




【跳躍競技】

組　数 開始 完了 開始 完了

9:30 男子 110mH 予 3-1+5 (3) 9:10 9:20 26 9:30 男子 走高跳 9:00 9:10 3

9:45 女子 100mYH 予 3-1+5 (3) 9:25 9:35 21 11:00 女子 走高跳 10:30 10:40 19

10:00 男子 145m 予 (1)－(3) 9:40 9:50

10:15 男子 145m 予 (4)・(5) 9:55 10:05 12:45 男子 走幅跳 12:15 12:25 13

10:30 女子 145m 予 (1)－(3) 10:10 10:20 12:45 女子 走幅跳 12:15 12:25 24

10:45 女子 145m 予 (4)・(5) 10:25 10:35

11:00 男子 1000m 予 (1) 10:40 10:50 14:10 男子 三段跳 13:40 13:50 9

11:10 男子 1000m 予 (2) 10:50 11:00 14:10 女子 三段跳 13:40 13:50 21

11:20 男子 1000m 予 (3) 11:00 11:10

11:30 女子 1000m 予 (1) 11:10 11:20 9:15 男子 棒高跳 8:15 8:35 4

11:40 女子 1000m 予 (2) 11:20 11:30 11:00 女子 棒高跳 10:00 10:20 4

11:50 女子 1000m 予 (3) 11:30 11:40

12:00 男子 100m 予 (1)－(3) 11:40 11:50

12:15 男子 100m 予 (4)－(6) 11:55 12:05 【投てき競技】

12:30 男子 100m 予 (7)－(9) 12:10 12:20

12:45 男子 100m 予 (10) 12:25 12:35 開始 完了

12:55 女子 100m 予 (1)－(3) 12:35 12:45 9:15 男子 砲丸投 8:45 8:55 13

13:10 女子 100m 予 (4)－(6) 12:50 13:00 10:45 女子 砲丸投 10:15 10:25 8

13:25 女子 100m 予 (7) 13:05 13:15

11:15 男子 円盤投 10:45 10:55 6

12:15 女子 円盤投 11:45 11:55 9

14:00 男子 110mH 決 13:40 13:50

14:10 女子 100mYH 決 13:50 14:00 13:00 男子 ジャベリック 12:30 12:40 12

14:20 男子 145m 決 14:00 14:10 14:30 女子 ジャベリック 14:00 14:10 11

14:30 女子 145m 決 14:10 14:20

14:40 男子 1000m 決 14:20 14:30

14:50 女子 1000m 決 14:30 14:40

15:00 男子 100m 決 B 14:40 14:50

15:10 男子 100m 決 A 14:50 15:00

15:20 女子 100m 決 B 15:00 15:10

15:30 女子 100m 決 A 15:10 15:20
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競技注意事項 

 

１．競技規則について 

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

 

２．競技者の招集について 

（１）すべて現地招集とし、招集時刻はその競技開始時刻を基準とし、下記のように定める。 

種   目 招集開始時刻 招集完了時刻 

トラック競技 競技開始２０分前 競技開始１０分前 

フィールド競技 競技開始３０分前 競技開始２０分前 

【 棒 高 跳 】 競技開始６０分前 競技開始４０分前 

（２）招集の手順 

   ①競技者は招集開始時刻までに現地に集合し点呼を受ける。その際アスリートビブス・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招集完了時刻に遅れた者は、当該種目を棄権したものとして処理する。 

   ④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。                                〔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０．００１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。 

                                〔TR16.8〕 

（６）短距離走では、競技者安全のためフィニッシュライン到着後も自分に割り当てられた走路を走ること。 

（７）競技者に対する助力については、TR6.2 に気をつけること。 

（８）競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示によって行うこと。 

（９）競技者は助走や踏切をしやすくするためにマーカー（主催者が準備したもの、または承認したもの）を、 

２個まで使うことができる。マーカーが準備されない場合、粘着テープを使用してもよい。 〔TR25.3.1〕 

（10）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〕 

（11）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 

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。 

 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ジャベリック 

男 子 6m10 12m10 10m80 30m00 30m00 

女 子 4m70 9m00 10m50 25m00 20m00 

 

