57:40

18066 辻 湧斗(3) 18052 辻 颯斗(3)
[3] イトウ　レン [4] モリ　カケル

多田
[1] ツジ　ユウト [2] ツジ　ハヤト

27115 北村 一惺(3) 27111 市間 勇(3) 51283 大前 響輝(3) 51280 井上 陽登(3)
タダ

27112 市丸 弥興(3) 27118 森脇 悠賢(3) 51288 テルファ 琉偉(3) 51287 前田 凰冴(3)
[3] キタムラ　イッセイ [4] イチマ　ユウ [3] オオマエ　ヒビキ [4] イノウエ　ハルト

神戸長坂 兵庫県立大学附属
[1] イチマル　ヤオキ [2] モリワキ　ユタカ [1] テルファ　ルイ [2] マエダ　フウガ

34363 長通 時篤(3) 34301 池原 透太(2) 65348 森本 皓也(2) 65337 西山 英汰(3)
コウベナガサカ ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ

34369 横手 佑紀(3) 34360 辻本 滉貴(3) 65336 吉良 柾人(3) 65342 石田 柊哉(2)
[3] ナガドオリ　トキアツ [4] イケハラ　トウタ [3] モリモト　ヒロヤ [4] ニシヤマ　エイタ

宝殿 市島
[1] ヨコテ　ユウキ [2] ツジモト　コウキ [1] キラ　マサト [2] イシダ　シュウヤ

40932 林 剛也(3) 40929 田中 崚雅(3) 16287 矢野 心大(3) 16274 上野 智哉(3)
ホウデン イチジマ

40948 山﨑 大馳(2) 40946 村瀬 翔汰(2) 16204 猪口 幸祐(2) 16202 安藤 光惺(2)
[3] ハヤシ　タカヤ [4] タナカ　リョウガ [3] ヤノ　ミクト [4] ウエノ　トモヤ

ヒメジナダ ホウバイ

姫路灘 宝梅
[1] ヤマザキ　タイチ [2] ムラセ　ショウタ [1] イノクチ　コウスケ [2] アンドウ　コウセイ

26249 中村 拓夢(3) 26242 岩本 大輝(3)

2組

26246 田中 瑞希(3) 26247 田中 竜馬(3)
[3] ナカムラ　タクム [4] イワモト　ダイキ

塩屋
[1] タナカ　ミズキ [2] タナカ　リュウマ

13164 檜垣 禮人(3) 13168 吉田 凌(3) 81540 井内 亮太(3) 81514 若槻 翔(1)
シオヤ

13151 天野 翔太(3) 13153 井上 朔冶(3) 81538 大田 博樹(3) 81535 竹林 陽翔(3)
[3] ヒガキ　ヨシヒト [4] ヨシダ　リョウ [3] イウチ　リョウタ [4] ワカツキ　ショウ

上ケ原 日高西
[1] アマノ　ショウタ [2] イノウエ　サクヤ [1] オオタ　ヒロキ [2] タケバヤシ　ハルト

39649 日下部 剛(3) 39657 藤原 悠大(3) 51853 高見 琉空(3) 51852 矢田 晋啓(2)
ウエガハラ ヒダカニシ

39650 小林 勇惺(3) 39655 藤岡 憧伍(3) 51851 富田 翔大(2) 51850 柳原 陽向(3)
[3] クサカベ　ゴウ [4] フジワラ　ユウタ [3] タカミ　リク [4] ヤダ　アキヒロ

ハリマ イボガワ

播磨 揖保川
[1] コバヤシ　ユウセイ [2] フジオカ　ショウゴ [1] トミタ　カケル [2] ヤナギハラ　ヒナタ

[3] モリヤマ　ソラト [4] トシツナ　アキヒロ [3] コバヤシ　カイシ [4] カミヤ　ケンゴ

14281 森山 空翔(3) 14279 年綱 晃広(3) 20552 小林 魁士(3) 20551 神谷 健悟(3)

14209 吉邑 一希(2) 14202 工藤 弘成(2) 20567 平川 靖士(2) 20553 田畑 奏良(3)

[1] ヨシムラ　カズキ [2] クドウ　ヒロナリ [1] ヒラカワ　ジョウジ [2] タバタ　ソラ

シオセ ミカゲ

塩瀬 御影

〈〈 予選 〉〉

1組

7/27  9:20 (5-0+8)
大会記録 43.14 稲垣・松岡・東・竹内 小園 2018 加古川 7/27 16:15 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR

43.14 伊藤・和田・下里・八尾 塩瀬 2019 加古川



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.10 5 46.79

2 q 44.73 6 51.25

3 45.31 DQ R2

4 46.38

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.12 5 46.09

2 44.93 6 46.64

3 45.16 7 49.10

4 45.18

Powerd by AthleteRanking.com

27608 勝本 啓介(3) 27614 山下 連野(3)

2021/07/27 10:57:40

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

玉津
[1] カリタニ　ヒロイ [2] モリキ　カンタ

32121 脇本 拓海(3) 32116 田中 玲央(3) 72070 萩原 逸平(2) 72063 中西 颯基(3)
タマツ

32110 大西 勢翔(3) 32120 三澤 堅心(3) 72072 前川 昊輝(2) 72067 井本 勇飛(2)
[3] ワキモト　タクミ [4] タナカ　レオ [3] ハギワラ　イッペイ [4] ナカニシ　ソウキ

二見 三原
[1] オオニシ　セイト [2] ミサワ　ケンシン [1] マエガワ　コウキ [2] イモト　ユウヒ

46130 足立 朱優(3) 46132 林 良祐(3) 70267 德田 晴大(3) 70271 宮崎 飛稀弥(3)
フタミ ミハラ

46134 久保 慧斗(3) 46136 浮田 知哉(3) 70274 山西 陸(3) 70264 奧田 羚椰(3)
[3] アダチ　シュウヤ [4] ハヤシ　リョウスケ [3] トクダ　ハルト [4] ミヤザキ　トキヤ

大津 青雲
[1] クボ　ケイト [2] ウキタ　トモヤ [1] ヤマニシ　リク [2] オクダ　レイヤ

32822 原科 歩季(3) 32820 納庄 青空(3) 12272 中本 飛羽(3) 12283 割石 大翔(2)
オオツ セイウン

32823 坂本 誠人(3) 32828 松下 歩(3) 12276 久保 一輝(2) 12268 秋岡 円(3)
[3] ハラシナ　アユキ [4] ノウショウ　ソラ [3] ナカモト　トワ [4] ワリイシ　ヒロト

カコガワ ムコヒガシ

加古川 武庫東
[1] サカモト　マサト [2] マツシタ　アユム [1] クボ　カズキ [2] アキオカ　マルイ

80131 美藤 秀和(3) 80129 田中 拓海(3)

4組

80132 藤原 輝星(3) 80125 足立 晴汰(3)
[3] ビトウ　ヒデカズ [4] タナカ　タクミ

豊岡南
[1] フジワラ　イッセイ [2] アダチ　セイタ

20688 廣部 桔太(3) 20696 馬原 直希(3) 16784 坂口 雄星(3) 16786 松永 音輝(3)
トヨオカミナミ

20687 村上 豪(3) 20603 金也 郁(3) 16789 谷本 俊輔(3) 16787 伊福 享正(3)
[3] ヒロベ　キッタ [4] マハラ　ナオキ [3] サカグチ　ユウセイ [4] マツナガ　トキ

本山南 南ひばりガ丘
[1] ムラカミ　ゴウ [2] キムヤ　イク [1] タニモト　シュンスケ [2] イフク　キョウセイ

83434 山本 紫陽(3) 83432 山本 瑛大(3) 65183 髙見 直希(3) 65178 栁田 大和(3)
モトヤマミナミ ミナミヒバリガオカ

83430 石川 陽一郎(3) 83442 山本 葵(3) 65181 柴原 智陽(3) 65187 荻野 桔梗(3)
[3] ヤマモト　シヨウ [4] ヤマモト　エイタ [3] タカミ　ナオキ [4] ヤナギタ　ヤマト

ワダヤマ カスガ

和田山 春日
[1] イシカワ　ヨウイチロウ [2] ヤマモト　アオイ [1] シバハラ　チハル [2] オギノ　キキョウ

[3] ハヤセ　ユウト [4] ユラ　タクマ [3] モリイ　リョウ [4] カンダ　ハルト

33118 早瀬 優叶(3) 33124 由良 拓磨(3) 74090 守居 諒(3) 74092 神田 暖人(3)

33123 山﨑 凌翔(3) 33122 松山 瑠希(3) 74088 福島 明徹(3) 74085 柴峠 伸樹(3)

[1] ヤマサキ　リョウト [2] マツヤマ　リュウキ [1] フクシマ　ハルユキ [2] シバトウゲ　ノブキ

カコガワチュウブ ゴシキ

加古川中部 五色

〈〈 予選 〉〉

3組

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.65 4 45.27

2 44.98 5 45.73

3 45.24 6 46.16

Powerd by AthleteRanking.com

51133 髙橋 龍輝(2) 51155 森高 智之(3) 20084 横田 叶偉(2) 20085 蓬莱 絃(2)

q:プラスによる進出    DQ:失格  
2021/07/27 10:57:40

51151 多原 良昂(3) 51135 松本 明樹(2) 20060 小林 俊音(3) 20062 小林 温眞(3)
[3] タカハシ　リュウキ [4] モリタカ　トモユキ [3] ヨコタ　カエラ [4] ホウライ　ゲン

龍野東 向洋
[1] タハラ　リョウコウ [2] マツモト　ハルキ [1] コバヤシ　シュント [2] コバヤシ　ハルマ

41559 不ニ 海斗(3) 41573 萩原 慧(2) 60605 中条 虎太郎(3) 60602 竹内 悠登(3)
タツノヒガシ コウヨウ

41565 岡本 陸来(3) 41563 北村 奏音(3) 60611 森 翔生(3) 60612 山下 桂(3)
[3] フニ　カイト [4] ハギハラ　ケイ [3] チュウジョウ　コタロウ [4] タケウチ　ユウト

アサヒチュウ ケヤキダイ

朝日 けやき台
[1] オカモト　リク [2] キタムラ　カナト [1] モリ　トウマ [2] ヤマシタ　ケイ

[3] フクハラ　ユウマ [4] カワサキ　ユウスケ [3] オオウラ　ブンタ [4] キノシタ　キョウタロウ

40894 福原 悠真(3) 40892 川﨑 雄介(3) 31604 大浦 文太(2) 31643 木下 恭太朗(3)

40806 久保 遥仁(3) 40899 中筋 正人(3) 31642 山本 大河(3) 31639 葉 凛太郎(3)

[1] クボ　ハルヒト [2] ナカスジ　マサト [1] ヤマモト　タイガ [2] ヨウ　リンタロウ

サンヨウ オオクボ

山陽 大久保

〈〈 予選 〉〉

5組

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
全日中参加標準記録突破 40.0    予選 7/27  9:20 (5-0+8)

大会記録 43.14 稲垣・松岡・東・竹内 小園 2018 加古川 決勝 7/27 16:15 
43.14 伊藤・和田・下里・八尾 塩瀬 2019 加古川

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カコガワ ワダヤマ

1 加古川 43.89 5 和田山 44.71
[1] サカモト　マサト [2] マツシタ　アユム [1] イシカワ　ヨウイチロウ [2] ヤマモト　アオイ

32823 坂本 誠人(3) 32828 松下 歩(3) 83430 石川 陽一郎(3) 83442 山本 葵(3)
[3] ハラシナ　アユキ [4] ノウショウ　ソラ [3] ヤマモト　シヨウ [4] ヤマモト　エイタ

32822 原科 歩季(3) 32820 納庄 青空(3) 83434 山本 紫陽(3) 83432 山本 瑛大(3)
ヒメジナダ サンヨウ

2 姫路灘 44.01 6 山陽 44.82
[1] ヤマザキ　タイチ [2] ムラセ　ショウタ [1] クボ　ハルヒト [2] ナカスジ　マサト

40948 山﨑 大馳(2) 40946 村瀬 翔汰(2) 40806 久保 遥仁(3) 40899 中筋 正人(3)
[3] ハヤシ　タカヤ [4] タナカ　リョウガ [3] フクハラ　ユウマ [4] カワサキ　ユウスケ

40932 林 剛也(3) 40929 田中 崚雅(3) 40894 福原 悠真(3) 40892 川﨑 雄介(3)
シオセ ホウデン

3 塩瀬 44.23 7 宝殿 45.24
[1] ヨシムラ　カズキ [2] クドウ　ヒロナリ [1] ヨコテ　ユウキ [2] ツジモト　コウキ

14209 吉邑 一希(2) 14202 工藤 弘成(2) 34369 横手 佑紀(3) 34360 辻本 滉貴(3)
[3] モリヤマ　ソラト [4] トシツナ　アキヒロ [3] ナガドオリ　トキアツ [4] イケハラ　トウタ

14281 森山 空翔(3) 14279 年綱 晃広(3) 34363 長通 時篤(3) 34301 池原 透太(2)
カコガワチュウブ ハリマ

4 加古川中部 44.48 8 播磨 45.92
[1] ヤマサキ　リョウト [2] マツヤマ　リュウキ [1] コバヤシ　ユウセイ [2] フジオカ　ショウゴ

33123 山﨑 凌翔(3) 33122 松山 瑠希(3) 39650 小林 勇惺(3) 39655 藤岡 憧伍(3)
[3] ハヤセ　ユウト [4] ユラ　タクマ [3] クサカベ　ゴウ [4] フジワラ　ユウタ

33118 早瀬 優叶(3) 33124 由良 拓磨(3) 39649 日下部 剛(3) 39657 藤原 悠大(3)

2021/07/ 27 16:21:37

Powerd by AthleteRanking.com



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 46.21 5 49.47

2 q 48.64 6 50.05

3 q 48.88 7 52.38

4 49.46

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 48.44 5 51.06

2 q 48.50 6 51.68

3 q 48.92 DNF

4 49.34

Powerd by AthleteRanking.com

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年男子4x100mR
7/26 12:20 (5-0+8)

大会記録 45.71 小河原・辻本・長通・東 宝殿 2019 加古川 7/26 15:35 

トヨオカミナミ ミキヒガシ

豊岡南 三木東

〈〈 予選 〉〉

1組

80158 今西 瑛大(2) 80165 西村 源斗(1) 35656 鈴木 駿介(2) 35662 八幡 響(1)

[1] イマニシ　エイタ [2] ニシムラ　ゲント [1] スズキ　シュンスケ [2] ヤハタ　ヒビキ

[3] サワノ　カイト [4] オキノ　ミチ [3] ミナミ　ユウスケ [4] フジモト　シュリ

80172 澤野 凱音(1) 80152 沖野 未知(2) 35661 南 友介(1) 35657 藤本 珠璃(2)

34304 佐藤 優希(2) 34326 横手 利気(1) 70422 安井 陽音(2) 70427 濵野 翔太(1)
[3] コサカ　レイガ [4] ヤマダ　ワカト [3] ナカヤマ　ミナト [4] ナカヤマ　ジント

ホウデン ユラ

宝殿 由良
[1] サトウ　ユウキ [2] ヨコテ　トシキ [1] ヤスイ　ハルト [2] ハマノ　ショウタ

加古川 市島
[1] タケトシ　リュウ [2] ギョウブ　ヒロト [1] キノシタ　ヨウタ [2] ナガイ　キリト

34322 小坂 羚叶(1) 34307 山田 吾愛仁(2) 70426 中山 湊斗(1) 70420 中山 仁翔(2)
カコガワ イチジマ

32805 江草 圭輔(1) 32884 三木 隆之介(2) 65353 西山 昊汰(1) 65347 西脇 隆人(2)
コウブ

32887 竹歳 龍(2) 32804 刑部 大翔(1) 65343 木下 鷹大(2) 65352 永井 葵里斗(1)
[3] エグサ　ケイスケ [4] ミキ　リュウノスケ [3] ニシヤマ　コウタ [4] ニシワキ　リュウト

13482 岡本 健輝(2) 13420 中村 旬(1)
[3] マエダ　サクタロウ [4] モリ　ケイイチロウ

甲武
[1] オカモト　タツキ [2] ナカムラ　シュン

カミコウシエン カスミダイイチ

上甲子園 香住第一
[1] スズキ　リクト [2] カワ　オウスケ [1] ハラ　ゲンキ [2] オオタ　アヤト

13426 前田 朔太朗(1) 13493 森 馨一郎(2)

2組

13657 駒井 響季(1) 13625 下口 一樹(2) 81017 瀨戸口 絆(1) 81060 松本 翔太(2)
リョウナン タツノヒガシ

13633 鈴木 陸斗(2) 13649 河 旺佑(1) 81056 原 弦希(2) 81010 大田 絢斗(1)
[3] コマイ　ヒビキ [4] シモグチ　カズキ [3] セトグチ　キズナ [4] マツモト　ショウタ

33943 世良 歩夢(2) 33961 南條 空芽(1) 51134 中村 仁(2) 51147 赤路 瑛斗(1)
[3] コタニ　ユウト [4] タグチ　カンタ [3] ワタナベ　シュウスケ [4] イノウエ　カイリ

陵南 龍野東
[1] セラ　アユム [2] ナンジョウ　クウガ [1] ナカムラ　ジン [2] アカジ　エイト

姫路灘 夢前
[1] イワヤ　コウセイ [2] マツダ　リュウセイ [1] オキツ　フウマ [2] ハナダ　コウタ

33963 小谷  悠人(1) 33944 田口 敢太(2) 51143 渡辺 秀祐(1) 51131 井上 櫂里(2)
ヒメジナダ ユメサキ

40954 吉野 健翔(1) 40935 赤松 一成(2) 45508 中村 歩暉(1) 45529 矢野 蓮稀(2)
イカワダニ

40936 岩谷 洸誠(2) 40953 松田 龍惺(1) 45526 興津 楓真(2) 45507 花田 煌太(1)
[3] ヨシノ　ケンショウ [4] アカマツ　イッセイ [3] ナカムラ　アユキ [4] ヤノ　ハズキ

27220 松尾 康汰(2) 27244 宮脇 輝(1)
[3] ハナオカ　リュウヤ [4] イケダ　アキヒサ

伊川谷
[1] マツオ　コウタ [2] ミヤワキ　ヒカル

27239 花岡 龍也(1) 27218 池田 晃悠(2)

2021/07/27 07:16:08



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 49.08 5 50.50

2 49.32 6 51.35

3 49.41 7 54.28

4 49.46

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 47.69 5 50.87

2 q 48.26 6 52.92

3 49.20 DQ TR24

4 50.02

Powerd by AthleteRanking.com

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年男子4x100mR

シングウ ミハラ

新宮 三原

〈〈 予選 〉〉

3組

51506 松田 悠希(2) 51527 山田 太陽(1) 72075 山本 龍聖(2) 72088 藤田 優吾(1)

[1] マツダ　ユウキ [2] ヤマダ　タイヨウ [1] ヤマモト　リュウセイ [2] フジタ　ユウゴ

[3] フクイ　ユズキ [4] ミサカ　マサツグ [3] ヒロモト　ユウマ [4] クボタ　ハルヒ

51523 福井 裕月(1) 51507 三坂 真嗣(2) 72086 廣本 悠真(1) 72069 窪田 陽光(2)

33232 小川 律輝(2) 33219 野口 陽輝(1) 29156 由木 亮海(2) 29101 稲吉 碧已(1)
[3] ツクダ　コウキ [4] ヤマモト　ユオ [3] ヒラオカ　ダイスケ [4] サトウ　ダイチ

ヒラオカ オオハラ

平岡 大原
[1] オガワ　リツキ [2] ノグチ　ハルキ [1] ユウキ　リョウマ [2] イナヨシ　アオイ

けやき台 園田東
[1] ヒライ　ダイチ [2] ショロジ　トウマ [1] ミキ　ショウマ [2] キタノ　ケイタ

33217 佃 紘喜(1) 33243 山本 有愛(2) 29104 平岡 大輔(1) 29158 佐藤 大地(2)
ケヤキダイ ソノダヒガシ

60648 山本 颯空(1) 60623 田上 大貴(2) 11826 田中 大輔(1) 11817 宮川 友希(2)
サンヨウ

60624 平井 大智(2) 60659 正呂地 斗真(1) 11816 三木 翔真(2) 11822 北野 景大(1)
[3] ヤマモト　フク [4] タノウエ　ダイキ [3] タナカ　ダイスケ [4] ミヤカワ　トモキ

40824 中村 琢磨(2) 40834 石田 陽大(1)
[3] スドウ　リュウイチ [4] ヤマモト　ユウキ

山陽
[1] ナカムラ　タクマ [2] イシダ　ハルト

セイウン ミカゲ

青雲 御影
[1] マツオ　タイオウ [2] マツオ　カグラ [1] モリタ　カイル [2] アライケ　ツバサ

40825 須藤 瑠一(1) 40822 山本 祐生(2)

4組

70299 中山 煌大(1) 70284 横山 歩磨(2) 20579 松尾 慶志(1) 20566 中山 稜大(2)
ミドリガオカ ワダヤマ

70282 松尾 大桜(2) 70201 松尾 奏楽(1) 20568 森田 快琉(2) 20571 荒池 翼(1)
[3] ナカヤマ　コウタ [4] ヨコヤマ　アルマ [3] マツオ　ケイシ [4] ナカヤマ　リョウタ

35413 角石 淳貴(2) 35465 長谷川 蒼空(1) 83444 安井 健真(2) 83459 中尾 海盛(1)
[3] トミイ　ハルト [4] オカムラ　ユウマ [3] フジオカ　ユメル [4] サトウ　ヒビキ

緑が丘 和田山
[1] カドイシ　アツキ [2] ハセガワ　ソラ [1] ヤスイ　ケンシン [2] ナカオ　カイセイ

太子西 有野北
[1] ヤノ　ハルト [2] カワカミ　ハルト [1] タナカ　セイタロウ [2] ナカシマ　フヒト

35458 冨井 晴翔(1) 35418 岡村 優磨(2) 83457 藤岡 夢優(1) 83447 佐藤 響(2)
タイシニシ アリノキタ

51781 大西 悠斗(1) 51770 綾部 湧心(2) 29343 松永 澪音(1) 29305 野村 成龍(2)
スミヨシ

51773 矢野 遥大(2) 51783 川上 陽太(1) 29302 田中 惺太朗(2) 29337 中嶋 史(1)
[3] オオニシ　ハルト [4] アヤベ　ユウシン [3] マツナガ　レン [4] ノムラ　セイリュウ

20473 岸本 隆也(2) 20483 祖田 琉留斗(1)
[3] オダ　キョウヘイ [4] アラキ　シュント

住吉
[1] キシモト　トキヤ [2] ソダ　ルルト

20481 小田 恭平(1) 20471 荒木 俊音(2)

2021/07/27 07:16:08



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 48.97 4 50.02

2 49.18 5 50.63

3 49.81 DNS

Powerd by AthleteRanking.com

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年男子4x100mR

タイシャ スズランダイ

大社 鈴蘭台

〈〈 予選 〉〉

5組

12927 堀川 悠斗(2) 12947 土井 瑛司(1) 23532 坂口 大騎(2) 23507 澁谷 蓮(1)

[1] ホリカワ　ユウト [2] ドイ　エイジ [1] サカグチ　ダイキ [2] シブヤ　レン

[3] コニシ　ダイチ [4] クロダ　リョウタ [3] アビコ　ルカ [4] コイズミ　テンイチ

12941 小西 大地(1) 12923 黒田 涼太(2) 23503 安孫子 瑠佳(1) 23531 小泉 天一(2)

65195 山内 柊希(2) 65103 近藤 久貴(1) 12858 島村 尚輝(2) 12880 藤本 光祐(1)
[3] タガワ　タケル [4] オギノ　リョウヘイ [3] タケムラ　テル [4] ヤマダ　ソウタ

カスガ ハマワキ

春日 浜脇
[1] ヤマウチ　シュウキ [2] コンドウ　ヒサヨシ [1] シマムラ　ナオキ [2] フジモト　コウスケ

飾磨東 天王寺川
[1] フジワラ　ユウガ [2] カネクラ　ソラ [1] タニモト　リュウシン [2] セイケ　フウガ

65100 田川 驍(1) 65192 荻野 稜平(2) 12876 竹村 晃琉(1) 12863 山田 蒼太(2)
シカマヒガシ テンノウジガワ

41056 溝上 蒼介(1) 41033 松下 直生(2) 19574 高木 教雅(1) 19552 長山 一咲(2)

q:プラスによる進出    DNF:途中棄権  DQ:失格  TR24:テイクオーバーゾーンの外からスタートした  DNS:欠場  
2021/07/27 07:16:08

41032 藤原 悠雅(2) 41060 金倉 颯良(1) 19555 谷本 龍心(2) 19580 清家 楓雅(1)
[3] ミゾカミ　ソウスケ [4] マツシタ　ナオキ [3] タカキ　キョウガ [4] ナガヤマ　イッサ



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 47.92 5 48.84

2 48.24 6 48.89

3 48.34 7 49.27

4 48.40 DQ R2

Powerd by AthleteRanking.com

13657 駒井 響季(1) 13625 下口 一樹(2) 80172 澤野 凱音(1) 80152 沖野 未知(2)

DQ:失格  
2021/07/27 07:14:58

13633 鈴木 陸斗(2) 13649 河 旺佑(1) 80158 今西 瑛大(2) 80165 西村 源斗(1)
[3] コマイ　ヒビキ [4] シモグチ　カズキ [3] サワノ　カイト [4] オキノ　ミチ

上甲子園 豊岡南
[1] スズキ　リクト [2] カワ　オウスケ [1] イマニシ　エイタ [2] ニシムラ　ゲント

33963 小谷  悠人(1) 33944 田口 敢太(2) 32805 江草 圭輔(1) 32884 三木 隆之介(2)
カミコウシエン トヨオカミナミ

33943 世良 歩夢(2) 33961 南條 空芽(1) 32887 竹歳 龍(2) 32804 刑部 大翔(1)
[3] コタニ　ユウト [4] タグチ　カンタ [3] エグサ　ケイスケ [4] ミキ　リュウノスケ

陵南 加古川
[1] セラ　アユム [2] ナンジョウ　クウガ [1] タケトシ　リュウ [2] ギョウブ　ヒロト

35458 冨井 晴翔(1) 35418 岡村 優磨(2) 34322 小坂 羚叶(1) 34307 山田 吾愛仁(2)
リョウナン カコガワ

35413 角石 淳貴(2) 35465 長谷川 蒼空(1) 34304 佐藤 優希(2) 34326 横手 利気(1)
[3] トミイ　ハルト [4] オカムラ　ユウマ [3] コサカ　レイガ [4] ヤマダ　ワカト

ミドリガオカ ホウデン

緑が丘 宝殿
[1] カドイシ　アツキ [2] ハセガワ　ソラ [1] サトウ　ユウキ [2] ヨコテ　トシキ

[3] ナカヤマ　コウタ [4] ヨコヤマ　アルマ [3] ヨシノ　ケンショウ [4] アカマツ　イッセイ

70299 中山 煌大(1) 70284 横山 歩磨(2) 40954 吉野 健翔(1) 40935 赤松 一成(2)

70282 松尾 大桜(2) 70201 松尾 奏楽(1) 40936 岩谷 洸誠(2) 40953 松田 龍惺(1)

[1] マツオ　タイオウ [2] マツオ　カグラ [1] イワヤ　コウセイ [2] マツダ　リュウセイ

セイウン ヒメジナダ

青雲 姫路灘

〈〈 決勝 〉〉

1組

7/26 12:20 (5-0+8)
大会記録 45.71 小河原・辻本・長通・東 宝殿 2019 加古川 7/26 15:35 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年男子4x100mR



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子走高跳
全日中参加標準記録突破 1.85    決勝 7/27 13:00 

大会記録 1.95 潮崎　傑 港島 2011 加古川

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カンザキ　ハヤト ニシワキ  ZEN ヤマグチ　タクト タツノヒガシ

1 34511 神崎　隼人(3) 西脇 1.88 15 51132 山口　拓都(2) 龍野東 1.60
フジワラ　タイチ テンノウジガワ   =ZEN タチバナ　リュウト シカマヒガシ

2 19516 藤原　大知(3) 天王寺川 1.85 15 41003 橘　琉斗(3) 飾磨東 1.60
ウエダ　アイル カイバラ ナカチ　ハルカ タカラヅカダイイチ

3 64183 上田　愛留(3) 柏原 1.75 15 16139 中地　悠(3) 宝塚第一 1.60
アダチ　ルナ アオガキ シロシタ　アツキ アリノキタ

4 64833 足立　琉那(3) 青垣 1.75 20 29381 城下　篤輝(3) 有野北 1.60
カトウ　タイガ ボウカイ クリス　ジュンシン サンヨウ

5 31551 加藤　大雅(3) 望海 1.70 20 40803 栗栖　潤心(3) 山陽 1.60
アケオ　マサキ ホウバイ オダ　カナメ オシベダニ

5 16270 明尾　匡樹(3) 宝梅 1.70 20 27502 織田　要(2) 押部谷 1.60
キタノ　ユウヤ イナガワ サトウ　ユウキ ホウデン

7 18537 北野　裕也(3) 猪名川 1.65 20 34304 佐藤　優希(2) 宝殿 1.60
フクイ　ヤマト キタコウベ ムライ　ソウタ ニシワキミナミ

8 24188 福井　大和(2) 北神戸 1.65 20 34781 村井　颯太(3) 西脇南 1.60
ワキモト　タクミ フタミ ヤノ　ハルト タイシニシ

9 32121 脇本　拓海(3) 二見 1.65 51773 矢野　遥大(2) 太子西 NM
イケグチ　トシキ トヨオカキタ ヤノ　ケイゴ ゴシキ

9 80252 池口　星輝(3) 豊岡北 1.65 74005 矢野　圭悟(2) 五色 NM
カガミ　ハヤト ヒメジナダ タマダ　ジュンキ タツノヒガシ

9 40927 各務　隼(3) 姫路灘 1.65 51152 玉田　純暉(3) 龍野東 NM
スズキ　タカト モトヤマミナミ サッパ　ソウイチ カンセイガクイン

9 20695 鈴木　嵩人(3) 本山南 1.65 14740 颯波　壮一(3) 関西学院 NM
アサイ　リク カラト アリスエ　カンタ リョウナン

9 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃 1.65 33946 有末　貫汰(2) 陵南 NM
ニシハタ　ジン カヤ ナガタ　リク セイウン

14 43945 西畠　迅(2) 鹿谷 1.65 70268 長田　凛久(3) 青雲 NM
モリモト　ヒロヤ イチジマ ナカモト　トワ ムコヒガシ

15 65348 森本　皓也(2) 市島 1.60 12272 中本　飛羽(3) 武庫東 NM
オオモリ　ダン ヒラノ マエダ　マナブ ナンダン

15 27885 大森　檀(3) 平野 1.60 72440 前田　真歩(3) 南淡 NM

ZEN:全日中参加標準記録突破  =ZEN:全日中参加標準タイ記録突破  NM:計測無し  
2021/07/ 27 15:24:46
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子棒高跳
全日中参加標準記録突破 4.00    決勝 7/27 11:00 

大会記録 4.50 浅野　喜洋 広陵 2000 ユニバー

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
スギモト　サトアキ ウエノ

1 21124 杉本　惺昭(2) 上野 3.60
イチオカ　ショウゴ ソノダ

2 11332 市岡　将護(3) 園田 3.40
フナオク　リント ソノダ

3 11333 船奥　凛斗(3) 園田 3.00
ナカガワ　ジン シカマニシ

4 41228 中川　仁(3) 飾磨西 3.00
イケウチ　ハクア アリノキタ

5 29351 池内　珀蒼(3) 有野北 2.60
キンノ　リン アリノキタ

5 29356 金野　凛生(3) 有野北 2.60
ツジモト　ユウマ ナルオミナミ

14326 辻本　悠真(3) 鳴尾南 NM
イケダ　キリュウ オゾノ

12366 池田　樹龍(3) 小園 NM
マツダ　ゼン ナルオミナミ

14322 松田　禅(3) 鳴尾南 NM
コダマ　ショウヤ オゾノ

12365 児玉　翔哉(3) 小園 NM

NM:計測無し  
2021/07/ 27 16:38:11
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子走幅跳
全日中参加標準記録突破 6.55    予選 7/26  9:30 (2-5.97)

大会記録 7.13 佐貫　源紀 有野北 2015 加古川 決勝 7/26 12:30 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　ユウキ カスミダイイチ フジモト　リョウヤ ホウジョウ  ZEN

1 81025 長谷川　侑輝(3) 香住第一 q 6.35 (-0.2) 1 37551 藤本　涼哉(3) 北条 q 6.59 (+0.5)

カドワキ　コウセイ モトヤマ アダチ　エイジ カミカワ

2 20354 門脇　功成(3) 本山 q 6.17 (+0.5) 2 43571 足立　英士(3) 神河 q 6.46 (+0.4)

クボタ　セイヤ ヒガシタニ マキノ　トモヒロ カワラギ

3 18169 久保田　聖也(3) 東谷 q w6.00 (+2.6) 公認:5.88(0.0) 3 13577 牧野　智紘(3) 瓦木 q 6.11 (+0.9)

サカモト　ソウタ ユリノキダイ ナカスジ　マサト サンヨウ

4 60973 坂本　颯大(3) ゆりのき台 q 5.99 (+0.8) 4 40899 中筋　正人(3) 山陽 q 6.06 (+0.6)

ノムラ　アキト キタコウベ ミヤザキ　ケイタ アリノキタ

5 24154 野村　陽人(3) 北神戸 5.89 (+0.1) 5 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 q 6.02 (+0.4)

マツイ　ハルキ ベフ テラモト　ユウキ タチバナ

6 33506 松井　悠輝(3) 別府 5.81 (+0.3) 6 11136 寺本　優輝(3) 立花 q 6.01 (+0.9)

オギノ　キキョウ カスガ ワタナベ　ソラ トモガオカ

6 65187 荻野　桔梗(3) 春日 5.81 (+0.8) 7 25500 渡邉　奏良(3) 友が丘 q 5.99 (+0.3)

ノウショウ　ソラ カコガワ アダチ　リョウタ アクラ

8 32820 納庄　青空(3) 加古川 5.80 ( 0.0) 8 16802 足立　涼太(3) 安倉 q 5.97 (-0.8)

フクシマ　ハルユキ ゴシキ エノモト　ハルキ セイドウ

9 74088 福島　明徹(3) 五色 5.73 (+1.5) 9 15559 榎本　陽月(3) 精道 5.82 (+0.2)
ムライ　ハルト ニシワキミナミ ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ

34782 村井　陽斗(3) 西脇南 NM 10 20567 平川　靖士(2) 御影 5.77 (+1.3)
オオマエ　ヒビキ ヒョウゴケンリツダイガクフゾクチュウガッコウ タナカ　ノブアキ タイシニシ

51283 大前　響輝(3) 兵庫県立大学附属 NM 51764 田中　伸明(3) 太子西 NM
ニシワキ　ミツル イズミ クマガイ　ルキ イズミ

37832 西脇　充琉(3) 泉 NM 37834 熊谷　瑠輝(3) 泉 NM
イチバ　シンゲン トヨオカキタ オオツボ　レオト スズランダイ

80253 市場　信玄(3) 豊岡北 NM 23521 大坪　澪音(3) 鈴蘭台 NM
ヤスイ　ヒデナリ フクサキニシ モリ　トウマ ケヤキダイ

42401 安井　秀成(3) 福崎西 NM 60611 森　翔生(3) けやき台 NM
モリタ　ネオ サコシ ハマダ　コウイチロウ ヒメジヒガシ

50804 守田　音央(3) 坂越 NM 45631 濱田　光一朗(3) 姫路東 NM
ムラカミ　ソウタ ヒダカヒガシ トクダ　ハルト セイウン

81208 村上　颯太(3) 日高東 NM 70267 德田　晴大(3) 青雲 NM
ナカジマ　ケイゴ クラクエン ヤマサキ　シン ゴシキ

13068 中島　圭梧(2) 苦楽園 NM 74006 山﨑　心(2) 五色 NM

q:規則第180条15による進出    w:追風参考  NM:計測無し  ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 06:52:57
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子走幅跳
全日中参加標準記録突破 6.55    予選 7/26  9:30 (2-5.97)

大会記録 7.13 佐貫　源紀 有野北 2015 加古川 決勝 7/26 12:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　ユウキ カスミダイイチ  ZEN

1 81025 長谷川　侑輝(3) 香住第一 6.76 (+1.9)
フジモト　リョウヤ ホウジョウ  ZEN

2 37551 藤本　涼哉(3) 北条 6.69 (+2.0)
アダチ　エイジ カミカワ  ZEN

3 43571 足立　英士(3) 神河 6.59 (+2.0)
カドワキ　コウセイ モトヤマ

4 20354 門脇　功成(3) 本山 6.34 (-0.1)
ワタナベ　ソラ トモガオカ

5 25500 渡邉　奏良(3) 友が丘 6.16 (+1.3)
アダチ　リョウタ アクラ

6 16802 足立　涼太(3) 安倉 6.06 (+0.7)
クボタ　セイヤ ヒガシタニ

7 18169 久保田　聖也(3) 東谷 w6.03 (+2.9)  公認:6.01(0.8)

テラモト　ユウキ タチバナ

8 11136 寺本　優輝(3) 立花 5.95 (+1.7)
マキノ　トモヒロ カワラギ

9 13577 牧野　智紘(3) 瓦木 5.95 (+0.2)
サカモト　ソウタ ユリノキダイ

10 60973 坂本　颯大(3) ゆりのき台 5.91 (+1.7)
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ

11 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 5.81 (+1.5)
ナカスジ　マサト サンヨウ

12 40899 中筋　正人(3) 山陽 5.76 (+0.6)

ZEN:全日中参加標準記録突破  w:追風参考  
2021/07/ 27 06:54:30
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子三段跳
全日中参加標準記録突破 15.00    決勝 7/27 13:30 

大会記録 14.44 都藤　将伸 歌敷山 1971 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　リョウヤ ホウジョウ キラ　マサト イチジマ

1 37551 藤本　涼哉(3) 北条 w13.23 (+2.6)  公認:12.86(0.8) 18 65336 吉良　柾人(3) 市島 w11.36 (+2.2)

ムライ　ヒナタ ニシワキミナミ ウエナカ　ルキア コウブ

2 34783 村井　陽向(3) 西脇南 w12.99 (+3.0)  公認:12.92(1.9) 19 13462 上中　龍優有(3) 甲武 11.26 (+1.4)
イハラ　アオバ フタミ ミヤモト　ヨウスケ タイシニシ

3 32134 井原　碧葉(2) 二見 w12.90 (+3.0)  公認:12.81(2.0) 20 51765 宮本　曜輔(3) 太子西 11.22 (+1.8)
ワタナベ　ソラ トモガオカ アダチ　シュンイチ アオガキ

4 25500 渡邉　奏良(3) 友が丘 12.81 (+0.9) 21 64831 足立　隼一(3) 青垣 11.21 (+1.3)
フニ　カイト アサヒチュウ ウメハラ　ケンシン ホウバイ

5 41559 不ニ　海斗(3) 朝日 12.77 (+1.5) 22 16275 梅原　健心(3) 宝梅 11.16 (+1.0)
マツバラ　リクト ニッシン フクシマ　ハルユキ ゴシキ

6 10307 松原　玲久斗(3) 日新 12.74 (+0.5) 23 74088 福島　明徹(3) 五色 11.15 (+1.3)
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ フジイ　ヒデキ タカクラ

7 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 w12.63 (+2.4)  公認:12.59(0.7) 24 25360 藤井　秀樹(3) 高倉 w11.13 (+2.1)

ナカタニ　ユウキ カコガワ ニロク　ハル アコウヒガシ

8 32825 中谷　勇輝(3) 加古川 12.31 (+0.8) 25 50651 二六　羽琉(3) 赤穂東 11.11 (+1.1)
ナカガワ　マサル ヒカミ オクヤシキ　カイト ソノダヒガシ

9 64436 中川　勝(3) 氷上 12.24 (+1.4) 26 11807 奥屋敷　海斗(3) 園田東 w11.08 (+2.3)

タカモリ　ダイチ ヒガシタニ イケダ　エイジュ カスミダイイチ

10 18173 髙森　大地(3) 東谷 11.97 (+1.8) 81021 池田　英寿(3) 香住第一 NM
ヤマモト　ユウキ サンヨウ トクダ　ハルト セイウン

11 40822 山本　祐生(2) 山陽 11.97 (+0.4) 70267 德田　晴大(3) 青雲 NM
ヒロタ　カイセイ ニシワキミナミ ヒラオカ　ツカサ ホンジョウ

12 34776 廣田　快成(3) 西脇南 11.88 (+1.3) 20179 平岡　司冴(3) 本庄 NM
ナカイ　ハルキ ホウバイ ナガタ　オウスケ セイウン

13 16282 中井　陽喜(3) 宝梅 11.86 (+1.3) 70280 長田　央亮(2) 青雲 NM
ウチダ　ジン カラト イマイ　ユウマ トヨオカミナミ

14 22930 内田 　迅(3) 唐櫃 11.84 (+1.3) 80128 今井　勇磨(3) 豊岡南 NM
ウエダ　ソウタ ヒラノ カンザキ　ハヤト ニシワキ

15 27884 上田　創太(3) 平野 11.76 (+0.9) 34511 神崎　隼人(3) 西脇 NM
ムラカミ　ソウタ ヒダカヒガシ ミヤジ　コウセイ アコウ

16 81208 村上　颯太(3) 日高東 w11.63 (+2.6)  公認:11.49(1.5) 50525 宮地　倖生(3) 赤穂 NM
スズキ　ユウ ユメサキ モリ　リョウスケ アボシ

17 45519 鈴木　悠(3) 夢前 11.42 (+1.2) 41404 森　亮祐(3) 網干 NM

w:追風参考  NM:計測無し  
2021/07/ 27 15:33:33
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審判長
記録主任

予選
決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ゴトウ　リク オオクラ エンドウ　レオナ タカツカサ

1 31262 後藤　璃久(3) 大蔵 q 11.65 1 16602 遠藤　玲於奈(3) 高司 q 12.39
カンノ　セイシン ヤマグチ カネヤマ　タイチ ムコヒガシ

2 14131 菅野　晴心(3) 山口 q 11.30 2 12267 金山　太一(3) 武庫東 q 10.99
ウエノ　ヒロト シカタ ナカオ　イブキ ノノイケ

3 33890 上野　広翔(3) 志方 q 11.22 3 31459 中尾　維吹(3) 野々池 q 10.99
マツウラ　イブキ シカマヒガシ コジマ　タテキ ユラ

4 41016 松浦　伊吹(3) 飾磨東 q 11.16 4 70418 小島　楯生(3) 由良 q 10.94
ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ シミズ　レンタ カスミダイイチ

5 50673 三島　光太郎(2) 赤穂東 q 11.07 5 81052 清水　蓮大(2) 香住第一 q 10.78
フジワラ　レン カイバラ ショウ　リオン ニシノミヤハマギム

6 64193 藤原　蓮(3) 柏原 q 10.83 6 12707 蕭　理恩(2) 西宮浜義務 q 10.63
ハヤシ　カイト アボシ ナカニシ　ソウキ ミハラ

7 41402 林　海翔(3) 網干 10.32 7 72063 中西　颯基(3) 三原 10.47
ナカムラ　コウタ カスミダイイチ デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ

8 81024 中村　幸詩(3) 香住第一 10.22 8 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東 10.19
ミヤケ　シゲミツ ヒラオカミナミ タカミ　シゲヒト イチジマ

9 33307 三宅　栄光(3) 平岡南 10.17 9 65332 髙見　茂仁(3) 市島 10.10
アダチ　カナタ イクノ カジ　ユキノリ ホウバイ

10 84216 安達　奏太(3) 生野 10.04 10 16208 加地　由紀智(2) 宝梅 10.08
ナカシマ　トクタロウ ハクロショウチュウガッコウ ミシマ　リョウスケ アコウヒガシ

11 40667 中島　徳太郎(3) 白鷺小中 9.89 11 50652 三島　龍恭(3) 赤穂東 9.95
オザキ　ギンガ ホウバイ タナベ　アイイチロウ シラカワダイ

12 16277 尾崎　銀河(3) 宝梅 9.30 12 25722 田辺　愛一郎(3) 白川台 9.39
ナカサカ　リク ホンタモン オガワ　リュウ タカクラ

27015 中坂　凌久(3) 本多聞 NM 13 25318 小河　琉(2) 高倉 9.32
ヒノ　リュウゴ ミナトガワ ミヤザキ　ライガ ニシワキミナミ

22347 日野　竜吾(3) 湊川 NM 14 34780 宮崎　礼雅(3) 西脇南 9.17
カマダ　アオイ ゴシキ マツヤマ　リンセイ ヤスムロ

74002 鎌田　蒼生(2) 五色 NM 45992 松山　凜星(3) 安室 NM
タテラ　シュン ウオザキ ナガイ　ショウ タイシニシ

20211 田寺　旬(3) 魚崎 NM 51771 永井　翔(2) 太子西 NM
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ マツイ　ショウマ ヒラノ

34512 黒河　陽月(3) 西脇 DNS 27883 松井　翔真(3) 平野 NM

Powerd by AthleteRanking.com

q:規則第180条15による進出    NM:計測無し  DNS:欠場  
2021/07/27 10:55:23

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

全日中参加標準記録突破 13.00    7/27  9:30 (2-10.63)
大会記録 16.38 石山　歩 福崎東 2011 加古川 7/27 12:30 

共通男子砲丸投  5k 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子砲丸投  5k 
全日中参加標準記録突破 13.00    予選 7/27  9:30 (2-10.63)

大会記録 16.38 石山　歩 福崎東 2011 加古川 決勝 7/27 12:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
エンドウ　レオナ タカツカサ

1 16602 遠藤　玲於奈(3) 高司 12.61
ゴトウ　リク オオクラ

2 31262 後藤　璃久(3) 大蔵 12.52
マツウラ　イブキ シカマヒガシ

3 41016 松浦　伊吹(3) 飾磨東 11.84
ウエノ　ヒロト シカタ

4 33890 上野　広翔(3) 志方 11.60
ショウ　リオン ニシノミヤハマギム

5 12707 蕭　理恩(2) 西宮浜義務 11.23
ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ

6 50673 三島　光太郎(2) 赤穂東 11.20
カンノ　セイシン ヤマグチ

7 14131 菅野　晴心(3) 山口 11.06
ナカオ　イブキ ノノイケ

8 31459 中尾　維吹(3) 野々池 10.87
フジワラ　レン カイバラ

9 64193 藤原　蓮(3) 柏原 10.81
シミズ　レンタ カスミダイイチ

10 81052 清水　蓮大(2) 香住第一 10.69
コジマ　タテキ ユラ

11 70418 小島　楯生(3) 由良 10.65
カネヤマ　タイチ ムコヒガシ

12 12267 金山　太一(3) 武庫東 9.86

2021/07/ 27 13:31:16

Powerd by AthleteRanking.com



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タカセ　ソウタ オオクラ マツイ　ショウマ ヒラノ

1 31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵 38.36 18 27883 松井　翔真(3) 平野 25.81
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ ナカムラ　コウタ カスミダイイチ

2 34512 黒河　陽月(3) 西脇 35.88 19 81024 中村　幸詩(3) 香住第一 25.72
ナカタニ　レオン ハリマ アガタ　セイノスケ ホンタモン

3 39654 中谷　澪音(3) 播磨 33.65 20 27014 縣　惺之介(3) 本多聞 25.49
ナラザキ　リク シカマヒガシ タマミズ　タカキ アコウニシ

4 41014 楢﨑　陸(3) 飾磨東 33.54 21 50757 玉水　天規(3) 赤穂西 25.31
ミヤケ　シゲミツ ヒラオカミナミ カワムラ　リョウヘイ モトヤマミナミ

5 33307 三宅　栄光(3) 平岡南 31.60 22 20697 川村　凌平(3) 本山南 25.24
ハヤシ　カイト アボシ タカミ　シゲヒト イチジマ

6 41402 林　海翔(3) 網干 31.07 23 65332 髙見　茂仁(3) 市島 25.06
ヨコテ　ユウキ ホウデン キタガキ　ジョウタロウ アコウニシ

7 34369 横手　佑紀(3) 宝殿 29.41 50777 北垣　丈太郎(3) 赤穂西 NM
デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ ヨデン　ハル イチジマ

8 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東 29.19 65333 余田　温(3) 市島 NM
ハヤカワ　リク アサヒチュウ ニシカワ　ユウダイ スズランダイ

9 41560 早川　理玖(3) 朝日 28.84 23527 西川　雄大(3) 鈴蘭台 NM
オノ　ショウタ ヤマテダイ ニシオカ　ヒロキ ソノダヒガシ

10 17321 小野　翔太(3) 山手台 28.23 11803 西岡　寛貴(3) 園田東 NM
カマダ　アオイ ゴシキ シミズ　レンタ カスミダイイチ

11 74002 鎌田　蒼生(2) 五色 27.85 81052 清水　蓮大(2) 香住第一 NM
フクミネ　リュウセイ ニシノミヤハマギム ナカニシ　ソウキ ミハラ

12 12777 福嶺　琉晴(3) 西宮浜義務 27.64 72063 中西　颯基(3) 三原 NM
ウエノ　ヒロト シカタ オガワ　リュウ タカクラ

13 33890 上野　広翔(3) 志方 27.63 25318 小河　琉(2) 高倉 NM
タカマツ　アキヒロ ムコ コジマ　タテキ ユラ

14 11420 髙松　輝大(3) 武庫 27.31 70418 小島　楯生(3) 由良 NM
マツヤマ　リンセイ ヤスムロ ホリ　オウスケ クラクエン

15 45992 松山　凜星(3) 安室 27.20 13036 堀　旺亮(3) 苦楽園 NM
ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ アリタ　リュウト トヨオカキタ

16 50673 三島　光太郎(2) 赤穂東 26.45 80251 有田　琉人(3) 豊岡北 NM
タナベ　アイイチロウ シラカワダイ タナカ　ゲンキ アクラ

17 25722 田辺　愛一郎(3) 白川台 26.40 16801 田中　元気(3) 安倉 NM
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大会記録 46.66 幸長　慎一 姫路東 2012 加古川

共通男子円盤投  1.5k 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



  P  1  

種目 共通 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/7/26 審判長

競技会名 第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 競技場名 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　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

2 32120
ミサワ　ケンシン フタミ 15.25 (+0.6) 10.28 1.80 55.24

2538 1 ZEN 
三澤　堅心(3) 二見 820[820] 502[1322] 627[1949] 589[2538]

10 13164
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 15.68 (+1.3) 10.18 1.55 54.22

2322 2
檜垣　禮人(3) 上ケ原 769[769] 496[1265] 426[1691] 631[2322]

6 39650
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 15.88 (+0.6) 10.32 1.60 55.69

2286 3
小林　勇惺(3) 播磨 746[746] 505[1251] 464[1715] 571[2286]

3 12268
アキオカ　マルイ ムコヒガシ 14.84 (+0.6) 8.69 1.60 57.65

2237 4
秋岡　円(3) 武庫東 869[869] 407[1276] 464[1740] 497[2237]

1 27885
オオモリ　ダン ヒラノ 15.96 (+0.6) 9.01 1.60 56.40

2171 5
大森　檀(3) 平野 737[737] 426[1163] 464[1627] 544[2171]

20 27502
オダ　カナメ オシベダニ 17.28 (+0.2) 9.88 1.68 56.07

2158 6
織田　要(2) 押部谷 595[595] 478[1073] 528[1601] 557[2158]

11 22937
アサイ　リク カラト 15.85 (+1.3) 11.59 1.50 1:01.16

2096 7
浅井　理孔(3) 唐櫃 750[750] 582[1332] 389[1721] 375[2096]

14 41232
コガ　タイセイ シカマニシ 17.20 (+0.2) 9.95 1.55 55.51

2091 8
古賀　大聖(3) 飾磨西 604[604] 483[1087] 426[1513] 578[2091]

5 80158
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ 15.48 (+0.6) 7.82 1.50 57.60

2035 9
今西　瑛大(2) 豊岡南 792[792] 356[1148] 389[1537] 498[2035]

17 23104
ホリカワ　テッタ ヤマダ 17.00 (+0.2) 8.97 1.55 56.97

1996 10
堀川　徹太(2) 山田 624[624] 424[1048] 426[1474] 522[1996]

15 31462
フジワラ　マサト ノノイケ 17.35 (+0.2) 11.04 1.55 59.81

1982 11
藤原　雅斗(3) 野々池 588[588] 548[1136] 426[1562] 420[1982]

4 31464
マエダ　リンスケ ノノイケ 15.46 (+0.6) 7.21 1.45 57.54

1968 12
前田　凛佑(3) 野々池 795[795] 320[1115] 352[1467] 501[1968]

12 37130
カワカミ　ユウセイ オノ 16.31 (+1.3) 7.85 1.50 57.09

1961 13
河上　侑聖(3) 小野 698[698] 357[1055] 389[1444] 517[1961]

7 41234
フクモト　イチタ シカマニシ 16.69 (+1.3) 8.33 1.50 58.24

1907 14
福本　一太(3) 飾磨西 657[657] 386[1043] 389[1432] 475[1907]

9 29357
コウノ　ソウタ アリノキタ 16.45 (+1.3) 7.87 1.45 58.99

1842 15
河野　創太(3) 有野北 683[683] 359[1042] 352[1394] 448[1842]

8 39653
ヤマモト　ヤスト ハリマ 16.64 (+1.3) 9.22 1.45 1:00.75

1841 16
山本　靖斗(3) 播磨 662[662] 439[1101] 352[1453] 388[1841]

19 23528
ヤマモト　アヤト スズランダイ 18.88 (+0.2) 8.01 1.60 58.56

1737 17
山本　彩友(3) 鈴蘭台 443[443] 367[810] 464[1274] 463[1737]

21 16285
ホソミ　レント ホウバイ 16.51 (+0.2) 8.56 NM 57.68

1571 18
細見　蓮翔(3) 宝梅 676[676] 400[1076] 0[1076] 495[1571]

23 11335
シンジョウ　モトキ ソノダ 18.39 (+0.2) 10.86 NM 58.41

1493 19
新庄　幹(3) 園田 487[487] 537[1024] 0[1024] 469[1493]



  P  2  

種目 共通 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/7/26 審判長

競技会名 第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 競技場名 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　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

30 51132
ヤマグチ　タクト タツノヒガシ 21.38 (+0.5) 8.25 1.55 1:00.08

1465 20
山口　拓都(2) 龍野東 248[248] 381[629] 426[1055] 410[1465]

28 42402
モリモト　ショウヤ フクサキニシ 20.05 (+0.5) 7.80 1.50 1:03.49

1390 21
森本　翔矢(3) 福崎西 345[345] 354[699] 389[1088] 302[1390]

26 81806
ヤマザキ　ハルキ イズシ 19.64 (+0.5) 7.02 1.45 1:04.01

1325 22
山﨑　悠生(3) 出石 378[378] 308[686] 352[1038] 287[1325]

22 40945
フジオ　コウダイ ヒメジナダ 18.82 (+0.2) 6.86 NM 56.38

1292 23
藤尾　晃大(2) 姫路灘 448[448] 299[747] 0[747] 545[1292]

13 50527
タカタ　ヨウスケ アコウ 18.21 (+0.2) 7.46 NM 1:02.03

1185 24
髙田　陽祐(3) 赤穂 504[504] 334[838] 0[838] 347[1185]

24 64853
アダチ　ライガ アオガキ 19.83 (+0.2) 7.85 NM 1:01.75

1076 25
足立　頼河(2) 青垣 363[363] 357[720] 0[720] 356[1076]

25 65345
トノムラ　シュン イチジマ 21.55 (+0.5) 10.91 NM 1:03.89

1067 26
殿村　峻(2) 市島 237[237] 540[777] 0[777] 290[1067]

18 64840
ヒラキ　リョウガ アオガキ 19.26 (+0.2) 7.36 NM 1:05.23

991 27
開　凌雅(3) 青垣 410[410] 328[738] 0[738] 253[991]

27 70298
ナカガワ　マコト セイウン 20.97 (+0.5) 7.46 NM 1:07.85

797 28
中川　真心斗(1) 青雲 277[277] 334[611] 0[611] 186[797]

16 16204
イノクチ　コウスケ ホウバイ 15.36 (+0.2) DNS DNS DNS

- -
猪口　幸祐(2) 宝梅 807[807] -[-] -[-] -[-]

29 51152
タマダ　ジュンキ タツノヒガシ 20.92 (+0.5) 6.88 1.50 DNS

- -
玉田　純暉(3) 龍野東 280[280] 300[580] 389[969] -[-]

NM:計測無し  DNF:途中棄権  DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破  



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジオ　コウダイ ヒメジナダ 545 ホソミ　レント ホウバイ 495

1 40945 藤尾　晃大(2) 姫路灘 56.38 1 16285 細見　蓮翔(3) 宝梅 57.68
シンジョウ　モトキ ソノダ 469 フクモト　イチタ シカマニシ 475

2 11335 新庄　幹(3) 園田 58.41 2 41234 福本　一太(3) 飾磨西 58.24
アダチ　ライガ アオガキ 356 ヤマモト　アヤト スズランダイ 463

3 64853 足立　頼河(2) 青垣 1:01.75 3 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台 58.56
タカタ　ヨウスケ アコウ 347 コウノ　ソウタ アリノキタ 448

4 50527 髙田　陽祐(3) 赤穂 1:02.03 4 29357 河野　創太(3) 有野北 58.99
トノムラ　シュン イチジマ 290 ヤマグチ　タクト タツノヒガシ 410

5 65345 殿村　峻(2) 市島 1:03.89 5 51132 山口　拓都(2) 龍野東 1:00.08
ヒラキ　リョウガ アオガキ 253 モリモト　ショウヤ フクサキニシ 302

6 64840 開　凌雅(3) 青垣 1:05.23 6 42402 森本　翔矢(3) 福崎西 1:03.49
ナカガワ　マコト セイウン 186 ヤマザキ　ハルキ イズシ 287

7 70298 中川　真心斗(1) 青雲 1:07.85 7 81806 山﨑　悠生(3) 出石 1:04.01

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コガ　タイセイ シカマニシ 578 ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 631

1 41232 古賀　大聖(3) 飾磨西 55.51 1 13164 檜垣　禮人(3) 上ケ原 54.22
ホリカワ　テッタ ヤマダ 522 ミサワ　ケンシン フタミ 589

2 23104 堀川　徹太(2) 山田 56.97 2 32120 三澤　堅心(3) 二見 55.24
カワカミ　ユウセイ オノ 517 コバヤシ　ユウセイ ハリマ 571

3 37130 河上　侑聖(3) 小野 57.09 3 39650 小林　勇惺(3) 播磨 55.69
マエダ　リンスケ ノノイケ 501 オダ　カナメ オシベダニ 557

4 31464 前田　凛佑(3) 野々池 57.54 4 27502 織田　要(2) 押部谷 56.07
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ 498 オオモリ　ダン ヒラノ 544

5 80158 今西　瑛大(2) 豊岡南 57.60 5 27885 大森　檀(3) 平野 56.40
フジワラ　マサト ノノイケ 420 アキオカ　マルイ ムコヒガシ 497

6 31462 藤原　雅斗(3) 野々池 59.81 6 12268 秋岡　円(3) 武庫東 57.65
ヤマモト　ヤスト ハリマ 388 アサイ　リク カラト 375

7 39653 山本　靖斗(3) 播磨 1:00.75 7 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃 1:01.16

Powerd by AthleteRanking.com
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共通男子400m

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

(+0.6 m/s) (+1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アキオカ　マルイ ムコヒガシ 869 ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 769

1 12268 秋岡　円(3) 武庫東 14.84 1 13164 檜垣　禮人(3) 上ケ原 15.68
ミサワ　ケンシン フタミ 820 アサイ　リク カラト 750

2 32120 三澤　堅心(3) 二見 15.25 2 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃 15.85
マエダ　リンスケ ノノイケ 795 カワカミ　ユウセイ オノ 698

3 31464 前田　凛佑(3) 野々池 15.46 3 37130 河上　侑聖(3) 小野 16.31
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ 792 コウノ　ソウタ アリノキタ 683

4 80158 今西　瑛大(2) 豊岡南 15.48 4 29357 河野　創太(3) 有野北 16.45
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 746 ヤマモト　ヤスト ハリマ 662

5 39650 小林　勇惺(3) 播磨 15.88 5 39653 山本　靖斗(3) 播磨 16.64
オオモリ　ダン ヒラノ 737 フクモト　イチタ シカマニシ 657

6 27885 大森　檀(3) 平野 15.96 6 41234 福本　一太(3) 飾磨西 16.69

(+0.2 m/s) (+0.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イノクチ　コウスケ ホウバイ 807 ホソミ　レント ホウバイ 676

1 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 15.36 1 16285 細見　蓮翔(3) 宝梅 16.51
ホリカワ　テッタ ヤマダ 624 オダ　カナメ オシベダニ 595

2 23104 堀川　徹太(2) 山田 17.00 2 27502 織田　要(2) 押部谷 17.28
コガ　タイセイ シカマニシ 604 シンジョウ　モトキ ソノダ 487

3 41232 古賀　大聖(3) 飾磨西 17.20 3 11335 新庄　幹(3) 園田 18.39
フジワラ　マサト ノノイケ 588 フジオ　コウダイ ヒメジナダ 448

4 31462 藤原　雅斗(3) 野々池 17.35 4 40945 藤尾　晃大(2) 姫路灘 18.82
タカタ　ヨウスケ アコウ 504 ヤマモト　アヤト スズランダイ 443

5 50527 髙田　陽祐(3) 赤穂 18.21 5 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台 18.88
ヒラキ　リョウガ アオガキ 410 アダチ　ライガ アオガキ 363

6 64840 開　凌雅(3) 青垣 19.26 6 64853 足立　頼河(2) 青垣 19.83

(+0.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマザキ　ハルキ イズシ 378

1 81806 山﨑　悠生(3) 出石 19.64
モリモト　ショウヤ フクサキニシ 345

2 42402 森本　翔矢(3) 福崎西 20.05
タマダ　ジュンキ タツノヒガシ 280

3 51152 玉田　純暉(3) 龍野東 20.92
ナカガワ　マコト セイウン 277

4 70298 中川　真心斗(1) 青雲 20.97
ヤマグチ　タクト タツノヒガシ 248

5 51132 山口　拓都(2) 龍野東 21.38
トノムラ　シュン イチジマ 237

6 65345 殿村　峻(2) 市島 21.55

Powerd by AthleteRanking.com
2021/07/27 07:20:12

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

7/26  9:20 

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 627 オダ　カナメ オシベダニ 528

1 32120 三澤　堅心(3) 二見 1.80 1 27502 織田　要(2) 押部谷 1.68
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 464 オオモリ　ダン ヒラノ 464

2 39650 小林　勇惺(3) 播磨 1.60 2 27885 大森　檀(3) 平野 1.60
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 426 ヤマモト　アヤト スズランダイ 464

3 13164 檜垣　禮人(3) 上ケ原 1.55 3 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台 1.60
ホリカワ　テッタ ヤマダ 426 アキオカ　マルイ ムコヒガシ 464

4 23104 堀川　徹太(2) 山田 1.55 4 12268 秋岡　円(3) 武庫東 1.60
コガ　タイセイ シカマニシ 426 ヤマグチ　タクト タツノヒガシ 426

5 41232 古賀　大聖(3) 飾磨西 1.55 5 51132 山口　拓都(2) 龍野東 1.55
モリモト　ショウヤ フクサキニシ 389 フジワラ　マサト ノノイケ 426

6 42402 森本　翔矢(3) 福崎西 1.50 6 31462 藤原　雅斗(3) 野々池 1.55
アサイ　リク カラト 389 タマダ　ジュンキ タツノヒガシ 389

6 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃 1.50 7 51152 玉田　純暉(3) 龍野東 1.50
フクモト　イチタ シカマニシ 389 カワカミ　ユウセイ オノ 389

8 41234 福本　一太(3) 飾磨西 1.50 7 37130 河上　侑聖(3) 小野 1.50
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ 389 コウノ　ソウタ アリノキタ 352

9 80158 今西　瑛大(2) 豊岡南 1.50 9 29357 河野　創太(3) 有野北 1.45
ヤマザキ　ハルキ イズシ 352 アダチ　ライガ アオガキ 0

10 81806 山﨑　悠生(3) 出石 1.45 64853 足立　頼河(2) 青垣 NM
ヤマモト　ヤスト ハリマ 352 フジオ　コウダイ ヒメジナダ 0

10 39653 山本　靖斗(3) 播磨 1.45 40945 藤尾　晃大(2) 姫路灘 NM
マエダ　リンスケ ノノイケ 352 ナカガワ　マコト セイウン 0

12 31464 前田　凛佑(3) 野々池 1.45 70298 中川　真心斗(1) 青雲 NM
トノムラ　シュン イチジマ 0 ホソミ　レント ホウバイ 0

65345 殿村　峻(2) 市島 NM 16285 細見　蓮翔(3) 宝梅 NM
タカタ　ヨウスケ アコウ 0 ヒラキ　リョウガ アオガキ 0

50527 髙田　陽祐(3) 赤穂 NM 64840 開　凌雅(3) 青垣 NM
シンジョウ　モトキ ソノダ 0 イノクチ　コウスケ ホウバイ -

11335 新庄　幹(3) 園田 NM 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 DNS

Powerd by AthleteRanking.com

NM:計測無し  DNS:欠場  
2021/07/27 07:20:56

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

7/26 12:20 

共通男子走高跳

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　マサト ノノイケ 548 アサイ　リク カラト 582

1 31462 藤原　雅斗(3) 野々池 11.04 1 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃 11.59
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 505 トノムラ　シュン イチジマ 540

2 39650 小林　勇惺(3) 播磨 10.32 2 65345 殿村　峻(2) 市島 10.91
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 496 シンジョウ　モトキ ソノダ 537

3 13164 檜垣　禮人(3) 上ケ原 10.18 3 11335 新庄　幹(3) 園田 10.86
オダ　カナメ オシベダニ 478 ミサワ　ケンシン フタミ 502

4 27502 織田　要(2) 押部谷 9.88 4 32120 三澤　堅心(3) 二見 10.28
ヤマモト　ヤスト ハリマ 439 コガ　タイセイ シカマニシ 483

5 39653 山本　靖斗(3) 播磨 9.22 5 41232 古賀　大聖(3) 飾磨西 9.95
オオモリ　ダン ヒラノ 426 アキオカ　マルイ ムコヒガシ 407

6 27885 大森　檀(3) 平野 9.01 6 12268 秋岡　円(3) 武庫東 8.69
ホリカワ　テッタ ヤマダ 424 ホソミ　レント ホウバイ 400

7 23104 堀川　徹太(2) 山田 8.97 7 16285 細見　蓮翔(3) 宝梅 8.56
ヤマモト　アヤト スズランダイ 367 フクモト　イチタ シカマニシ 386

8 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台 8.01 8 41234 福本　一太(3) 飾磨西 8.33
コウノ　ソウタ アリノキタ 359 ヤマグチ　タクト タツノヒガシ 381

9 29357 河野　創太(3) 有野北 7.87 9 51132 山口　拓都(2) 龍野東 8.25
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ 356 アダチ　ライガ アオガキ 357

10 80158 今西　瑛大(2) 豊岡南 7.82 10 64853 足立　頼河(2) 青垣 7.85
モリモト　ショウヤ フクサキニシ 354 カワカミ　ユウセイ オノ 357

11 42402 森本　翔矢(3) 福崎西 7.80 11 37130 河上　侑聖(3) 小野 7.85
ナカガワ　マコト セイウン 334 タカタ　ヨウスケ アコウ 334

12 70298 中川　真心斗(1) 青雲 7.46 12 50527 髙田　陽祐(3) 赤穂 7.46
ヒラキ　リョウガ アオガキ 328 マエダ　リンスケ ノノイケ 320

13 64840 開　凌雅(3) 青垣 7.36 13 31464 前田　凛佑(3) 野々池 7.21
ヤマザキ　ハルキ イズシ 308 タマダ　ジュンキ タツノヒガシ 300

14 81806 山﨑　悠生(3) 出石 7.02 14 51152 玉田　純暉(3) 龍野東 6.88
イノクチ　コウスケ ホウバイ - フジオ　コウダイ ヒメジナダ 299

16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 DNS 15 40945 藤尾　晃大(2) 姫路灘 6.86

Powerd by AthleteRanking.com

DNS:欠場  
2021/07/27 07:19:03

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

7/26 10:40 

共通男子砲丸投  4k 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

3年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/26 11:10 (5-2+6)

大会記録 11.73 竹内　彩華 御影 2005 加古川 準決勝 7/26 12:50 (2-3+2)
決勝 7/26 14:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.0 m/s)

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

1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 12.12
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ  ZEN

2 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 12.50
ナカオ　トモエ ワダヤマ

3 83462 中尾　巴映(3) 和田山 12.61
テラシ　リコ シオセ

4 14207 照　りこ(3) 塩瀬 12.62
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ

5 80151 和田　望(3) 豊岡南 12.72
ヒラヤマ　アオイ スマガクエン

6 29758 平山　葵(3) 須磨学園 12.82
タナカ　サホ アサギリ

7 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 12.85
フクヤス　ルナ ホンタモン

8 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 12.87

ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 06:55:18

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

3年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/26 11:10 (5-2+6)

大会記録 11.73 竹内　彩華 御影 2005 加古川 準決勝 7/26 12:50 (2-3+2)
決勝 7/26 14:20 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+1.8 m/s) 2組 (+2.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン  ZEN コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 Q 12.16 1 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 Q w12.40
ナカオ　トモエ ワダヤマ テラシ　リコ シオセ

2 83462 中尾　巴映(3) 和田山 Q 12.61 2 14207 照　りこ(3) 塩瀬 Q w12.46
タナカ　サホ アサギリ ヒラヤマ　アオイ スマガクエン

3 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 Q 12.75 3 29758 平山　葵(3) 須磨学園 Q w12.66
トイ　ユウナ カワラギ ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ

4 13521 戸井　裕菜(3) 瓦木 12.83 4 80151 和田　望(3) 豊岡南 q w12.70
サイトウ　アカリ ハッケイ フクヤス　ルナ ホンタモン

5 60342 齋藤　朱里(3) 八景 12.84 5 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 q w12.71
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ ナンジョウ　ヒメナ リョウナン

6 33411 村上　恵(3) 浜の宮 12.85 6 33914 南條　姫菜(3) 陵南 w12.81
キヨナガ　エアン ウエガハラ ワダ　ヒナタ ワダヤマ

7 13155 清永　英杏(3) 上ケ原 12.87 7 83466 和田　日向(3) 和田山 w12.92
ヤマグチ　ミズキ タカクラ ロバアト　プリスカ オオクボキタ

8 25332 山口　瑞生(3) 高倉 13.18 8 32210 ロバート　プリスカ(3) 大久保北 w12.98

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  w:追風参考  q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:54:34

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

3年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/26 11:10 (5-2+6)

大会記録 11.73 竹内　彩華 御影 2005 加古川 準決勝 7/26 12:50 (2-3+2)
決勝 7/26 14:20 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.9 m/s) 2組 (+2.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン  ZEN ナカオ　トモエ ワダヤマ

1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 Q 12.25 1 83462 中尾　巴映(3) 和田山 Q 12.64
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ トイ　ユウナ カワラギ

2 80151 和田　望(3) 豊岡南 Q 12.88 2 13521 戸井　裕菜(3) 瓦木 Q 12.83
ナンジョウ　ヒメナ リョウナン ウエト　シノブ ヤスムロ

3 33914 南條　姫菜(3) 陵南 q 12.90 3 45968 植戸　忍(3) 安室 12.99
コンドウ　モモカ ジョウヨウ マエダ　モモカ ナンダン

4 12190 近藤　百華(3) 常陽 13.05 4 72440 前田　桃花(3) 南淡 13.06
マルノ　アヅサ タダ タケウチ　クレハ カミカワ

5 18053 丸野　梓(3) 多田 13.12 5 43502 竹内　紅葉(3) 神河 13.10
マツヌマ　アンナ タイシニシ タケヤス　アイカジョイ アオガキ

6 51756 松沼　杏奈(3) 太子西 13.23 6 64842 竹安　愛香ジョイ(3) 青垣 13.25
クルメ　モモカ ナンダン ヨシカワ　ユイ サンヨウ

7 72437 久留米　桃佳(3) 南淡 13.38 7 40895 吉川　由依(3) 山陽 13.28

3組 (+2.0 m/s) 4組 (+1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
テラシ　リコ シオセ  ZEN コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ  ZEN

1 14207 照　りこ(3) 塩瀬 Q 12.51 1 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 Q 12.52
フクヤス　ルナ ホンタモン ヒラヤマ　アオイ スマガクエン

2 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 Q 12.73 2 29758 平山　葵(3) 須磨学園 Q 12.68
ワダ　ヒナタ ワダヤマ サイトウ　アカリ ハッケイ

3 83466 和田　日向(3) 和田山 q 12.86 3 60342 齋藤　朱里(3) 八景 q 12.87
ヤマグチ　ミズキ タカクラ ミナミ　ユウキ ゴシキ

4 25332 山口　瑞生(3) 高倉 q 12.97 4 74017 南　裕妃(3) 五色 13.01
イエウジ　レナ ヒメジナダ シマザキ　ユウミ イブキダイ

5 40978 家氏　玲奈(3) 姫路灘 13.00 5 29605 島崎　優実(3) 井吹台 13.01
ニシムラ　ミツカ シオヤ シモカワ　リノ カコガワ

6 26255 西村　光華(3) 塩屋 13.11 6 32852 下川　凛乃(3) 加古川 13.33
カタガミ　ヒナタ アコウニシ オオマエ　ユア カミゴオリ

7 50772 片上　ひなた(3) 赤穂西 13.45 7 51083 大前　結愛(3) 上郡 13.85

5組 (+1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　サホ アサギリ

1 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 Q 12.72
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ

2 33411 村上　恵(3) 浜の宮 Q 12.80
キヨナガ　エアン ウエガハラ

3 13155 清永　英杏(3) 上ケ原 q 12.85
ロバアト　プリスカ オオクボキタ

4 32210 ロバート　プリスカ(3) 大久保北 q 12.92
ワカサ　ミク タンナン

5 62772 若狭　弥玖(3) 丹南 12.98
タケウチ　ユズ カサイ

6 37771 竹内　ゆず(3) 加西 13.13

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:53:48

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

2年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/26 10:40 (5-2+6)

大会記録 12.11 竹内　彩華 御影 2004 加古川 準決勝 7/26 13:10 (2-3+2)
12.0 秦　玲子 山陽 1989 尼崎 決勝 7/26 14:30 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-1.5 m/s) 2組 (+0.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン タニ　ユアン コウヨウ

1 33945 平野　美紀(2) 陵南 Q 12.89 1 20061 谷　優杏(2) 向洋 Q 13.04
タカダ　マオ タカツカサ タカヤマ　アオイ ヨコオ

2 16612 髙田　真央(2) 高司 Q 13.45 2 25426 髙山　碧(2) 横尾 Q 13.09
ニシモト　ネネ カミカワ コニシ　マオ アラマキ

3 43513 西本　寧々(2) 神河 13.50 3 19701 小西　麻央(2) 荒牧 q 13.19
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ マルオ　ミユウ ヒメジナダ

4 20618 西川　真加(2) 本山南 13.61 4 40915 丸尾　望友(2) 姫路灘 13.48
イシダ　アガサ ハマノミヤ キンダ　サクラ ミハラ

5 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 13.73 5 72016 金田　咲来(2) 三原 13.55
キタグチ　サクラ ヤマサキヒガシ タカダ　ミオ ユリノキダイ

6 54152 北口　さくら(2) 山﨑東 13.86 6 60901 高田　実桜(2) ゆりのき台 13.66
タニグチ　アイハ トヨオカミナミ マツシタ　ミユ タイシャ

7 80165 谷口　愛華(2) 豊岡南 14.09 12980 松下　心優(2) 大社 DNS

3組 (+0.7 m/s) 4組 (+0.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ シラネ　アイ シオセ

1 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 Q 12.87 1 14224 白根　亜依(2) 塩瀬 Q 13.03
イワサキ　ユナ サンヨウ コンドウ　ユイ カスガ

2 40803 岩崎　優菜(2) 山陽 Q 13.11 2 65191 近藤　優衣(2) 春日 Q 13.11
オクムラ　アヤカ イブキダイ コウダマ　イチカ タイサンジ

3 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 q 13.22 3 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 q 13.15
カジタ　カイリ ゴシキ タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ

4 74023 梶田　浬(2) 五色 q 13.43 4 81224 谷垣　友理(2) 日高東 q 13.35
ヨネダ　ナナ テンノウジガワ タニワキ　ホノカ ソノダヒガシ

5 19520 米田　七菜(2) 天王寺川 13.54 5 11815 谷脇　穂香(2) 園田東 13.44
オグラ　リア オノミナミ ヤマグチ　ナツミ セイウン

6 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 13.78 6 70234 山口　菜摘(2) 青雲 13.57
イノウエ　カノン トヨオカキタ ウエダ　ミノリ フタバ

7 80211 井上　華暖(2) 豊岡北 13.92 7 50380 上田　みのり(2) 双葉 13.88

5組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマダ　スズハ タツヤマ

1 36385 山田　涼華(2) 竜山 Q 13.12
テラキタ　ココメ リョウナン

2 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 Q 13.14
ヤマモト　サヤ タイサンジ

3 28170 山本　紗也(2) 太山寺 q 13.24
シオエ　マオ アコウ

4 50510 汐江　真央(2) 赤穂 13.48
サカモト　ナオ サンダガクエン

5 60102 坂本　那於(2) 三田学園 13.62
タカハラ　アヤノ フクサキニシ

6 42433 高原　彩乃(2) 福崎西 13.85

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/07/ 27 06:53:25
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

2年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/26 10:40 (5-2+6)

大会記録 12.11 竹内　彩華 御影 2004 加古川 準決勝 7/26 13:10 (2-3+2)
12.0 秦　玲子 山陽 1989 尼崎 決勝 7/26 14:30 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+2.3 m/s) 2組 (-0.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タニ　ユアン コウヨウ ヒラノ　ミキ リョウナン

1 20061 谷　優杏(2) 向洋 Q w12.79 1 33945 平野　美紀(2) 陵南 Q 12.79
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ コウダマ　イチカ タイサンジ

2 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 Q w12.83 2 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 Q 13.00
ヤマダ　スズハ タツヤマ シラネ　アイ シオセ

3 36385 山田　涼華(2) 竜山 Q w13.03 3 14224 白根　亜依(2) 塩瀬 Q 13.07
テラキタ　ココメ リョウナン タカヤマ　アオイ ヨコオ

4 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 q w13.06 4 25426 髙山　碧(2) 横尾 13.14
コンドウ　ユイ カスガ イワサキ　ユナ サンヨウ

5 65191 近藤　優衣(2) 春日 q w13.10 5 40803 岩崎　優菜(2) 山陽 13.24
コニシ　マオ アラマキ オクムラ　アヤカ イブキダイ

6 19701 小西　麻央(2) 荒牧 w13.13 6 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 13.34
ヤマモト　サヤ タイサンジ タカダ　マオ タカツカサ

7 28170 山本　紗也(2) 太山寺 w13.19 7 16612 髙田　真央(2) 高司 13.39
カジタ　カイリ ゴシキ タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ

8 74023 梶田　浬(2) 五色 w13.27 8 81224 谷垣　友理(2) 日高東 13.57

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:54:43
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

2年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/26 10:40 (5-2+6)

大会記録 12.11 竹内　彩華 御影 2004 加古川 準決勝 7/26 13:10 (2-3+2)
12.0 秦　玲子 山陽 1989 尼崎 決勝 7/26 14:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン

1 33945 平野　美紀(2) 陵南 12.68
タニ　ユアン コウヨウ

2 20061 谷　優杏(2) 向洋 12.76
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

3 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 12.80
テラキタ　ココメ リョウナン

4 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 13.14
コンドウ　ユイ カスガ

5 65191 近藤　優衣(2) 春日 13.15
コウダマ　イチカ タイサンジ

6 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 13.16
ヤマダ　スズハ タツヤマ

7 36385 山田　涼華(2) 竜山 13.16
シラネ　アイ シオセ

8 14224 白根　亜依(2) 塩瀬 13.31

2021/07/ 27 07:11:47
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/27 12:25 (5-2+6)

大会記録 12.57 村上　彩花 宝殿 2007 加古川 準決勝 7/27 14:15 (2-3+2)
決勝 7/27 15:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.3 m/s) 2組 (+1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマノ　マオ リョウソウ イトウ　サエ オオクボ

1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 Q 12.93 1 31631 伊藤　紗英(1) 大久保 Q 12.97
ユキナガ　マナミ ヒロハタ フクイ　アヤノ ゴテンヤマ

2 41358 幸長　愛美(1) 広畑 Q 13.61 2 17248 福井　絢乃(1) 御殿山 Q 13.64
マエヤマ　ハルカ オノ ヤマグチ　エレナ ヤシロ

3 37108 前山　晴華(1) 小野 q 13.62 3 38145 山口　恵玲奈(1) 社 13.74
スギヤマ　サイ マサゴチュウガッコウ カメタキ　ノノ ヤマダ

4 14412 杉山　さい(1) 真砂 q 13.73 4 23130 亀滝　のの(1) 山田 13.77
キシモト　アサ コウリョウ モリトキ　メイ タカトリ

5 23201 岸本　明咲(1) 広陵 13.80 5 25189 守時　芽唯(1) 鷹取 13.79
タケノ　コハル シングウ カワサキ　ミナ スハマ

6 51520 竹野　胡春(1) 新宮 14.02 6 70015 河崎　未奈(1) 洲浜 13.99
キタムラ　リリ ヒダカヒガシ カツマ　コトネ ハクロショウチュウガッコウ

7 81236 北村　莉々(1) 日高東 14.25 7 40670 勝間　琴音(1) 白鷺小中 14.00

3組 (+1.6 m/s) 4組 (+2.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ フジタニ　ミウ アリノキタ

1 60922 小林　流歌(1) ゆりのき台 Q 13.17 1 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 Q w13.28
ナカオ　ミレイ カイバラ オダガキ　ユナ ヤブ

2 64151 中尾　心玲(1) 柏原 Q 13.39 2 82220 小田垣　柚奈(1) 養父 Q w13.49
ツジシタ　リイコ ミドリダイ キヨハラ　ソヨン ハクロショウチュウガッコウ

3 18472 辻下　梨依子(1) 緑台 q 13.51 3 40672 清原　咲瑛(1) 白鷺小中 q w13.68
オカ　アオイ ホウジョウ サトウ　アヤネ コウリョウ

4 37520 岡　蒼依(1) 北条 q 13.61 4 13255 佐藤　絢音(1) 甲陵 q w13.69
イケダ　ヒナ イタミミナミ アンドウ　マホ ミカゲ

5 19310 池田　妃那(1) 伊丹南 13.81 5 20560 安藤　真歩(1) 御影 w13.88
ツクダ　ミサ タイシヒガシ ナカジマ　ユイ ミハラ

6 51620 佃　実紗(1) 太子東 13.86 6 72024 中島　唯(1) 三原 w14.01
ヤスダ　マナ ナンダン タナカ　コトコ ヒダカヒガシ

7 72449 安田　真菜(1) 南淡 14.35 7 81232 田中　琴子(1) 日高東 w14.14

5組 (+1.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イワモト　モモカ カコガワ

1 32890 岩本　萌々果(1) 加古川 Q 13.50
ナガシマ　アミ ササヤマ

2 62145 長島　歩未(1) 篠山 Q 13.72
ヒダカ　ミユウ シングウ

3 51522 日髙　美夕(1) 新宮 13.75
アマガツカ　ユメ ハナダチュウガッコウ

4 41920 尼ヶ塚　結愛(1) 花田 13.80
カワベ　ハルカ コウブ

5 13412 河邊　悠(1) 甲武 14.02
ハブ　カンナ モトヤマ

6 20311 土生　栞奈(1) 本山 14.10

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    w:追風参考  
2021/07/ 27 12:46:26
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/27 12:25 (5-2+6)

大会記録 12.57 村上　彩花 宝殿 2007 加古川 準決勝 7/27 14:15 (2-3+2)
決勝 7/27 15:45 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+2.2 m/s) 2組 (+2.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イトウ　サエ オオクボ ヤマノ　マオ リョウソウ

1 31631 伊藤　紗英(1) 大久保 Q w13.01 1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 Q w12.89
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ フジタニ　ミウ アリノキタ

2 60922 小林　流歌(1) ゆりのき台 Q w13.12 2 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 Q w13.25
ナカオ　ミレイ カイバラ イワモト　モモカ カコガワ

3 64151 中尾　心玲(1) 柏原 Q w13.31 3 32890 岩本　萌々果(1) 加古川 Q w13.46
オダガキ　ユナ ヤブ ユキナガ　マナミ ヒロハタ

4 82220 小田垣　柚奈(1) 養父 q w13.35 4 41358 幸長　愛美(1) 広畑 w13.53
ツジシタ　リイコ ミドリダイ スギヤマ　サイ マサゴチュウガッコウ

5 18472 辻下　梨依子(1) 緑台 q w13.51 5 14412 杉山　さい(1) 真砂 w13.67
キヨハラ　ソヨン ハクロショウチュウガッコウ マエヤマ　ハルカ オノ

6 40672 清原　咲瑛(1) 白鷺小中 w13.65 6 37108 前山　晴華(1) 小野 w13.70
ナガシマ　アミ ササヤマ フクイ　アヤノ ゴテンヤマ

7 62145 長島　歩未(1) 篠山 w13.65 7 17248 福井　絢乃(1) 御殿山 w13.76
サトウ　アヤネ コウリョウ オカ　アオイ ホウジョウ

8 13255 佐藤　絢音(1) 甲陵 w13.74 8 37520 岡　蒼依(1) 北条 w13.90

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 14:20:29
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年女子100m
全日中参加標準記録突破 12.53    予選 7/27 12:25 (5-2+6)

大会記録 12.57 村上　彩花 宝殿 2007 加古川 準決勝 7/27 14:15 (2-3+2)
決勝 7/27 15:40 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマノ　マオ リョウソウ

1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 w12.86
イトウ　サエ オオクボ

2 31631 伊藤　紗英(1) 大久保 w13.04
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ

3 60922 小林　流歌(1) ゆりのき台 w13.23
フジタニ　ミウ アリノキタ

4 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 w13.27
ナカオ　ミレイ カイバラ

5 64151 中尾　心玲(1) 柏原 w13.41
オダガキ　ユナ ヤブ

6 82220 小田垣　柚奈(1) 養父 w13.48
ツジシタ　リイコ ミドリダイ

7 18472 辻下　梨依子(1) 緑台 w13.51
イワモト　モモカ カコガワ

8 32890 岩本　萌々果(1) 加古川 w13.57

w:追風参考  
2021/07/ 27 15:43:23
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
全日中参加標準記録突破 25.80    予選 7/27 11:10 (5-2+6)

大会記録 24.60 竹内　彩華 御影 2005 加古川 準決勝 7/27 13:20 (2-3+2)
決勝 7/27 14:55 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.0 m/s) 2組 (+0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン  ZEN カミカワ　サキ ヤマグチ

1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 Q 25.66 1 14121 上川　紗季(3) 山口 Q 26.01
サイトウ　アカリ ハッケイ シマザキ　ユウミ イブキダイ

2 60342 齋藤　朱里(3) 八景 Q 26.96 2 29605 島崎　優実(3) 井吹台 Q 26.74
イナガキ　アリサ イタミミナミ オカモト　ミク オダキタ

3 19323 稲垣　ありさ(3) 伊丹南 q 27.14 3 10861 岡本　実来(3) 小田北 q 26.82
タカヤマ　アオイ ヨコオ ヒエダ　カノ ホウデン

4 25426 髙山　碧(2) 横尾 27.48 4 34376 稗田　花望(3) 宝殿 27.34
カミエ　リオ タカトリ コウダマ　イチカ タイサンジ

5 25152 上江　梨央(3) 鷹取 27.70 5 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 27.42
ヤマグチ　ナツミ セイウン コンドウ　ユイ カスガ

6 70234 山口　菜摘(2) 青雲 28.09 6 65191 近藤　優衣(2) 春日 27.81
サカモト　ナオ サンダガクエン シオエ　マオ アコウ

7 60102 坂本　那於(2) 三田学園 28.29 7 50510 汐江　真央(2) 赤穂 28.13

3組 (+0.7 m/s) 4組 (+2.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マエダ　モモカ ナンダン ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ

1 72440 前田　桃花(3) 南淡 Q 26.50 1 80151 和田　望(3) 豊岡南 Q w25.94
ヤマグチ　ミズキ タカクラ マルノ　アヅサ タダ

2 25332 山口　瑞生(3) 高倉 Q 26.83 2 18053 丸野　梓(3) 多田 Q w26.71
ウエト　シノブ ヤスムロ コバシ　ミユ ソノダ

3 45968 植戸　忍(3) 安室 q 27.02 3 11359 小橋　美柚(3) 園田 q w27.06
ヤマダ　スズハ タツヤマ ワダ　ヒナタ ワダヤマ

4 36385 山田　涼華(2) 竜山 27.29 4 83466 和田　日向(3) 和田山 q w27.17
フジタ　マヤ オノ イエウジ　レナ ヒメジナダ

5 37116 藤田　真矢(3) 小野 27.31 5 40978 家氏　玲奈(3) 姫路灘 w27.18
マツヌマ　アンナ タイシニシ クゴ　エリナ アサヒガオカ

6 51756 松沼　杏奈(3) 太子西 27.85 6 37284 久語　英里奈(3) 旭丘 w27.62
ニッタ　サクラ ミハラ キムラ　レンカ シングウ

7 72005 新田　桜(3) 三原 28.59 7 51510 木村　恋彩(2) 新宮 w28.78

5組 (0.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

1 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 Q 26.47
ナカオ　トモエ ワダヤマ

2 83462 中尾　巴映(3) 和田山 Q 26.65
タナカ　サホ アサギリ

3 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 q 26.72
タケウチ　ユズ カサイ

4 37771 竹内　ゆず(3) 加西 27.19
ヤギ　リオ オオツ

5 46132 八木　俐緒(3) 大津 27.56
クロセ　ハルカ アボシ

6 41406 黒瀬　遥香(3) 網干 27.77

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    w:追風参考  
2021/07/ 27 11:32:34
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
全日中参加標準記録突破 25.80    予選 7/27 11:10 (5-2+6)

大会記録 24.60 竹内　彩華 御影 2005 加古川 準決勝 7/27 13:20 (2-3+2)
決勝 7/27 14:55 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+1.6 m/s) 2組 (+1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カミカワ　サキ ヤマグチ ナカノ　コトハ カンセイガクイン  ZEN

1 14121 上川　紗季(3) 山口 Q 25.93 1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 Q 25.61
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

2 80151 和田　望(3) 豊岡南 Q 26.10 2 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 Q 26.09
マルノ　アヅサ タダ マエダ　モモカ ナンダン

3 18053 丸野　梓(3) 多田 Q 26.43 3 72440 前田　桃花(3) 南淡 Q 26.44
タナカ　サホ アサギリ ヤマグチ　ミズキ タカクラ

4 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 q 26.67 4 25332 山口　瑞生(3) 高倉 q 26.63
サイトウ　アカリ ハッケイ ウエト　シノブ ヤスムロ

5 60342 齋藤　朱里(3) 八景 26.86 5 45968 植戸　忍(3) 安室 26.92
コバシ　ミユ ソノダ シマザキ　ユウミ イブキダイ

6 11359 小橋　美柚(3) 園田 27.01 6 29605 島崎　優実(3) 井吹台 27.04
イナガキ　アリサ イタミミナミ オカモト　ミク オダキタ

7 19323 稲垣　ありさ(3) 伊丹南 27.32 7 10861 岡本　実来(3) 小田北 27.17
ナカオ　トモエ ワダヤマ ワダ　ヒナタ ワダヤマ

83462 中尾　巴映(3) 和田山 DNS 83466 和田　日向(3) 和田山 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 13:29:35
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
全日中参加標準記録突破 25.80    予選 7/27 11:10 (5-2+6)

大会記録 24.60 竹内　彩華 御影 2005 加古川 準決勝 7/27 13:20 (2-3+2)
決勝 7/27 14:55 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.5 m/s)

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

1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 25.40
カミカワ　サキ ヤマグチ

2 14121 上川　紗季(3) 山口 25.91
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

3 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 25.99
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ

4 80151 和田　望(3) 豊岡南 26.16
マルノ　アヅサ タダ

5 18053 丸野　梓(3) 多田 26.59
ヤマグチ　ミズキ タカクラ

6 25332 山口　瑞生(3) 高倉 26.63
マエダ　モモカ ナンダン

7 72440 前田　桃花(3) 南淡 26.76
タナカ　サホ アサギリ

8 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 26.99

ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 14:57:35
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審判長
記録主任

予選
決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシダ　エマ リョウナン ハマムラ　イツキ コウベナガサカ

1 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 q 2:17.38 1 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 2:20.90
ナガノ　アミ イナミ オオニシ　ミソラ リョウナン

2 39417 長野　亜美(3) 稲美 q 2:19.26 2 33921 大西　美天(3) 陵南 2:20.93
タネ　チサト トウコウ ヨシカワ　ナオ イナミ

3 40553 種　知里(2) 東光 2:21.69 3 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 2:21.16
カワイ　リコ セイリョウダイ タナカ　リノ セイシン

4 29512 河合　里恋(2) 星陵台 2:21.90 4 29411 田中　梨乃(3) 西神 2:24.10
カガワ　ハルカ タイサンジ フキ　アヤカ カイバラ

5 28177 香川　悠(2) 太山寺 2:22.30 5 64136 婦木　彩花(3) 柏原 2:28.53
ナカヤ　カンナ ゴシキ ミヤガキ　アオイ トヨオカミナミ

6 74024 中舎　栞己(2) 五色 2:34.13 6 80150 宮垣　葵(3) 豊岡南 2:28.86
タニグチ　サチナ カスミダイイチ ソエジマ　ユウカ ナルオミナミ

7 81074 谷口　倖菜(2) 香住第一 2:35.00 7 14326 副島　悠花(3) 鳴尾南 2:29.12

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナオエ　ウタ オオクボ アライ　アヅキ アラマキ  ZEN

1 31651 直江　詩(3) 大久保 q 2:17.31 1 19733 荒井　杏月(3) 荒牧 q 2:16.38
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ イケノ　カイリ タイサンジ

2 16755 原　志織(3) 南ひばりガ丘 2:21.28 2 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 q 2:17.99
コウノ　ミオ セイリョウダイ クマベ　ミナト ユメサキ

3 29503 河野　心桜(3) 星陵台 2:22.91 3 45503 隈部　湊(2) 夢前 2:21.67
コエヅカ　ホノカ ミツ ヨシダ　ホノカ ソノダヒガシ

4 51950 肥塚　暖歌(3) 御津 2:26.66 4 11889 吉田　帆花(3) 園田東 2:22.29
ナイトウ　ココネ ウエガハラ イノウエ　ユナ タイシヒガシ

5 13159 内藤　心音(3) 上ケ原 2:30.38 5 51600 井上　柚奈(3) 太子東 2:32.16
ニシムラ　ホシミ ササヤマ ワシキタ　マユ ユリノキダイ

6 62123 西村　星美(3) 篠山 2:30.43 6 60903 鷲北　茉優(2) ゆりのき台 2:33.03
アズマ　ナナ ツナ ホリベ　ワカナ ミハラ

7 74486 東　那菜(2) 津名 2:31.74 7 72006 堀部　和香奈(3) 三原 2:43.69

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ

1 40910 寺田　妃織(2) 姫路灘 q 2:18.51
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ

2 40655 細見　芽生(3) 白鷺小中 q 2:18.82
ハラ　セイナ イタミヒガシ

3 19123 原　聖奈(3) 伊丹東 q 2:18.87
イモト　マヒロ ボウカイ

4 31577 井本　まひろ(3) 望海 2:24.55
カトウ　セナ ワダヤマ

5 83467 加藤　世菜(2) 和田山 2:27.17
サトウ　アキコ タイシニシ

6 51753 佐藤　晶子(3) 太子西 2:28.16

Powerd by AthleteRanking.com
2021/07/27 10:56:28

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  

全日中参加標準記録突破 2:16.50    7/27 10:05 (5-0+8)
大会記録 2:09.38 小林　祐梨子 旭丘 2003 加古川 7/27 14:35 

共通女子800m

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子800m
全日中参加標準記録突破 2:16.50    予選 7/27 10:05 (5-0+8)

大会記録 2:09.38 小林　祐梨子 旭丘 2003 加古川 決勝 7/27 14:35 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガノ　アミ イナミ  ZEN

1 39417 長野　亜美(3) 稲美 2:16.11
アライ　アヅキ アラマキ

2 19733 荒井　杏月(3) 荒牧 2:17.47
ナオエ　ウタ オオクボ

3 31651 直江　詩(3) 大久保 2:17.48
イケノ　カイリ タイサンジ

4 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 2:17.61
ヨシダ　エマ リョウナン

5 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 2:18.67
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ

6 40655 細見　芽生(3) 白鷺小中 2:19.38
ハラ　セイナ イタミヒガシ

7 19123 原　聖奈(3) 伊丹東 2:22.40
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ

8 40910 寺田　妃織(2) 姫路灘 2:27.80

ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 14:42:17
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年女子800m
全日中参加標準記録突破 2:16.50    予選 7/27 10:45 (5-0+8)

大会記録 2:19.14 細見　芽生 白鷺小中 2019 加古川 決勝 7/27 14:45 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イナオカ　サキハ アライ オイマツ　ワカナ アライ

1 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 q 2:28.09 1 36156 老松　和奏(1) 荒井 q 2:27.53
イケマツ　イズミ オノ ハセガワ　マリ カミカワ

2 37101 池松　いずみ(1) 小野 2:30.35 2 43523 長谷川　真理(1) 神河 q 2:27.73
タカイ　アユム ホウジョウ フジタ　コノア ホウジョウ

3 37527 高井　歩夢(1) 北条 2:33.27 3 37530 藤田　このあ(1) 北条 2:31.19
ヨシダ　ナナミ ヒメジナダ アンドウ　サキ イナガワ

4 40925 吉田　七海(1) 姫路灘 2:33.45 4 18500 安藤　咲希(1) 猪名川 2:34.93
ヨコウチ　アキナ タイシニシ タナクラ　サキホ ミカゲ

5 51793 横内　秋菜(1) 太子西 2:33.90 5 20566 棚倉　咲帆(1) 御影 2:35.15
ヒサダ　ココミ セイウン ヤマシタ　ワカナ セイウン

6 70243 久田　心愛(1) 青雲 2:38.71 6 70244 山下　和奏(1) 青雲 2:41.79
ハラ　リオン ササヤマ ゴゴ　アイリ オジロ

7 62149 原　莉音(1) 篠山 2:42.69 7 84549 伍々　　愛莉(1) 小代 2:43.40

3組 4組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジタ　リサ アコウニシ ツツミ　マドカ シカマニシ

1 50707 藤田　莉沙(1) 赤穂西 q 2:29.69 1 41234 堤　円花(1) 飾磨西 q 2:27.85
フジイ　ユイ セイリョウダイ クロカワ　ハンナ コウベナガサカ

2 29529 藤井　結衣(1) 星陵台 2:32.20 2 27134 黒川　絆奈(1) 神戸長坂 q 2:28.19
ヤギ　ユイ アシヤヤマテ サカモト　ヒカル ナガサカ

3 15635 八木　結衣(1) 芦屋山手 2:32.22 3 60436 坂本　日花瑠(1) 長坂 2:32.95
ホソミ　コト ハクロショウチュウガッコウ ミゾブチ　ミフ アシヤヤマテ

4 40669 細見　古都(1) 白鷺小中 2:34.83 4 15629 溝渕　未歩(1) 芦屋山手 2:33.19
オオガミ　イロハ オオクボ マトバ　ミサキ ヒダカヒガシ

5 31637 大神　彩羽(1) 大久保 2:37.17 5 81239 的場　海咲(1) 日高東 2:37.68
オカダ　ルナ ヤマサキニシ スギモト　マヤナ オオイケチュウガッコウ

6 54055 岡田　琉那(1) 山﨑西 2:44.73 6 23012 杉本　麻椰菜(1) 大池 2:45.02
ニシダ　リン ササヤマヒガシ アワイ　アイリ ゴシキ

7 62240 西田　琳(1) 篠山東 2:45.61 7 74025 粟井　愛莉(1) 五色 2:54.53

5組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マエダ　ミノリ タイシャ

1 12991 前田　美詞(1) 大社 q 2:28.01
アズマ　ハル ミナトガワ

2 22364 東　はる(1) 湊川 q 2:29.06
フジノ　ミヤビ コウブ

3 13420 藤野　雅(1) 甲武 2:30.78
ヤギ　ハヅキ アリノキタ

4 29324 八木　葉月(1) 有野北 2:39.06
アソ　モモカ コウリョウ

5 13258 阿曽　杏香(1) 甲陵 2:39.69
セトウラ　アイネ カスミダイイチ

6 81041 瀬戸浦　愛音(1) 香住第一 2:55.69

q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 11:32:23
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

1年女子800m
全日中参加標準記録突破 2:16.50    予選 7/27 10:45 (5-0+8)

大会記録 2:19.14 細見　芽生 白鷺小中 2019 加古川 決勝 7/27 14:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イナオカ　サキハ アライ

1 36155 稲岡　咲羽(1) 荒井 2:26.21
フジタ　リサ アコウニシ

2 50707 藤田　莉沙(1) 赤穂西 2:26.36
ツツミ　マドカ シカマニシ

3 41234 堤　円花(1) 飾磨西 2:26.64
オイマツ　ワカナ アライ

4 36156 老松　和奏(1) 荒井 2:27.32
マエダ　ミノリ タイシャ

5 12991 前田　美詞(1) 大社 2:27.41
アズマ　ハル ミナトガワ

6 22364 東　はる(1) 湊川 2:27.77
ハセガワ　マリ カミカワ

7 43523 長谷川　真理(1) 神河 2:27.91
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ

8 27134 黒川　絆奈(1) 神戸長坂 2:27.95

2021/07/ 27 14:50:27
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子1500m
全日中参加標準記録突破 4:38.00    予選 7/26 10:20 (2-4+4)

大会記録 4:23.93 福田　有以 稲美北 2010 加古川 決勝 7/26 14:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ  ZEN イケノ　カイリ タイサンジ

1 16755 原　志織(3) 南ひばりガ丘 Q 4:36.97 1 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 Q 4:42.33
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ クマベ　ミナト ユメサキ

2 40655 細見　芽生(3) 白鷺小中 Q 4:38.75 2 45503 隈部　湊(2) 夢前 Q 4:43.70
ヨシカワ　ナオ イナミ ツカモト　ユア アライ

3 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 Q 4:39.52 3 36134 塚本　夕藍(3) 荒井 Q 4:44.43
アライ　アヅキ アラマキ タネ　チサト トウコウ

4 19733 荒井　杏月(3) 荒牧 Q 4:43.78 4 40553 種　知里(2) 東光 Q 4:44.57
コウノ　ミオ セイリョウダイ フジタ　ナオコ イナミ

5 29503 河野　心桜(3) 星陵台 q 4:50.08 5 39418 藤田　直子(3) 稲美 q 4:50.47
カガワ　ハルカ タイサンジ カネコ　セナ マイコ

6 28177 香川　悠(2) 太山寺 q 4:53.94 6 26817 金子　聖奈(2) 舞子 q 4:50.82
オオニシ　ミソラ リョウナン ハラ　セイナ イタミヒガシ

7 33921 大西　美天(3) 陵南 4:54.80 7 19123 原　聖奈(3) 伊丹東 4:54.39
ヒラノ　サツキ オブ ワタナベ　ハルカ ヒメジナダ

8 23422 平野　さつき(3) 小部 4:59.72 8 40994 渡邉　晴香(3) 姫路灘 4:55.00
ミヤケ　ヒナ イナミキタ ハシモト　ジュナ アコウ

9 39572 宮宅　ひな(3) 稲美北 5:02.40 9 50514 橋本　樹奈(2) 赤穂 4:56.36
キシハラ　ミル カコガワチュウブ ハマムラ　イツキ コウベナガサカ

10 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 5:03.10 10 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 4:58.63
ミヤガキ　アオイ トヨオカミナミ ヤマムラ　ユナ ミナミヒバリガオカ

11 80150 宮垣　葵(3) 豊岡南 5:03.34 11 16757 山村　優奈(3) 南ひばりガ丘 4:58.89
ヨシダ　ホノカ ソノダヒガシ ワシキタ　マユ ユリノキダイ

12 11889 吉田　帆花(3) 園田東 5:03.44 12 60903 鷲北　茉優(2) ゆりのき台 5:11.02
カトウ　セナ ワダヤマ サカモト　ヒカル ナガサカ

13 83467 加藤　世菜(2) 和田山 5:03.46 13 60436 坂本　日花瑠(1) 長坂 5:11.88
イノウエ　ユナ タイシヒガシ フキ　アヤカ カイバラ

14 51600 井上　柚奈(3) 太子東 5:04.97 14 64136 婦木　彩花(3) 柏原 5:14.95
アズマ　ナナ ツナ ナカヤ　カンナ ゴシキ

15 74486 東　那菜(2) 津名 5:18.56 15 74024 中舎　栞己(2) 五色 5:17.29
カツノ　アユミ ヒガシタニ コエヅカ　ホノカ ミツ

16 18161 勝野　あゆみ(3) 東谷 5:22.65 16 51950 肥塚　暖歌(3) 御津 5:20.57
タニグチ　サチナ カスミダイイチ ホリベ　ワカナ ミハラ

17 81074 谷口　倖菜(2) 香住第一 5:44.53 17 72006 堀部　和香奈(3) 三原 5:44.88

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    
2021/07/ 27 06:53:14
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子1500m
全日中参加標準記録突破 4:38.00    予選 7/26 10:20 (2-4+4)

大会記録 4:23.93 福田　有以 稲美北 2010 加古川 決勝 7/26 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシカワ　ナオ イナミ  ZEN

1 39425 吉川　菜緒(2) 稲美 4:36.61
ツカモト　ユア アライ  ZEN

2 36134 塚本　夕藍(3) 荒井 4:37.25
イケノ　カイリ タイサンジ

3 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 4:40.84
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ

4 16755 原　志織(3) 南ひばりガ丘 4:46.74
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ

5 40655 細見　芽生(3) 白鷺小中 4:47.28
コウノ　ミオ セイリョウダイ

6 29503 河野　心桜(3) 星陵台 4:47.60
タネ　チサト トウコウ

7 40553 種　知里(2) 東光 4:47.62
カネコ　セナ マイコ

8 26817 金子　聖奈(2) 舞子 4:47.68
クマベ　ミナト ユメサキ

9 45503 隈部　湊(2) 夢前 4:52.26
フジタ　ナオコ イナミ

10 39418 藤田　直子(3) 稲美 4:56.35
カガワ　ハルカ タイサンジ

11 28177 香川　悠(2) 太山寺 4:58.74
アライ　アヅキ アラマキ

19733 荒井　杏月(3) 荒牧 DNS

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  
2021/07/ 27 06:55:09
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH (76.2:13-8-15)
全日中参加標準記録突破 14.80    予選 7/27 11:40 (5-2+6)

大会記録 13.80 藤原　かれん 神河 2019 加古川 準決勝 7/27 14:00 (2-3+2)
決勝 7/27 15:15 

〈〈 予選 〉〉

1組 (+3.0 m/s) 2組 (+1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケウチ　クレハ カミカワ ナガイ　ハルカ コウブ

1 43502 竹内　紅葉(3) 神河 Q w14.64 1 13479 永井　遼(2) 甲武 Q 15.10
ウシオ　ヒロコ ヤスムロ ゴトウ　モナ ヒメジタカオカ

2 45970 牛尾　紘子(3) 安室 Q w14.75 2 40382 後藤　萌奈(3) 姫路高丘 Q 15.34
ヤマモト　サキ タカショウ ミチダ　サチナ ハリマミナミ

3 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 q w15.09 3 39755 道田　幸奈(3) 播磨南 15.41
ヤマモト　ノドカ ミナミヒバリガオカ モリモト　ヒカリ ホウデン

4 16763 山本　和佳(3) 南ひばりガ丘 q w15.15 4 34377 森本　陽可里(3) 宝殿 15.43
ナカムラ　メイ カイバラ タノウエ　キョウカ タイサンジ

5 64143 中村　芽生(2) 柏原 q w15.32 5 28127 田上　京夏(3) 太山寺 15.47
トマリ　ワカナ ナンダン クリオカ　チサト タイシニシ

6 72439 泊　和奏(3) 南淡 w17.90 6 51751 栗岡　千聖(3) 太子西 17.45
ヤマダ　ソラ トヨオカキタ マルオ　ホノミ ナバ

7 80202 山田　そら(3) 豊岡北 w18.17 7 50215 丸尾　穂乃実(2) 那波 17.69

3組 (+0.4 m/s) 4組 (+2.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ ハヤシ　カリン ホンタモン  ZEN

1 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 Q 14.92 1 27035 林　花鈴(3) 本多聞 Q 14.64
テラシ　リコ シオセ ミヤモト　マナミ ハラダ

2 14207 照　りこ(3) 塩瀬 Q 15.24 2 20946 宮本　愛美(3) 原田 Q 14.81
カワサキ　ユメ タダ イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ

3 18054 川﨑　結愛(3) 多田 q 15.40 3 33321 今本　七望(3) 平岡南 15.46
ウエオカ　リン ハリマミナミ オシミ　ノエ シオヤ

4 39751 上岡　凛(3) 播磨南 15.49 4 26251 押見　野枝(3) 塩屋 15.52
サワダ　アヤ ハサマ ナガヒロ　レイコ ミカゲ

5 60551 澤田　彩(3) 狭間 16.36 5 20546 長廣　麗子(3) 御影 15.68
ホリ　ナツミ ナバ ミナミ　ユウキ ゴシキ

6 50214 堀　菜月美(2) 那波 18.02 6 74017 南　裕妃(3) 五色 17.17
タケナカ　ユズハ ツナ フジモト　ユイ ワダヤマ

7 74483 竹中　柚葉(3) 津名 18.45 7 83469 藤本　優衣(2) 和田山 17.67

5組 (+1.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カジオ　サチ オノ

1 37112 梶尾　彩智(3) 小野 Q 14.87
カツマ　レネ ホウバイ

2 16270 勝間　れね(3) 宝梅 Q 15.02
ミヤザキ　リン ウエガハラ

3 13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 q 15.14
ヤマサキ　カホ ボウカイ

4 31581 山崎　花帆(3) 望海 q 15.19
イシカワ　カノン ササヤマ

5 62121 石川　華夢(3) 篠山 16.48
マツムラ　アカリ ワダヤマ

83463 松村　あかり(3) 和田山 DNS

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  
2021/07/ 27 12:19:04

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH (76.2:13-8-15)
全日中参加標準記録突破 14.80    予選 7/27 11:40 (5-2+6)

大会記録 13.80 藤原　かれん 神河 2019 加古川 準決勝 7/27 14:00 (2-3+2)
決勝 7/27 15:15 

〈〈 準決勝 〉〉

1組 (+1.3 m/s) 2組 (+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケウチ　クレハ カミカワ  ZEN ハヤシ　カリン ホンタモン  ZEN

1 43502 竹内　紅葉(3) 神河 Q 14.38 1 27035 林　花鈴(3) 本多聞 Q 14.77
ウシオ　ヒロコ ヤスムロ  ZEN ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

2 45970 牛尾　紘子(3) 安室 Q 14.76 2 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 Q 14.84
ミヤモト　マナミ ハラダ  ZEN ナガイ　ハルカ コウブ

3 20946 宮本　愛美(3) 原田 Q 14.78 3 13479 永井　遼(2) 甲武 Q 14.93
カジオ　サチ オノ カツマ　レネ ホウバイ

4 37112 梶尾　彩智(3) 小野 q 14.93 4 16270 勝間　れね(3) 宝梅 15.17
ヤマモト　サキ タカショウ ミヤザキ　リン ウエガハラ

5 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 q 15.06 5 13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 15.34
ヤマサキ　カホ ボウカイ カワサキ　ユメ タダ

6 31581 山崎　花帆(3) 望海 15.20 6 18054 川﨑　結愛(3) 多田 15.65
ナカムラ　メイ カイバラ ヤマモト　ノドカ ミナミヒバリガオカ

7 64143 中村　芽生(2) 柏原 15.21 16763 山本　和佳(3) 南ひばりガ丘 DNF
ゴトウ　モナ ヒメジタカオカ テラシ　リコ シオセ

8 40382 後藤　萌奈(3) 姫路高丘 15.59 14207 照　りこ(3) 塩瀬 DNS

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    DNF:途中棄権  DNS:欠場  
2021/07/ 27 14:06:28
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH (76.2:13-8-15)
全日中参加標準記録突破 14.80    予選 7/27 11:40 (5-2+6)

大会記録 13.80 藤原　かれん 神河 2019 加古川 準決勝 7/27 14:00 (2-3+2)
決勝 7/27 15:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケウチ　クレハ カミカワ  ZEN

1 43502 竹内　紅葉(3) 神河 14.28
ハヤシ　カリン ホンタモン  ZEN

2 27035 林　花鈴(3) 本多聞 14.72
カジオ　サチ オノ

3 37112 梶尾　彩智(3) 小野 14.81
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

4 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 14.82
ヤマモト　サキ タカショウ

5 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 14.95
ミヤモト　マナミ ハラダ

6 20946 宮本　愛美(3) 原田 14.95
ナガイ　ハルカ コウブ

7 13479 永井　遼(2) 甲武 14.96
ウシオ　ヒロコ ヤスムロ

8 45970 牛尾　紘子(3) 安室 15.01

ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 15:19:15
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審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 50.61 5 52.62

2 q 51.40 6 54.09

3 51.55 7 54.10

4 52.27

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 51.05 5 53.42

2 52.14 6 53.76

3 52.26 7 54.68

4 52.69

Powerd by AthleteRanking.com

43511 足立 和香奈(2) 43513 西本 寧々(2)

2021/07/27 10:52:40

43503 宮﨑 夏帆(3) 43502 竹内 紅葉(3)
[3] アダチ　ワカナ [4] ニシモト　ネネ

神河
[1] ミヤザキ　カホ [2] タケウチ　クレハ

45973 森元 美貴(3) 45968 植戸 忍(3) 60944 黒木 千美(3) 60948 高松 志帆(3)
カミカワ

45967 廣岡 萌香(3) 45970 牛尾 紘子(3) 60947 佐藤 綾華(3) 60941 安達 陽菜(3)
[3] モリモト　ミキ [4] ウエト　シノブ [3] クロキ　チト [4] タカマツ　シホ

安室 ゆりのき台
[1] ヒロオカ　ホノカ [2] ウシオ　ヒロコ [1] サトウ　アヤカ [2] アダチ　ハルナ

13477 大西 彩純(2) 13462 楠本 つむぎ(3) 70231 松本 妃菜乃(3) 70224 稲本 美月(3)
ヤスムロ ユリノキダイ

13463 塩田 華子(3) 13479 永井 遼(2) 70228 西邑 咲希(3) 70229 東口 夏海(3)
[3] オオニシ　アズミ [4] クスモト　ツムギ [3] マツモト　ヒナノ [4] イナモト　ミツキ

甲武 青雲
[1] シオタ　カコ [2] ナガイ　ハルカ [1] ニシムラ　サキ [2] ヒガシグチ　ナツミ

83466 和田 日向(3) 83462 中尾 巴映(3) 32843 古川 莉奈(3) 32875 島田 万莉愛(2)
コウブ セイウン

83465 橋本 梨菜(3) 83463 松村 あかり(3) 32850 中村 碧愛莉(3) 32852 下川 凛乃(3)
[3] ワダ　ヒナタ [4] ナカオ　トモエ [3] フルカワ　リナ [4] シマダ　マリア

ワダヤマ カコガワ

和田山 加古川
[1] ハシモト　リナ [2] マツムラ　アカリ [1] ナカムラ　ミアラ [2] シモカワ　リノ

19331 村山 志(3) 19325 内木 ひなた(3)

2組

19326 谷口 詩歩(3) 19323 稲垣 ありさ(3)
[3] ムラヤマ　ココロ [4] ウチキ　ヒナタ

伊丹南
[1] タニグチ　シホ [2] イナガキ　アリサ

80141 宿南 涼香(3) 80143 澤野 琴音(3) 60617 上林 莉歩(3) 60603 岸野 夏葵(2)
イタミミナミ

80147 安井 真那(3) 80151 和田 望(3) 60629 新田 彩乃(3) 60619 大石 呼幸(3)
[3] シュクナミ　スズカ [4] サワノ　コトネ [3] ウエバヤシ　リホ [4] キシノ　ナツキ

豊岡南 けやき台
[1] ヤスイ　マナ [2] ワダ　ノゾミ [1] ニッタ　アヤノ [2] オオイシ　コトミ

24112 藤本 早玲(3) 24114 村岡 美沙(3) 62121 石川 華夢(3) 62145 長島 歩未(1)
トヨオカミナミ ケヤキダイ

24125 金谷 有紗(3) 24124 大森 澪(3) 62127 成田 優愛(3) 62132 貝原 那苗(2)
[3] フジモト　サクラ [4] ムラオカ　ミサ [3] イシカワ　カノン [4] ナガシマ　アミ

キタコウベ ササヤマ

北神戸 篠山
[1] カナヤ　アリサ [2] オオモリ　ミオ [1] ナリタ　ユリア [2] カイハラ　ナナエ

[3] ナンジョウ　ヒメナ [4] ヒラノ　ミキ [3] モトイ　ユウナ [4] クロセ　ハルカ

33914 南條 姫菜(3) 33945 平野 美紀(2) 41419 本井 佑奈(2) 41406 黒瀬 遥香(3)

33944 永山 未希(2) 33941 寺北 ここめ(2) 41410 岸本 理央奈(3) 41411 日坂 美咲(3)

[1] ナガヤマ　ミキ [2] テラキタ　ココメ [1] キシモト　リオナ [2] ヒサカ　ミサキ

リョウナン アボシ

陵南 網干

〈〈 予選 〉〉

1組

7/27  9:00 (5-0+8)
大会記録 48.20 横溝・前田・櫻井・西村 宝殿 1998 姫路 7/27 16:10 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 50.71 5 52.53

2 q 51.53 6 54.18

3 52.15 7 54.30

4 52.42

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 51.47 5 53.93

2 51.75 6 53.99

3 52.28 7 54.88

4 52.91

Powerd by AthleteRanking.com

10998 廣岡 咲良(3) 10995 佐藤 睦稀(3)

2021/07/27 10:52:40

10997 増田 望美(3) 10908 山下 果耶(2)
[3] ヒロオカ　サクラ [4] サトウ　ムツキ

小田
[1] マスダ　ノゾミ [2] ヤマシタ　カヤ

28172 幸玉 いちか(2) 28127 田上 京夏(3) 51064 深澤 萌生(2) 51061 川原 はづき(2)
オダ

28130 中野 倫(3) 28131 藤原 彩音(3) 51085 深澤 莉緒(3) 51083 大前 結愛(3)
[3] コウダマ　イチカ [4] タノウエ　キョウカ [3] フカザワ　メイ [4] カワハラ　ハヅキ

太山寺 上郡
[1] ナカノ　リン [2] フジワラ　アヤネ [1] フカザワ　リオ [2] オオマエ　ユア

27055 中島 朋香(2) 27040 福安 瑠奈(3) 20772 大河原 結衣(3) 20778 山本 紗季(3)
タイサンジ カミゴオリ

27031 井上 美空(3) 27035 林 花鈴(3) 20771 オートリー 亜里紗(3) 20773 野田 瑚羽(3)
[3] ナカジマ　トモカ [4] フクヤス　ルナ [3] オオカワラ　ユイ [4] ヤマモト　サキ

本多聞 鷹匠
[1] イノウエ　ミク [2] ハヤシ　カリン [1] オートリー　アリーシャ [2] ノダ　コハネ

13124 坂田 芽彩(2) 13155 清永 英杏(3) 72096 富貴 彩愛(3) 72014 濱口 和心美(2)
ホンタモン タカショウ

13157 黒瀨 友希乃(3) 13161 宮﨑 凛(3) 72005 新田 桜(3) 72016 金田 咲来(2)
[3] サカタ　メイ [4] キヨナガ　エアン [3] フウキ　アヤメ [4] ハマグチ　ナゴミ

ウエガハラ ミハラ

上ケ原 三原
[1] クロセ　ユキノ [2] ミヤザキ　リン [1] ニッタ　サクラ [2] キンダ　サクラ

39752 柏木 映里奈(3) 39755 道田 幸奈(3)

4組

39751 上岡 凛(3) 39753 ドロバット さほ(3)
[3] カシワギ　エリナ [4] ミチダ　サチナ

播磨南
[1] ウエオカ　リン [2] ドロバット　サホ

33425 髙橋 澪(2) 33421 石田 有華咲(2) 81203 真鍋 葵(3) 81208 加藤 明日香(3)
ハリマミナミ

33422 河本 鼓(2) 33411 村上 恵(3) 81206 飯田 あみ(3) 81224 谷垣 友理(2)
[3] タカハシ　レイ [4] イシダ　アガサ [3] マナベ　アオイ [4] カトウ　アスカ

浜の宮 日高東
[1] カワモト　ツヅミ [2] ムラカミ　メグミ [1] イイダ　アミ [2] タニガキ　ユウリ

37141 大山 璃姫(2) 37112 梶尾 彩智(3) 51760 八木 茉帆(3) 51756 松沼 杏奈(3)
ハマノミヤ ヒダカヒガシ

37117 藤本 結衣(3) 37116 藤田 真矢(3) 51781 小松 可奈(2) 51757 坂東 七海(3)
[3] オオヤマ　アキ [4] カジオ　サチ [3] ヤギ　マホ [4] マツヌマ　アンナ

オノ タイシニシ

小野 太子西
[1] フジモト　ユイ [2] フジタ　マヤ [1] コマツ　カナ [2] バンドウ　ナナミ

[3] ナカムラ　リナ [4] シマザキ　ユウミ [3] サコダ　ユウリ [4] モリモト　ヒカリ

29616 中村 莉奈(3) 29605 島崎 優実(3) 34304 迫田 優里(2) 34377 森本 陽可里(3)

29645 奥村 彩加(2) 29602 松平 志保(3) 34308 宮﨑 そよか(2) 34376 稗田 花望(3)

[1] オクムラ　アヤカ [2] マツヒラ　シホ [1] ミヤザキ　ソヨカ [2] ヒエダ　カノ

イブキダイ ホウデン

井吹台 宝殿

〈〈 予選 〉〉

3組

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 50.82 4 52.29

2 q 51.20 5 53.23

3 52.14 6 53.77

Powerd by AthleteRanking.com

13276 浦 仁菜(3) 13277 大宅 奈優(3) 29507 田村 綾菜(3) 29506 田中 萌愛(3)

q:プラスによる進出    
2021/07/27 10:52:40

13282 塚田 真奈(3) 13285 伊藤 里子(3) 29511 上林 こころ(2) 29516 沙魚川 心羽(2)
[3] ウラ　ニイナ [4] オオヤ　ナユ [3] タムラ　アヤナ [4] タナカ　モア

甲陵 星陵台
[1] ツカダ　マナ [2] イトウ　リコ [1] ウエバヤシ　ココロ [2] ハゼカワ　ミハネ

14224 白根 亜依(2) 14207 照 りこ(3) 50787 佐用谷 栞音(2) 50773 河野 愛乃(3)
コウリョウ セイリョウダイ

14225 藤村 遥香(2) 14203 荒谷 香実(3) 50771 中山 結(3) 50772 片上 ひなた(3)
[3] シラネ　アイ [4] テラシ　リコ [3] サヨタニ　シオン [4] コウノ　カノン

シオセ アコウニシ

塩瀬 赤穂西
[1] フジムラ　ハルカ [2] アラタニ　コノミ [1] ナカヤマ　ユイ [2] カタガミ　ヒナタ

[3] カジタ　カイリ [4] ミナミ　ユウキ [3] マルオ　ミユウ [4] イエウジ　レナ

74023 梶田 浬(2) 74017 南 裕妃(3) 40915 丸尾 望友(2) 40978 家氏 玲奈(3)

74020 進藤 梨央奈(2) 74014 山﨑 りりや(3) 40981 内海 柚花(3) 40988 田作 らん(3)

[1] シンドウ　リオナ [2] ヤマサキ　リリヤ [1] ウツミ　ユウカ [2] タサク　ラン

ゴシキ ヒメジナダ

五色 姫路灘

〈〈 予選 〉〉

5組

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
全日中参加標準記録突破 47.5    予選 7/27  9:00 (5-0+8)

大会記録 48.20 横溝・前田・櫻井・西村 宝殿 1998 姫路 決勝 7/27 16:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ワダヤマ ゴシキ

1 和田山 50.32 5 五色 50.48
[1] ハシモト　リナ [2] マツムラ　アカリ [1] シンドウ　リオナ [2] ヤマサキ　リリヤ

83465 橋本 梨菜(3) 83463 松村 あかり(3) 74020 進藤 梨央奈(2) 74014 山﨑 りりや(3)
[3] ワダ　ヒナタ [4] ナカオ　トモエ [3] カジタ　カイリ [4] ミナミ　ユウキ

83466 和田 日向(3) 83462 中尾 巴映(3) 74023 梶田 浬(2) 74017 南 裕妃(3)
リョウナン シオセ

2 陵南 50.37 6 塩瀬 51.01
[1] ナガヤマ　ミキ [2] テラキタ　ココメ [1] シラネ　アイ [2] テラシ　リコ

33944 永山 未希(2) 33941 寺北 ここめ(2) 14224 白根 亜依(2) 14207 照 りこ(3)
[3] ナンジョウ　ヒメナ [4] ヒラノ　ミキ [3] フジムラ　ハルカ [4] アラタニ　コノミ

33914 南條 姫菜(3) 33945 平野 美紀(2) 14225 藤村 遥香(2) 14203 荒谷 香実(3)
ウエガハラ オノ

3 上ケ原 50.39 7 小野 51.39
[1] クロセ　ユキノ [2] ミヤザキ　リン [1] フジモト　ユイ [2] フジタ　マヤ

13157 黒瀨 友希乃(3) 13161 宮﨑 凛(3) 37117 藤本 結衣(3) 37116 藤田 真矢(3)
[3] サカタ　メイ [4] キヨナガ　エアン [3] オオヤマ　アキ [4] カジオ　サチ

13124 坂田 芽彩(2) 13155 清永 英杏(3) 37141 大山 璃姫(2) 37112 梶尾 彩智(3)
イブキダイ キタコウベ

4 井吹台 50.44 8 北神戸 51.68
[1] オクムラ　アヤカ [2] マツヒラ　シホ [1] カナヤ　アリサ [2] オオモリ　ミオ

29645 奥村 彩加(2) 29602 松平 志保(3) 24125 金谷 有紗(3) 24124 大森 澪(3)
[3] ナカムラ　リナ [4] シマザキ　ユウミ [3] フジモト　サクラ [4] ムラオカ　ミサ

29616 中村 莉奈(3) 29605 島崎 優実(3) 24112 藤本 早玲(3) 24114 村岡 美沙(3)

2021/07/ 27 16:19:55

Powerd by AthleteRanking.com



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 53.49 5 54.98

2 54.16 6 55.36

3 54.49 7 1:00.36

4 54.78

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 53.07 5 54.66

2 q 53.23 6 56.12

3 53.82 7 1:00.38

4 54.26

Powerd by AthleteRanking.com

25435 安垣 颯華(1) 25426 髙山 碧(2)

2021/07/27 07:17:26

25425 小林 茉央(2) 25432 中澤 莉帆(1)
[3] ヤスガキ　ソヨカ [4] タカヤマ　アオイ

横尾
[1] コバヤシ　マオ [2] ナカザワ　リホ

33442 小川 玲奈(1) 33427 間嶋 萌花(2) 19574 山内 愛菜(1) 19520 米田 七菜(2)
ヨコオ

33420 東 瑞稀(2) 33443 千徳 真心子(1) 19511 柏原 寧音(2) 19572 香川 心陽(1)
[3] オガワ　レナ [4] マジマ　モエカ [3] ヤマウチ　アイナ [4] ヨネダ　ナナ

浜の宮 天王寺川
[1] アズマ　ミズキ [2] セントク　マミコ [1] カシワバラ　ネネ [2] カガワ　コハル

70238 藺牟田 杏(1) 70234 山口 菜摘(2) 81232 田中 琴子(1) 81226 前野 夏希(2)
ハマノミヤ テンノウジガワ

70236 山西 芽衣(2) 70240 土居 叶乃(1) 81222 西村 美澪(2) 81237 塚原 明日香(1)
[3] イムタ　アン [4] ヤマグチ　ナツミ [3] タナカ　コトコ [4] マエノ　ナツキ

青雲 日高東
[1] ヤマニシ　メイ [2] ドイ　カナノ [1] ニシムラ　ミレイ [2] ツカハラ　アスカ

32942 堤 清香(1) 32934 田井 里奈(2) 33188 宮崎 愛奈(1) 33150 石口 楓(2)
セイウン ヒダカヒガシ

32933 権藤 百合子(2) 32940 谷河 梢(1) 33159 八田 穏都(2) 33189 額田 初枝(1)
[3] ツツミ　セイカ [4] タイ　リナ [3] ミヤザキ　アイナ [4] イシグチ　カエデ

ヒオカ カコガワチュウブ

氷丘 加古川中部
[1] ゴンドウ　ユリコ [2] タニガワ　コズエ [1] ハッタ　オト [2] ヌカダ　ハツエ

29321 小林 心優(1) 29311 東馬場 杏咲(2)

2組

29310 髙田 佳那(2) 29322 藤谷 心詩(1)
[3] コバヤシ　ミユ [4] ヒガシババ　アサ

有野北
[1] タカダ　カナ [2] フジタニ　ミウ

40923 村上 桜彩(1) 40916 村上 寧彩(2) 74494 中谷 紗規(1) 74488 古岡 未羽(2)
アリノキタ

40908 菅原 萌夏(2) 40918 家氏 美和(1) 74489 山田 依桜愛(2) 74496 田部 杏奈(1)
[3] ムラカミ　サアヤ [4] ムラカミ　ネイロ [3] ナカタニ　サキ [4] フルオカ　ミウ

姫路灘 津名
[1] スガハラ　モア [2] イエウジ　ミワ [1] ヤマダ　イオナ [2] タベ　アンナ

14242 岡田 雛妃(1) 14226 森 瑞希(2) 72018 河野 理紗(1) 72013 島田 侑奈(2)
ヒメジナダ ツナ

14221 石田 乙羽(2) 14244 多田 優衣香(1) 72017 松下 永愛(2) 72024 中島 唯(1)
[3] オカダ　ヒナキ [4] モリ　ミズキ [3] カワノ　リザ [4] シマダ　ユウナ

シオセ ミハラ

塩瀬 三原
[1] イシダ　オトハ [2] タダ　ユイカ [1] マツシタ　トア [2] ナカジマ　ユイ

[3] サトウ　アヤネ [4] スズキ　コトミ [3] マエダ　ミノリ [4] マツシタ　ミユ

13255 佐藤 絢音(1) 13212 鈴木 琴水(2) 12991 前田 美詞(1) 12980 松下 心優(2)

13214 向井 志織(2) 13254 桑原 菫花(1) 12985 中川 優来(2) 12996 石橋 小夏(1)

[1] ムカイ　シオリ [2] クワバラ　スミレ [1] ナカガワ　ユラ [2] イシバシ　コナツ

コウリョウ タイシャ

甲陵 大社

〈〈 予選 〉〉

1組

7/26 12:00 (5-0+8)
大会記録 50.72 若杉・羽田・神吉・杉山 神吉 2015 加古川 7/26 15:30 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年女子4x100mR



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 53.55 5 54.39

2 q 53.68 6 56.67

3 q 53.77 DQ R1

4 54.15

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 53.05 5 56.50

2 53.77 6 56.84

3 54.15 7 57.13

4 54.87

Powerd by AthleteRanking.com

32893 吉田 聖來(1) 32872 井上 心尋(2)

2021/07/27 07:17:26

32871 宮下 果穂(2) 32890 岩本 萌々果(1)
[3] ヨシダ　セイラ [4] イノウエ　ミヒロ

加古川
[1] ミヤシタ　カホ [2] イワモト　モモカ

40670 勝間 琴音(1) 40662 井上 陽菜(2) 60502 山中 優夢(1) 60533 原田 眞子(2)
カコガワ

40665 殿垣 百花(2) 40672 清原 咲瑛(1) 60532 新井 琉加(2) 60501 中野 由梨(1)
[3] カツマ　コトネ [4] イノウエ　ヒナ [3] ヤマナカ　ユメ [4] ハラダ　マコ

白鷺小中 狭間
[1] トノガキ　モモカ [2] キヨハラ　ソヨン [1] アライ　ルカ [2] ナカノ　ユウリ

41354 髙室 瑠奈(1) 41346 苅田 優月(2) 50520 北濱 真央(1) 50516 亀井 優凪(2)
ハクロショウチュウガッコウ ハサマ

41347 佐川 ひまり(2) 41358 幸長 愛美(1) 50515 松林 優有(2) 50523 濱本 花央子(1)
[3] タカムロ　ルナ [4] カリタ　ユウキ [3] キタハマ　マオ [4] カメイ　ユウナ

広畑 赤穂
[1] サガワ　ヒマリ [2] ユキナガ　マナミ [1] マツバヤシ　ユユ [2] ハマモト　カオコ

60930 安井 風歌(1) 60901 高田 実桜(2) 60646 齊藤 里菜(1) 60602 大上 心々菜(2)
ヒロハタ アコウ

60908 井出 朱華(2) 60922 小林 流歌(1) 60601 稲垣 泰羽(2) 60649 松本 彩里(1)
[3] ヤスイ　フウカ [4] タカダ　ミオ [3] サイトウ　リナ [4] オオガミ　ココナ

ユリノキダイ ケヤキダイ

ゆりのき台 けやき台
[1] イデ　アヤカ [2] コバヤシ　ルカ [1] イナガキ　ヤスハ [2] マツモト　アヤリ

13105 川森 心希(1) 13131 濱口 夢葉(2)

4組

13135 真下 海空(2) 13109 西村 胡春(1)
[3] カワモリ　ココノ [4] ハマグチ　ユメハ

上ケ原
[1] マシモ　ミソラ [2] ニシムラ　コハル

40813 安藤 光(1) 40803 岩崎 優菜(2) 81043 長谷川 心咲(1) 81076 吉岡 鈴音(2)
ウエガハラ

40809 久保 菜摘(2) 40811 白木 友理(1) 81077 渡辺 凛沙(2) 81044 濱本 羽乃加(1)
[3] アンドウ　ヒカリ [4] イワサキ　ユナ [3] ハセガワ　ミサ [4] ヨシオカ　リノ

山陽 香住第一
[1] クボ　ナツミ [2] シラキ　ユリ [1] ワタナベ　リサ [2] ハマモト　コノカ

51522 日髙 美夕(1) 51514 秦 夕乃(2) 50707 藤田 莉沙(1) 50788 亀井 真心(2)
サンヨウ カスミダイイチ

51510 木村 恋彩(2) 51520 竹野 胡春(1) 50789 前田 駒子(2) 50705 平山 結奈(1)
[3] ヒダカ　ミユウ [4] ハタ　ユウノ [3] フジタ　リサ [4] カメイ　マコ

シングウ アコウニシ

新宮 赤穂西
[1] キムラ　レンカ [2] タケノ　コハル [1] マエダ　コマコ [2] ヒラヤマ　ユウナ

[3] ヒコサカ　アオイ [4] イノウエ　ナギサ [3] サトウ　ミサキ [4] オカダ　アヤカ

24166 彦坂 葵(1) 24150 井上 凪紗(2) 25187 佐藤 心咲(1) 25169 岡田 彩加(2)

24157 木元 雪乃(2) 24168 相良 月奏(1) 25165 岸 美海(2) 25189 守時 芽唯(1)

[1] キモト　ユキノ [2] サガラ　ルナ [1] キシ　ミミ [2] モリトキ　メイ

キタコウベ タカトリ

北神戸 鷹取

〈〈 予選 〉〉

3組

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年女子4x100mR



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 53.73 4 54.68

2 54.14 5 55.40

3 54.25 6 56.09

Powerd by AthleteRanking.com

16620 山下 芽歌(1) 16611 井上 綾乃(2) 26557 太田 穂香(1) 26534 仲西 未羽(2)

q:プラスによる進出    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  
2021/07/27 07:17:26

16612 髙田 真央(2) 16621 二階堂 咲(1) 26533 久次米 咲季(2) 26558 舟崎 綾乃(1)
[3] ヤマシタ　メイカ [4] イノウエ　アヤノ [3] オオタ　ホノカ [4] ナカニシ　ミウ

高司 垂水
[1] タカダ　マオ [2] ニカイドウ　サキ [1] クジメ　サキ [2] フナサキ　アヤノ

39663 藤井 玲名(1) 39659 渡邉 真優(2) 80185 木村 彩花(1) 80165 谷口 愛華(2)
タカツカサ タルミ

39658 分玉 彩智(2) 39664 渡邊 心(1) 80170 杉垣 ひかり(2) 80181 栗田 來羽(1)
[3] フジイ　レナ [4] ワタナベ　マヒロ [3] キムラ　イロハ [4] タニグチ　アイハ

ハリマ トヨオカミナミ

播磨 豊岡南
[1] ブンギョク　サチ [2] ワタナベ　ココロ [1] スギガキ　ヒカリ [2] クリタ　クレハ

[3] オクタニ　サラ [4] コバヤシ　リコ [3] イノウエ　モモ [4] マエカワ　ヒマリ

29674 奥谷 紗良(1) 29638 小林 莉子(2) 38149 井上 もも(1) 38108 前川 羽葵(2)

29639 大山 ひなた(2) 29679 近藤 友愛(1) 38113 近藤 もも(2) 38145 山口 恵玲奈(1)

[1] オオヤマ　ヒナタ [2] コンドウ　ユア [1] コンドウ　モモ [2] ヤマグチ　エレナ

イブキダイ ヤシロ

井吹台 社

〈〈 予選 〉〉

5組

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年女子4x100mR



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 52.90 5 53.55

2 53.21 6 53.84

3 53.22 7 53.97

4 53.27 8 54.11

Powerd by AthleteRanking.com

70238 藺牟田 杏(1) 70234 山口 菜摘(2) 29674 奥谷 紗良(1) 29638 小林 莉子(2)

2021/07/27 07:15:46

70236 山西 芽衣(2) 70240 土居 叶乃(1) 29639 大山 ひなた(2) 29679 近藤 友愛(1)
[3] イムタ　アン [4] ヤマグチ　ナツミ [3] オクタニ　サラ [4] コバヤシ　リコ

青雲 井吹台
[1] ヤマニシ　メイ [2] ドイ　カナノ [1] オオヤマ　ヒナタ [2] コンドウ　ユア

13255 佐藤 絢音(1) 13212 鈴木 琴水(2) 40813 安藤 光(1) 40803 岩崎 優菜(2)
セイウン イブキダイ

13214 向井 志織(2) 13254 桑原 菫花(1) 40809 久保 菜摘(2) 40811 白木 友理(1)
[3] サトウ　アヤネ [4] スズキ　コトミ [3] アンドウ　ヒカリ [4] イワサキ　ユナ

甲陵 山陽
[1] ムカイ　シオリ [2] クワバラ　スミレ [1] クボ　ナツミ [2] シラキ　ユリ

60930 安井 風歌(1) 60901 高田 実桜(2) 24166 彦坂 葵(1) 24150 井上 凪紗(2)
コウリョウ サンヨウ

60908 井出 朱華(2) 60922 小林 流歌(1) 24157 木元 雪乃(2) 24168 相良 月奏(1)
[3] ヤスイ　フウカ [4] タカダ　ミオ [3] ヒコサカ　アオイ [4] イノウエ　ナギサ

ユリノキダイ キタコウベ

ゆりのき台 北神戸
[1] イデ　アヤカ [2] コバヤシ　ルカ [1] キモト　ユキノ [2] サガラ　ルナ

[3] ツツミ　セイカ [4] タイ　リナ [3] ヒダカ　ミユウ [4] ハタ　ユウノ

32942 堤 清香(1) 32934 田井 里奈(2) 51522 日髙 美夕(1) 51514 秦 夕乃(2)

32933 権藤 百合子(2) 32940 谷河 梢(1) 51510 木村 恋彩(2) 51520 竹野 胡春(1)

[1] ゴンドウ　ユリコ [2] タニガワ　コズエ [1] キムラ　レンカ [2] タケノ　コハル

ヒオカ シングウ

氷丘 新宮

〈〈 決勝 〉〉

1組

7/26 12:00 (5-0+8)
大会記録 50.72 若杉・羽田・神吉・杉山 神吉 2015 加古川 7/26 15:30 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 六角　光昭
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

低学年女子4x100mR



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子走高跳
全日中参加標準記録突破 1.60    決勝 7/27 10:00 

大会記録 1.68 井上　紗耶加 北神戸 2015 ユニバー

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　カリン ホウバイ フジサワ　ユウ ノノイケ

1 16280 長谷川　佳凜(3) 宝梅 1.57 18 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 1.45
ノダ　コハネ タカショウ ヤマザキ　イチカ サンダガクエン

2 20773 野田　瑚羽(3) 鷹匠 1.54 19 60143 山﨑　維花(3) 三田学園 1.40
トダ　ヒマリ ヒラノ ウメダ　カホ ジユウガオカ

3 27813 戸田　向日葵(3) 平野 1.54 20 35516 梅田　佳歩(3) 自由が丘 1.40
イトウ　サユミ カワラギ フクダ　カエデ ヤマダ

4 13505 井東　紗弓(3) 瓦木 1.51 20 23120 福田　楓(3) 山田 1.40
カシワバラ　ナナ テンノウジガワ ムラカミ　メグミ ハマノミヤ

4 19557 柏原　菜那(3) 天王寺川 1.51 22 33411 村上　恵(3) 浜の宮 1.40
サカモト　チヒロ カワラギ ヨコヤマ　リナ ツツイダイ

6 13506 阪本　千紘(3) 瓦木 1.51 22 21311 横山　凜名(3) 筒井台 1.40
コウノ　カノン アコウニシ ヒガシグチ　ナツミ セイウン

7 50773 河野　愛乃(3) 赤穂西 1.51 70229 東口　夏海(3) 青雲 NM
タカハマ　ウイ ヒロハタ サトウ　マユコ カスミダイイチ

8 41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 1.48 81072 佐藤　万優子(2) 香住第一 NM
マスモト　アヤナ ハマノミヤ コウジタニ　ユウ ヒオカ

9 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 1.48 32931 糀谷　優(2) 氷丘 NM
ヤナギ　ココノ アクラ マツシタ　トア ミハラ

10 16803 柳　心乃(3) 安倉 1.48 72017 松下　永愛(2) 三原 NM
イズミ　ジュンナ タイセイ ショウノ　ココミ タツノヒガシ

11 11502 和泉　純奈(3) 大成 1.48 51153 正野　心愛(3) 龍野東 NM
ナイトウ　ミク ハゼタニチュウ イケウチ　アユミ ヒメジナダ

12 27345 内藤　美空(3) 櫨谷 1.48 40900 池内　歩美(2) 姫路灘 NM
ヤスイ　マナ トヨオカミナミ ヤマダ　アイリ アコウ

13 80147 安井　真那(3) 豊岡南 1.45 50502 山田　愛莉(3) 赤穂 NM
ヤマダ　マオ オオハラ カゲヤマ　ユウカ ケヤキダイ

13 29176 山田　麻央(2) 大原 1.45 60626 蔭山　優花(3) けやき台 NM
クボ　ホノカ ヒオカ タカハシ　サキ フクサキヒガシ

15 32923 久保　歩乃加(3) 氷丘 1.45 43029 髙橋　咲(3) 福崎東 NM
サリカワ　モモエ ハサマ ヤマダ　ソラ トヨオカキタ

15 60558 去川　桃衣(3) 狭間 1.45 80202 山田　そら(3) 豊岡北 NM
ヤマナカ　ハルカゼ アボシ キムラ　コハル スハマ

17 41409 山中　遥風(3) 網干 1.45 70014 木村　こはる(2) 洲浜 NM

NM:計測無し  
2021/07/ 27 15:11:08

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子走幅跳
全日中参加標準記録突破 5.45    予選 7/26 11:00 (2-4.84)

大会記録 6.12 高良　彩花 西宮浜 2015 加古川 決勝 7/26 14:15 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ   =ZEN カツノ　ナナ モトヤマ

1 74014 山﨑　りりや(3) 五色 q 5.45 (+0.6) 1 20356 勝野　七菜(3) 本山 q 5.15 (+1.8)

アシダ　マユ ミカゲ マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

2 20543 芦田　真由(3) 御影 q w5.10 (+2.9) 公認:5.03(1.6) 2 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 q w5.00 (+2.2) 公認:4.90(0.0)

イトウ　リコ コウリョウ タニ　ユアン コウヨウ

3 13285 伊藤　里子(3) 甲陵 q w5.09 (+2.3) 公認:4.68(0.7) 3 20061 谷　優杏(2) 向洋 q 4.95 (+1.4)

オクムラ　アヤカ イブキダイ ナカシマ　アヤネ カスミダイイチ

4 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 q 5.00 (+1.4) 4 81032 中嶋　彩音(3) 香住第一 q 4.94 (+1.4)

ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ マツヒラ　シホ イブキダイ

5 22400 村上　綾奈(3) 兵庫 q 4.98 ( 0.0) 5 29602 松平　志保(3) 井吹台 q 4.85 (+1.4)

ウエダ　リオ ヒラオカ カジタ　カイリ ゴシキ

6 33232 上田　梨央(3) 平岡 q 4.95 (+0.6) 6 74023 梶田　浬(2) 五色 q w4.84 (+2.8)

カタガミ　ヒナタ アコウニシ ミヤタ　ナギサ オオツ

7 50772 片上　ひなた(3) 赤穂西 4.83 (+1.0) 7 46133 宮田　凪紗(3) 大津 4.83 (+0.4)
ヤマモト　ナホ コウデラ リュウモト　ユリナ ガクブン

8 43272 山本　奈歩(3) 香寺 4.82 (+1.0) 8 14096 龍本　ﾕﾘﾅ(3) 学文 4.74 (+1.2)
コニシ　アユミ リョウナン マツモト　コトハ オオクボ

9 33943 小西　亜由弓(2) 陵南 4.81 (+1.1) 9 31652 松本　琴春(3) 大久保 4.70 (+2.0)
クロダ　ミオ タツノヒガシ サノ　ハルナ ムコヒガシ

10 51152 黒田　美緒(3) 龍野東 w4.79 (+2.9) 10 12279 佐野　晴菜(3) 武庫東 4.66 (+1.5)
フクダ　ユナ カイバラ ミキ　クルミ オオマト

11 64147 福田　結菜(2) 柏原 4.76 (+0.9) 11 45851 三木　胡桃(3) 大的 w4.64 (+2.6)

ヒロセ　ミウ ソノダヒガシ タニオカ　ミウ オオクラ

12 11893 廣瀬　未羽(3) 園田東 4.71 (+1.8) 12 31255 谷岡　美侑(3) 大蔵 4.60 (+1.2)
イケガミ　キヨリ ハマワキ マツムラ　アカリ ワダヤマ

13 12857 池上　嬉和(2) 浜脇 4.65 (+0.9) 83463 松村　あかり(3) 和田山 NM
ウエダ　サエ ジユウガオカ モリモト　ミキ ヤスムロ

14 35519 上田　咲笑(3) 自由が丘 4.65 (+1.6) 45973 森元　美貴(3) 安室 NM
サワノ　コトネ トヨオカミナミ アラタニ　コノミ シオセ

15 80143 澤野　琴音(3) 豊岡南 4.61 (+1.3) 14203 荒谷　香実(3) 塩瀬 NM
マツモト　ヒナノ セイウン ナンバ　ミオ カイバラ

70231 松本　妃菜乃(3) 青雲 NM 64135 難波　美羽(3) 柏原 NM
ムカイ　チヒロ ハサマ キムラ　レンカ シングウ

60552 向井　千尋(3) 狭間 NM 51510 木村　恋彩(2) 新宮 NM

q:規則第180条15による進出    =ZEN:全日中参加標準タイ記録突破  w:追風参考  NM:計測無し  
2021/07/ 27 06:53:37
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子走幅跳
全日中参加標準記録突破 5.45    予選 7/26 11:00 (2-4.84)

大会記録 6.12 高良　彩花 西宮浜 2015 加古川 決勝 7/26 14:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ   =ZEN

1 74014 山﨑　りりや(3) 五色 5.45 (-0.1)
アシダ　マユ ミカゲ

2 20543 芦田　真由(3) 御影 5.28 (+1.7)
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

3 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 5.23 (+1.8) セカンド5m17

ウエダ　リオ ヒラオカ

4 33232 上田　梨央(3) 平岡 5.23 (+0.4) セカンド5m16

カツノ　ナナ モトヤマ

5 20356 勝野　七菜(3) 本山 5.20 (+0.9)
ナカシマ　アヤネ カスミダイイチ

6 81032 中嶋　彩音(3) 香住第一 5.16 (+1.3)
タニ　ユアン コウヨウ

7 20061 谷　優杏(2) 向洋 5.01 (+1.9)
イトウ　リコ コウリョウ

8 13285 伊藤　里子(3) 甲陵 5.00 (+1.3)
オクムラ　アヤカ イブキダイ

9 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 4.94 (+1.7)
ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ

10 22400 村上　綾奈(3) 兵庫 4.92 (+1.3)
マツヒラ　シホ イブキダイ

11 29602 松平　志保(3) 井吹台 4.91 (+1.0)
カジタ　カイリ ゴシキ

12 74023 梶田　浬(2) 五色 4.66 (+1.5)

 =ZEN:全日中参加標準タイ記録突破  
2021/07/ 27 06:55:13
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子砲丸投  2.72k(6#) 
全日中参加標準記録突破 12.50    予選 7/27 11:00 (2-9.87)

大会記録 15.81 尾山　和華 志方 2013 加古川 決勝 7/27 14:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ドロバット　サホ ハリマミナミ  ZEN ハセガワ　ユウ シカタ

1 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 q 12.65 1 33801 長谷川　有(2) 志方 q 12.23
アダチ　シオリ スズランダイ フジモト　サクラ キタコウベ

2 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台 q 11.04 2 24112 藤本　早玲(3) 北神戸 q 11.72
ハラダ　ホノカ カスガ シンカワ　ミノリ ユラ

3 65179 原田　萌花(3) 春日 q 10.22 3 70447 新川　みのり(3) 由良 q 11.26
イマミヤ　ユイナ アコウヒガシ トミナガ　リンコ ハサマ

4 50658 今宮　結菜(3) 赤穂東 q 10.16 4 60554 富永　凛子(3) 狭間 q 10.19
ヒサドメ　ミウ タチバナ コミヤジ　ユラ オシベダニ

5 11142 久留　未羽(3) 立花 q 10.12 5 27500 小宮路　優來(3) 押部谷 9.76
ヤマダ　ユキナ シカタ ナガタ　ヒナタ マスイ

6 33802 山田　幸奈(2) 志方 q 10.12 6 40185 永田　陽菜乃(2) 増位 9.72
フジモト　ユイ オノ ミウラ　マリナ フタミ

7 37117 藤本　結衣(3) 小野 q 10.12 7 32126 三浦　真里奈(3) 二見 9.67
ノダ　カエデ ミキヒガシ ヤギ　ミト トウコウ

8 35697 野田　楓(3) 三木東 q 9.87 8 40543 八木　美都(3) 東光 9.67
ヤマモト　ユウナ ミナミヒバリガオカ オオマエ　ユノン ウエガハラ

9 16764 山本　友菜(3) 南ひばりガ丘 9.64 9 13153 大前　優音(3) 上ケ原 9.52
フカザワ　メイ カミゴオリ ナカヤマ　ソラ カイバラ

10 51064 深澤　萌生(2) 上郡 9.59 10 64134 仲山　青空(3) 柏原 9.34
カツウラ　リン オダキタ コミナミ　ユイ ヒラノ

11 10875 勝浦　凛(2) 小田北 9.22 11 27822 小南　結(2) 平野 9.21
イハラ　キョウカ ウエガハラ スギノ　ミカ イブキダイ

12 13152 井原　今日香(3) 上ケ原 9.19 29635 杉野　美香(2) 井吹台 NM
テラカワ　イマリ ヒダカヒガシ マツモト　ナオ アコウヒガシ

81209 寺川　依万里(3) 日高東 NM 50681 松本　南緒(2) 赤穂東 NM
アオイシ　セツカ ヌシマチュウガッコウ コヒガシ　フミカ トヨトミショウチュウ

72201 青石　雪月花(2) 沼島 NM 41730 小東　文香(2) 豊富小中 NM
サワダ　カホ カスミダイイチ オガワ　アオイ ヒロハタ

81031 澤田　香穂(3) 香住第一 NM 41342 小川　葵生(3) 広畑 NM
コバヤシ　カエデ タルミ シオタ　カコ コウブ

26520 小林　楓(3) 垂水 NM 13463 塩田　華子(3) 甲武 NM
クワタ　クルミ スハマ ニシタニ　ユウキ ムラオカ

70010 桑田　くるみ(3) 洲浜 NM 84441 西谷　悠希(3) 村岡 NM

q:規則第180条15による進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  NM:計測無し  
2021/07/ 27 12:15:20
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リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 審判長 田邉　幸広
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子砲丸投  2.72k(6#) 
全日中参加標準記録突破 12.50    予選 7/27 11:00 (2-9.87)

大会記録 15.81 尾山　和華 志方 2013 加古川 決勝 7/27 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ドロバット　サホ ハリマミナミ  ZEN

1 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 12.58
ハセガワ　ユウ シカタ  ZEN

2 33801 長谷川　有(2) 志方 12.55
フジモト　サクラ キタコウベ

3 24112 藤本　早玲(3) 北神戸 11.03
アダチ　シオリ スズランダイ

4 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台 11.03
シンカワ　ミノリ ユラ

5 70447 新川　みのり(3) 由良 10.89
トミナガ　リンコ ハサマ

6 60554 富永　凛子(3) 狭間 10.87
ヒサドメ　ミウ タチバナ

7 11142 久留　未羽(3) 立花 10.44
ハラダ　ホノカ カスガ

8 65179 原田　萌花(3) 春日 10.36
イマミヤ　ユイナ アコウヒガシ

9 50658 今宮　結菜(3) 赤穂東 10.01
ノダ　カエデ ミキヒガシ

10 35697 野田　楓(3) 三木東 9.58
ヤマダ　ユキナ シカタ

11 33802 山田　幸奈(2) 志方 9.39
フジモト　ユイ オノ

12 37117 藤本　結衣(3) 小野 8.16

ZEN:全日中参加標準記録突破  
2021/07/ 27 15:06:28
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審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キタハラ　メイ ヒメジナダ コバヤシ　カエデ タルミ

1 40984 北原　夢來(3) 姫路灘 28.82 18 26520 小林　楓(3) 垂水 22.32
タニガワ　アオイ ベフ シンカワ　ミノリ ユラ

2 33503 谷川　あおい(3) 別府 27.30 19 70447 新川　みのり(3) 由良 22.04
ヤマモト　ユウナ ミナミヒバリガオカ フクシマ　カナミ ガクブン

3 16764 山本　友菜(3) 南ひばりガ丘 27.05 14089 福島　かなみ(3) 学文 NM
ヤギ　ミト トウコウ ワタナベ　リサ ハマサカ

4 40543 八木　美都(3) 東光 26.90 85238 渡辺　莉彩(3) 浜坂 NM
トミナガ　リンコ ハサマ ヒサドメ　ミウ タチバナ

5 60554 富永　凛子(3) 狭間 26.86 11142 久留　未羽(3) 立花 NM
アダチ　シオリ スズランダイ テラカワ　イマリ ヒダカヒガシ

6 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台 26.27 81209 寺川　依万里(3) 日高東 NM
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ タチバナ　ミサ オオクラ

7 33091 楠本　れんげ(2) 加古川山手 25.73 31211 橘　未紗(2) 大蔵 NM
イシモト　モモカ カイバラ サノ　ジュリ タツノヒガシ

8 64137 石本　百萌花(3) 柏原 24.93 51134 佐野　珠理(2) 龍野東 NM
ヤスイ　リオ ハマノミヤ ニシムラ　レンカ オジロ

9 33432 安井　理央(2) 浜の宮 24.91 84538 西村　　蓮華(3) 小代 NM
イハラ　キョウカ ウエガハラ アリヨシ　チハル アコウヒガシ

10 13152 井原　今日香(3) 上ケ原 24.69 50657 有吉　千陽(3) 赤穂東 NM
コミヤジ　ユラ オシベダニ ナガタ　ヒナタ マスイ

11 27500 小宮路　優來(3) 押部谷 24.53 40185 永田　陽菜乃(2) 増位 NM
ウマダ　リンナ ボウカイ フジワラ　ユメ モモヤマダイ

12 31575 馬田　凛奈(3) 望海 24.34 26116 藤原　柚芽(3) 桃山台 NM
フクダ　リノ イタミヒガシ アオイシ　セツカ ヌシマチュウガッコウ

13 19112 福田　梨乃(3) 伊丹東 24.16 72201 青石　雪月花(2) 沼島 NM
ヤク　ミヅキ ボウカイ トクオカ　ミオナ アオガキ

14 31580 夜久　美月(3) 望海 23.71 64855 徳岡　澪奈(2) 青垣 NM
カナザワ　マドカ ヒラノ イマミヤ　ユイナ アコウヒガシ

15 27810 金澤　円香(3) 平野 23.35 50658 今宮　結菜(3) 赤穂東 NM
タガミ　ユメリ オオハラ タケナカ　ナナミ シカマヒガシ

16 29162 田上　夢理(3) 大原 23.29 41033 竹中　七海(2) 飾磨東 NM
クワタ　クルミ スハマ モリ　ハルナ コウブ

17 70010 桑田　くるみ(3) 洲浜 22.42 13482 森　陽菜(2) 甲武 NM

Powerd by AthleteRanking.com

NM:計測無し  
2021/07/27 07:17:52

〈〈 決勝 〉〉

1組

7/26  9:00 
大会記録 37.56 大西　菜津美 播磨南 2003 加古川

共通女子円盤投  1.0k 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



  P  1  

種目 共通 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/7/26 審判長

競技会名 第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 競技場名 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　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

9 39753
ドロバット　サホ ハリマミナミ 15.51 (-1.4) 1.46 12.48 27.22 (-1.4)

2739 1 ZEN 
ドロバット　さほ(3) 播磨南 775[775] 577[1352] 693[2045] 694[2739]

3 24150
イノウエ　ナギサ キタコウベ 15.16 (+0.5) 1.61 7.28 26.81 (-1.4)

2649 2 ZEN 
井上　凪紗(2) 北神戸 821[821] 747[1568] 353[1921] 728[2649]

5 42426
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 14.82 (+0.5) 1.43 9.08 27.56 (-1.4)

2545 3
宮内　綾花(2) 福崎西 866[866] 544[1410] 469[1879] 666[2545]

4 41411
ヒサカ　ミサキ アボシ 15.07 (+0.5) 1.46 9.08 27.94 (-1.4)

2514 4
日坂　美咲(3) 網干 832[832] 577[1409] 469[1878] 636[2514]

6 20778
ヤマモト　サキ タカショウ 15.21 (+0.5) 1.49 7.61 27.93 (-1.4)

2434 5
山本　紗季(3) 鷹匠 814[814] 610[1424] 374[1798] 636[2434]

12 33321
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 15.58 (-1.4) 1.46 8.90 28.32 (-1.4)

2408 6
今本　七望(3) 平岡南 767[767] 577[1344] 458[1802] 606[2408]

13 41338
タカハマ　ウイ ヒロハタ 15.85 (-1.4) 1.49 9.22 28.76 (-1.4)

2394 7
髙濵　佑衣(3) 広畑 733[733] 610[1343] 479[1822] 572[2394]

17 64143
ナカムラ　メイ カイバラ 15.74 ( 0.0) 1.46 9.08 28.52 (-1.4)

2382 8
中村　芽生(2) 柏原 746[746] 577[1323] 469[1792] 590[2382]

24 50773
コウノ　カノン アコウニシ 16.33 (-0.8) 1.52 8.01 27.58 (-1.2)

2382 8
河野　愛乃(3) 赤穂西 674[674] 644[1318] 400[1718] 664[2382]

2 37112
カジオ　サチ オノ 14.99 (+0.5) 1.35 7.63 27.32 (-1.2)

2363 10
梶尾　彩智(3) 小野 843[843] 460[1303] 375[1678] 685[2363]

10 28127
タノウエ　キョウカ タイサンジ 15.79 (-1.4) 1.40 7.46 28.41 (-1.2)

2216 11
田上　京夏(3) 太山寺 740[740] 512[1252] 365[1617] 599[2216]

1 39751
ウエオカ　リン ハリマミナミ 15.71 (+0.5) 1.35 7.65 29.35 (-1.2)

2115 12
上岡　凛(3) 播磨南 750[750] 460[1210] 377[1587] 528[2115]

8 60551
サワダ　アヤ ハサマ 16.85 (-1.4) 1.49 8.12 30.04 (-1.2)

2110 13
澤田　彩(3) 狭間 614[614] 610[1224] 407[1631] 479[2110]

16 12189
コガ　ミチル ジョウヨウ 15.77 ( 0.0) 1.25 7.44 28.15 (-2.2)

2084 14
古賀　美知留(3) 常陽 743[743] 359[1102] 363[1465] 619[2084]

14 13463
シオタ　カコ コウブ 16.49 ( 0.0) 1.35 8.68 29.50 (-1.2)

2076 15
塩田　華子(3) 甲武 655[655] 460[1115] 443[1558] 518[2076]

28 33438
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 18.02 (-1.9) 1.55 8.22 29.98 (-1.2)

2061 16
升元　絢菜(2) 浜の宮 486[486] 678[1164] 414[1578] 483[2061]

21 12765
モミヤマ　ユナ ニシノミヤハマギム 16.41 (-0.8) 1.35 7.72 29.41 (-2.2)

2030 17
籾山　結菜(3) 西宮浜義務 665[665] 460[1125] 381[1506] 524[2030]

11 43503
ミヤザキ　カホ カミカワ 16.25 (-1.4) 1.40 7.30 30.30 (-1.2)

2011 18
宮﨑　夏帆(3) 神河 684[684] 512[1196] 354[1550] 461[2011]

22 11145
ミズノ　イロハ タチバナ 16.43 (-0.8) 1.35 6.37 28.48 (-2.2)

2011 18
水野　いろは(3) 立花 662[662] 460[1122] 295[1417] 594[2011]



  P  2  

種目 共通 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/7/26 審判長

競技会名 第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ] 競技場名 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟　　兵庫県教育委員会　　（一財）兵庫陸上競技協会　　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

19 28169
モリ　チヒロ タイサンジ 16.57 ( 0.0) 1.40 6.86 29.58 (-2.2)

1996 20
森　千裕(2) 太山寺 646[646] 512[1158] 326[1484] 512[1996]

15 12291
ハマキ　アズサ ムコヒガシ 16.13 ( 0.0) 1.30 6.63 28.98 (-2.2)

1974 21
浜木　梓(2) 武庫東 698[698] 409[1107] 311[1418] 556[1974]

25 31467
フジサワ　ユウ ノノイケ 16.90 (-0.8) 1.43 7.19 30.72 (-2.2)

1932 22
藤澤　優羽(3) 野々池 608[608] 544[1152] 347[1499] 433[1932]

18 60948
タカマツ　シホ ユリノキダイ 16.69 ( 0.0) 1.30 7.76 29.98 (-2.2)

1908 23
高松　志帆(3) ゆりのき台 632[632] 409[1041] 384[1425] 483[1908]

20 29173
タナカ　ユラ オオハラ 17.74 (-0.8) 1.40 7.08 29.25 (-2.3)

1904 24
田中　ゆら(2) 大原 516[516] 512[1028] 340[1368] 536[1904]

23 23121
ミヤワキ　ネネ ヤマダ 17.43 (-0.8) 1.30 7.85 29.23 (-2.3)

1885 25
宮脇　寧々(3) 山田 549[549] 409[958] 390[1348] 537[1885]

26 70229
ヒガシグチ　ナツミ セイウン 19.81 (-1.9) 1.35 6.51 28.74 (-2.3)

1656 26
東口　夏海(3) 青雲 318[318] 460[778] 304[1082] 574[1656]

30 70228
ニシムラ　サキ セイウン 18.35 (-1.9) 1.25 6.87 30.28 (-2.3)

1602 27
西邑　咲希(3) 青雲 453[453] 359[812] 327[1139] 463[1602]

29 81208
カトウ　アスカ ヒダカヒガシ 18.25 (-1.9) 1.25 7.52 31.24 (-2.3)

1589 28
加藤　明日香(3) 日高東 463[463] 359[822] 368[1190] 399[1589]

27 51754
タルエ　ユマナ タイシニシ 19.41 (-1.9) 1.20 6.88 32.34 (-2.3)

1323 29
樽榮　結愛(3) 太子西 353[353] 312[665] 327[992] 331[1323]

31 50256
ミゾタ　ユウカ ナバ 19.85 (-1.9) NM 8.38 31.05 (-2.3)

1150 30
溝田　悠加(3) 那波 315[315] 0[315] 424[739] 411[1150]

7 13161
ミヤザキ　リン ウエガハラ 15.39 (+0.5) DNS DNS DNS

- -
宮﨑　凛(3) 上ケ原 791[791] -[-] -[-] -[-]

NM:計測無し  DNF:途中棄権  DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破  



審判長
記録主任

決勝

(-2.3 m/s) (-2.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒガシグチ　ナツミ セイウン 574 コガ　ミチル ジョウヨウ 619

1 70229 東口　夏海(3) 青雲 28.74 1 12189 古賀　美知留(3) 常陽 28.15
ミヤワキ　ネネ ヤマダ 537 ミズノ　イロハ タチバナ 594

2 23121 宮脇　寧々(3) 山田 29.23 2 11145 水野　いろは(3) 立花 28.48
タナカ　ユラ オオハラ 536 ハマキ　アズサ ムコヒガシ 556

3 29173 田中　ゆら(2) 大原 29.25 3 12291 浜木　梓(2) 武庫東 28.98
ニシムラ　サキ セイウン 463 モミヤマ　ユナ ニシノミヤハマギム 524

4 70228 西邑　咲希(3) 青雲 30.28 4 12765 籾山　結菜(3) 西宮浜義務 29.41
ミゾタ　ユウカ ナバ 411 モリ　チヒロ タイサンジ 512

5 50256 溝田　悠加(3) 那波 31.05 5 28169 森　千裕(2) 太山寺 29.58
カトウ　アスカ ヒダカヒガシ 399 タカマツ　シホ ユリノキダイ 483

6 81208 加藤　明日香(3) 日高東 31.24 6 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 29.98
タルエ　ユマナ タイシニシ 331 フジサワ　ユウ ノノイケ 433

7 51754 樽榮　結愛(3) 太子西 32.34 7 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 30.72

(-1.2 m/s) (-1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カジオ　サチ オノ 685 イノウエ　ナギサ キタコウベ 728

1 37112 梶尾　彩智(3) 小野 27.32 1 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 26.81
コウノ　カノン アコウニシ 664 ドロバット　サホ ハリマミナミ 694

2 50773 河野　愛乃(3) 赤穂西 27.58 2 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 27.22
タノウエ　キョウカ タイサンジ 599 ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 666

3 28127 田上　京夏(3) 太山寺 28.41 3 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 27.56
ウエオカ　リン ハリマミナミ 528 ヤマモト　サキ タカショウ 636

4 39751 上岡　凛(3) 播磨南 29.35 4 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 27.93
シオタ　カコ コウブ 518 ヒサカ　ミサキ アボシ 636

5 13463 塩田　華子(3) 甲武 29.50 5 41411 日坂　美咲(3) 網干 27.94
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 483 イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 606

6 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 29.98 6 33321 今本　七望(3) 平岡南 28.32
サワダ　アヤ ハサマ 479 ナカムラ　メイ カイバラ 590

7 60551 澤田　彩(3) 狭間 30.04 7 64143 中村　芽生(2) 柏原 28.52
ミヤザキ　カホ カミカワ 461 タカハマ　ウイ ヒロハタ 572

8 43503 宮﨑　夏帆(3) 神河 30.30 8 41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 28.76

Powerd by AthleteRanking.com

3組 4組

2021/07/27 07:21:55

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

7/26 14:50 

共通女子200m

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

(+0.5 m/s) (-1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 866 ドロバット　サホ ハリマミナミ 775

1 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 14.82 1 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 15.51
カジオ　サチ オノ 843 イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 767

2 37112 梶尾　彩智(3) 小野 14.99 2 33321 今本　七望(3) 平岡南 15.58
ヒサカ　ミサキ アボシ 832 タノウエ　キョウカ タイサンジ 740

3 41411 日坂　美咲(3) 網干 15.07 3 28127 田上　京夏(3) 太山寺 15.79
イノウエ　ナギサ キタコウベ 821 タカハマ　ウイ ヒロハタ 733

4 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 15.16 4 41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 15.85
ヤマモト　サキ タカショウ 814 ミヤザキ　カホ カミカワ 684

5 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 15.21 5 43503 宮﨑　夏帆(3) 神河 16.25
ミヤザキ　リン ウエガハラ 791 サワダ　アヤ ハサマ 614

6 13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 15.39 6 60551 澤田　彩(3) 狭間 16.85
ウエオカ　リン ハリマミナミ 750

7 39751 上岡　凛(3) 播磨南 15.71

(0.0 m/s) (-0.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカムラ　メイ カイバラ 746 コウノ　カノン アコウニシ 674

1 64143 中村　芽生(2) 柏原 15.74 1 50773 河野　愛乃(3) 赤穂西 16.33
コガ　ミチル ジョウヨウ 743 モミヤマ　ユナ ニシノミヤハマギム 665

2 12189 古賀　美知留(3) 常陽 15.77 2 12765 籾山　結菜(3) 西宮浜義務 16.41
ハマキ　アズサ ムコヒガシ 698 ミズノ　イロハ タチバナ 662

3 12291 浜木　梓(2) 武庫東 16.13 3 11145 水野　いろは(3) 立花 16.43
シオタ　カコ コウブ 655 フジサワ　ユウ ノノイケ 608

4 13463 塩田　華子(3) 甲武 16.49 4 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 16.90
モリ　チヒロ タイサンジ 646 ミヤワキ　ネネ ヤマダ 549

5 28169 森　千裕(2) 太山寺 16.57 5 23121 宮脇　寧々(3) 山田 17.43
タカマツ　シホ ユリノキダイ 632 タナカ　ユラ オオハラ 516

6 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 16.69 6 29173 田中　ゆら(2) 大原 17.74

(-1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 486

1 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 18.02
カトウ　アスカ ヒダカヒガシ 463

2 81208 加藤　明日香(3) 日高東 18.25
ニシムラ　サキ セイウン 453

3 70228 西邑　咲希(3) 青雲 18.35
タルエ　ユマナ タイシニシ 353

4 51754 樽榮　結愛(3) 太子西 19.41
ヒガシグチ　ナツミ セイウン 318

5 70229 東口　夏海(3) 青雲 19.81
ミゾタ　ユウカ ナバ 315

6 50256 溝田　悠加(3) 那波 19.85

Powerd by AthleteRanking.com
2021/07/27 07:18:34

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

7/26  9:00 

共通女子100mH (76.2:13-8-15)

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　ナギサ キタコウベ 747 コウノ　カノン アコウニシ 644

1 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 1.61 1 50773 河野　愛乃(3) 赤穂西 1.52
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 678 ヤマモト　サキ タカショウ 610

2 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 1.55 2 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 1.49
サワダ　アヤ ハサマ 610 タカハマ　ウイ ヒロハタ 610

3 60551 澤田　彩(3) 狭間 1.49 3 41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 1.49
イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 577 ナカムラ　メイ カイバラ 577

4 33321 今本　七望(3) 平岡南 1.46 4 64143 中村　芽生(2) 柏原 1.46
ドロバット　サホ ハリマミナミ 577 フジサワ　ユウ ノノイケ 544

5 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 1.46 5 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 1.43
ヒサカ　ミサキ アボシ 577 ミヤザキ　カホ カミカワ 512

5 41411 日坂　美咲(3) 網干 1.46 6 43503 宮﨑　夏帆(3) 神河 1.40
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 544 タノウエ　キョウカ タイサンジ 512

7 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 1.43 7 28127 田上　京夏(3) 太山寺 1.40
モリ　チヒロ タイサンジ 512 タナカ　ユラ オオハラ 512

8 28169 森　千裕(2) 太山寺 1.40 8 29173 田中　ゆら(2) 大原 1.40
モミヤマ　ユナ ニシノミヤハマギム 460 ヒガシグチ　ナツミ セイウン 460

9 12765 籾山　結菜(3) 西宮浜義務 1.35 9 70229 東口　夏海(3) 青雲 1.35
ウエオカ　リン ハリマミナミ 460 カジオ　サチ オノ 460

9 39751 上岡　凛(3) 播磨南 1.35 10 37112 梶尾　彩智(3) 小野 1.35
シオタ　カコ コウブ 460 タカマツ　シホ ユリノキダイ 409

11 13463 塩田　華子(3) 甲武 1.35 11 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 1.30
ミズノ　イロハ タチバナ 460 ミヤワキ　ネネ ヤマダ 409

12 11145 水野　いろは(3) 立花 1.35 12 23121 宮脇　寧々(3) 山田 1.30
ニシムラ　サキ セイウン 359 ハマキ　アズサ ムコヒガシ 409

13 70228 西邑　咲希(3) 青雲 1.25 12 12291 浜木　梓(2) 武庫東 1.30
コガ　ミチル ジョウヨウ 359 カトウ　アスカ ヒダカヒガシ 359

13 12189 古賀　美知留(3) 常陽 1.25 14 81208 加藤　明日香(3) 日高東 1.25
ミゾタ　ユウカ ナバ 0 タルエ　ユマナ タイシニシ 312

50256 溝田　悠加(3) 那波 NM 15 51754 樽榮　結愛(3) 太子西 1.20
ミヤザキ　リン ウエガハラ -

13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 DNS

Powerd by AthleteRanking.com

NM:計測無し  DNS:欠場  
2021/07/27 07:20:36

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

7/26 11:00 

共通女子走高跳

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ドロバット　サホ ハリマミナミ 693 タカハマ　ウイ ヒロハタ 479

1 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 12.48 1 41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 9.22
ナカムラ　メイ カイバラ 469 ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 469

2 64143 中村　芽生(2) 柏原 9.08 2 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 9.08
シオタ　カコ コウブ 443 ヒサカ　ミサキ アボシ 469

3 13463 塩田　華子(3) 甲武 8.68 2 41411 日坂　美咲(3) 網干 9.08
マスモト　アヤナ ハマノミヤ 414 イマモト　ナナミ ヒラオカミナミ 458

4 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 8.22 4 33321 今本　七望(3) 平岡南 8.90
ミヤワキ　ネネ ヤマダ 390 ミゾタ　ユウカ ナバ 424

5 23121 宮脇　寧々(3) 山田 7.85 5 50256 溝田　悠加(3) 那波 8.38
ウエオカ　リン ハリマミナミ 377 サワダ　アヤ ハサマ 407

6 39751 上岡　凛(3) 播磨南 7.65 6 60551 澤田　彩(3) 狭間 8.12
カジオ　サチ オノ 375 コウノ　カノン アコウニシ 400

7 37112 梶尾　彩智(3) 小野 7.63 7 50773 河野　愛乃(3) 赤穂西 8.01
ヤマモト　サキ タカショウ 374 タカマツ　シホ ユリノキダイ 384

8 20778 山本　紗季(3) 鷹匠 7.61 8 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 7.76
タノウエ　キョウカ タイサンジ 365 モミヤマ　ユナ ニシノミヤハマギム 381

9 28127 田上　京夏(3) 太山寺 7.46 9 12765 籾山　結菜(3) 西宮浜義務 7.72
コガ　ミチル ジョウヨウ 363 カトウ　アスカ ヒダカヒガシ 368

10 12189 古賀　美知留(3) 常陽 7.44 10 81208 加藤　明日香(3) 日高東 7.52
イノウエ　ナギサ キタコウベ 353 ミヤザキ　カホ カミカワ 354

11 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 7.28 11 43503 宮﨑　夏帆(3) 神河 7.30
フジサワ　ユウ ノノイケ 347 タナカ　ユラ オオハラ 340

12 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 7.19 12 29173 田中　ゆら(2) 大原 7.08
ニシムラ　サキ セイウン 327 タルエ　ユマナ タイシニシ 327

13 70228 西邑　咲希(3) 青雲 6.87 13 51754 樽榮　結愛(3) 太子西 6.88
ハマキ　アズサ ムコヒガシ 311 モリ　チヒロ タイサンジ 326

14 12291 浜木　梓(2) 武庫東 6.63 14 28169 森　千裕(2) 太山寺 6.86
ミヤザキ　リン ウエガハラ - ヒガシグチ　ナツミ セイウン 304

13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 DNS 15 70229 東口　夏海(3) 青雲 6.51
ミズノ　イロハ タチバナ 295

16 11145 水野　いろは(3) 立花 6.37

Powerd by AthleteRanking.com

DNS:欠場  
2021/07/27 07:21:25

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

7/26 13:30 

共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

リザルトリスト
第６５回　兵 庫 県 中 学 校 総 合 体 育 大 会　第７３回 兵 庫 県 中 学 校 陸 上 競 技 大 会[21283001 ]

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨