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 1m70 1m75 ～ 1m85   5 ㎝ ずつ  1m88 以上  3 ㎝ ずつ 

女 子 1m40 1m45 ～ 3 ㎝ ずつ 

棒 高 跳 
男 子 3m10 3m30 ～ 3m70  20 ㎝ ずつ  3m70 以上 10 ㎝ ずつ 

女 子 1m80 2m00 ～ 2m40  20cm ずつ    2m40 以上  10cm 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。 

 

９．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 

補助競技場の投てき練習場でメディシンボールのみの練習に限る。 

※投げる方向は練習会場係の指示に従うこと。 

 

10．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。 

 

11．競技による入退場について 

（１）入退場は北門だけを使い、移動は芝生スタンドを利用すること。 

（２）競技者は競技終了後、手指の消毒をすること。 

 

12．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）本大会は、ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第 52 回Ｕ１６陸上競技大会（2021 年 10 月 22 日(金)

～10 月 24 日(日)：愛媛県）の出場選手代表選考会であり、資格を得た選手は下記の要領で申込を行う

こと。なお、県選抜リレーメンバー選考については、男女１００ｍＡ決勝の結果から選出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOC ジュニアオリンピックカップ 

U16 陸上競技大会出場選手代表選考会に関する注意事項 

 

※選手は競技時間に合わせて来場し、競技終了次第、速やかに帰宅すること。 

※競技役員は審判中マスクを着用すること。（熱中症対策のため時折外すことは可） 

※両日、主任打合せ（７：３０）とし、競技役員打合せ（８：００）は各部署で実施する。 

１．駐車場について 

  競技役員・・・①競技場外周（駐車場係の指示のもと駐車する） 

②サブ外周（駐車場係の指示のもと駐車する） 

送 迎 車・・・来場の際は、送迎車両確認証を車外から見やすい所に置いておくこと。 

２．競技場入場から受付について ※両日とも受付時に中央ロビーでアルコール消毒と検温をすること。 

 競技役員 選  手 

受 
 

付 

６：４５～中央ロビー 

体調管理チェックシート提出 

 
 

競技役員控室 

７：００～雨天練習場 

①体調管理チェックシート・同意書の提出 

 
 

北側通路より退場 

→ 各地区割待機・補助競技場へ 

３．待機場所について 

①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。 

  ②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。〔別紙参照〕 

４．ウオーミングアップについて 

  ①補助競技場のみとし、練習会場係の指示に従い行うこと。 

ただし、メイン競技場ハードル練習は開門～８：１５までとする。 

②投てき練習は補助競技場内の投てき練習場で行い、メディシンボールの使用のみとする。 

５．招集について 

  すべて現地招集とする。招集時にはマスクを着用し、アスリートビブス（腰シールタイプ）を 

受け取る。なお、シールで出たゴミは各自で持ち帰ること。 

６．各競技前後の注意について 

石鹸による手洗いと、配置されているアルコールで手指の消毒を適宜行うこと。 

７．競技後の移動ついて 

  トラック競技は、芝スタンドを通り北門から退場。 

フィールド競技は、競技役員の指示に従い退場すること。 

８．リザルトについて 

掲示板への張り出しはせず、すべてＷｅｂで掲載する。 

※次ラウンドの番組編成は雨天練習場に掲示する。 

ＡＤカード（競技場入場許可証）受け取り 



１． （一財）兵庫陸上競技協会　

２． （株）神戸新聞社

３． 兵庫県中学校体育連盟陸上競技部

４． ２０２１年（令和３年）８月２８日（土）　午前９時１５分より

５． 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． 男子１２種目　女子１２種目

男　子 １００ｍ(11"84 11"6)　　　１４５m(100ｍ/11"84 11"6　200m/24"04  23"8)　

１０００ｍ(800m/2'06"00　1500ｍ/4'23"00)　　１１０ｍＨ(16"44  16"2）

走高跳（1ｍ75）　　棒高跳(3ｍ30)　　走幅跳（6ｍ10）　　三段跳(12m10)

砲丸投 (5kg:10ｍ80)　　円盤投（1.5kg:30m00）　　ジャベリックスロー（なし※）

※ジャベリックスローについては30ｍ以上を投げれる者とする。

女　子 １００ｍ（13"34　13"1）　　 １４５ｍ（100ｍ/13"34 13"1　200m/27"54  27"3) 

１０００ｍ(800m/2'24"00　1500ｍ/4'57"00)　　１００ｍＨ（15"84　15"6）

走高跳（1m45）　　棒高跳(なし※)　　走幅跳（4ｍ70)　　三段跳(なし※)

砲丸投（2.72kg:10m50）　　円盤投（25ｍ00）　　ジャベリックスロー（なし※）

※棒高跳は2ｍ00以上、三段跳は9ｍ00以上を跳べる者とする。

※ジャベリックスローについては20ｍ以上を投げれる者とする。

７． ・2006年1月1日～2009年4月1日の間に生まれた競技者　※クラブチーム登録者も可能

・兵庫県陸上競技協会に登録している者であること。

・所属を学校とクラブチームの２重登録している者は、学校から申込をすること。

・各校1名以上の競技役員を終日出せること。(高校生、クラブチーム登録は除く)

・上記（　）内の参加標準記録を各公式大会並びに兵庫県中体連陸上競技部が認めた大会において突破

　していること。

・女子棒高跳、女子三段跳、男女ジャベリックスローについては、十分な練習を行い、安全に競技でき

　る者とする。

８． ・一人2種目（標準記録を突破していること）

・高校生は下記の種目のみのエントリーとする。

※【U16男子】150m 110mH(0.991m/9.14m) 三段跳 1000m ジャベリックスロー 円盤投(1.500kg) 

※【U16女子】150m 100mH(0.762m/8.50m) 三段跳 棒高跳 1000m ジャベリックスロー 円盤投(1.000kg) 

９． ・全種目において決勝ラウンドを行う。

・トラック競技では出場者全員の記録を計時する。

・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。

・ハードル競技に関しては、男女ともU16規格で実施する。

・フィールド競技におけるセレクションラインは参加標準記録とする。

　ただし、出場選手のレベルに合わせて計測ラインを変更することもある。

10．

　＊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。

　＊代表者名の欄に校長名（代表者名）を明記し、校長印（代表者印）を押印する。

　＊申込料振込用紙コピーを１枚目に貼付する。

・高校・クラブチームからの申し込みは、アスリートランキングの「ＩＤ無しエントリー」から

　入り、案内に沿って申し込みを行う。また、県中体連陸上競技部のホームページから

　高校・クラブチーム用の「申し込み一覧表（郵送用）」をダウンロード⇒入力したものも郵送する。

　※申込一覧表を２部（１部コピー）作成し、申込先に提出する。

JOCジュニアオリンピックカップ　U16陸上競技大会
   　　出場選手代表選考会（21283009）

要　　項

場 所

主 催

後 援

種 目

出 場 資 格

主 管

日 時

出 場 制 限

競 技 方 法

申 込 方 法 ・アスリートランキング　ホームページを利用すること。



11．

　※期間を過ぎると自動的に入力できなくなるので注意すること。

12．

・プログラム編成会議予定：８月１２日（木）１３時００分～　三木総合防災公園陸上競技場　会議室

　※申込み期日を過ぎての問い合わせは、一切受け付けない。

13． ・中学校：各地区委員長　

・クラブチーム、高校：〒675-0101 加古川市平岡新在家1801　加古川市立平岡中学校内　

　　　　　　　　　　　 　　　　　兵庫県中体連陸上競技部　強化部　乾　寿紀 宛に郵送　

14． ・１種目６００円

＊ いずれも個人申込票1枚についての料金となる。

＊ 参加申込料は、郵便振込を利用し、振込用紙のコピーを一覧表に貼付する。

　 一覧表に振込用紙コピーが貼付されていない場合には受け付けない。

＊ 郵便振替口座

＊ 中　学　校：振込用紙通信欄には、学校番号・学校名・大会名・出場者数・振込金額を明記。

＊ ｸﾗﾌﾞ・高校：振込用紙通信欄には、所属名・大会名・出場者名・出場者数・振込金額を明記。

＊ 参加申込料は、理由の如何にかかわらず返金しない。

15． 　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。

16． ・競技場への入場は指定の時間を厳守すること。また、必ず引率の教師が付き添うこと。

・本大会に出場するチームの監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、トレーナー等は、「運

　動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・セクハラ等に対する日本中学校体育連盟の

　対応（平成30年3月29日付平29中体第465号）」に準じ、部活動の指導中における暴力・体罰・セ

　クハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であること。校長はこ

　の点を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措

　置を受けていないこととする。

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

・プログラム記載の競技注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。

・リザルトはＷeb に掲載する。 (掲示板への貼り出しはない  )

・ゴミは各自で自宅まで持ち帰るよう、各学校で指導すること。

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

 　 インターネットでの記録速報ＨＰは、アスリートランキングＨＰを参照すること。

 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　第52回Ｕ１６陸上競技大会
　兵庫県中体連陸上競技部申し合わせ事項

（１）２０２１年(令和３年)１月１日（金）～２０２１年(令和３年)８月３０日（月）の間の公式競技会において、

複数種目で申込資格記録①と②を突破している競技者。(要項集40ページ参照)

（２）都道府県代表選手【※】各1名の種目については、出場選手代表選考会で１位になった者を推薦する。

※【U16男子】150m 110mH(0.991m/9.14m) 三段跳 1000m ジャベリックスロー 円盤投(1.500kg) 

※【U16女子】150m 100mH(0.762m/8.50m) 三段跳 棒高跳 1000m ジャベリックスロー 円盤投(1.000kg) 

（３）リレー種目については、要項集19ページの「競技会出場者推薦に関する申し合わせ事項」に基づいて

兵庫県選抜メンバーを選考しチームを編成する。

　参加申込みについて

・上記（１）については、日本陸連ホームページ「U18/U16陸上競技大会」から直接、インターネット申込をする。

　※参加料の送金は各校で行うこと。

・上記（２）と（３）については、出場選手代表選考会当日に連絡する。

・兵庫中体連ＨＰより、『U16陸上競技大会　兵庫県申込確認書』をダウンロードし必要事項を記入の上、

　三木委員長に提出すること。締め切りは８月２８日（土）とする。

※ただし、８月２９日(日）３０（月）に突破した場合は、早急に三木委員長に申込確認書を提出すること。

そ の 他

い に つ い て

入 力 期 限

申 込 締 切

個 人 情 報

の 取 り 扱

申 込 料

・２０２１年（令和３年）７月２６日（月）～８月９日（月）　

・２０２１年（令和３年）８月１０日（火）必着

加入者

番　号

兵庫県中体連陸上競技部

０１１８０-６-１８１４２

申 込 先



 一般財団法人 兵庫陸上競技協会 

兵庫県中学校体育連盟陸上競技部 

 

JOCジュニアオリンピックカップ  

U16陸上競技大会出場選手代表選考会 開催について 
 

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

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

【基本注意事項】 

１．無観客開催 

・競技者、競技役員のみ入場可能。 
 

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

３．「３密」の回避 

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

・ソーシャルディスタンスを確保し、近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

・密閉されやすい場所では十分に換気を行う。 

・更衣室での滞在時間を短時間にし、シャワーの使用は禁止する。 
 

４．感染症対策 

（１）マスクの着用 

 ・参加者はマスクを着用する。選手は運動以外の場面ではマスクを着用する。 

（２）手洗い、手指消毒の徹底 

・手洗い場の石鹸設置。 

・競技前、競技後の手洗い（状況に応じて競技中の手指消毒） 

・各所に手指消毒用のアルコール液を設置する。 

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

・競技役員、補助員は任務に応じてゴム手袋を着用する。 
 

５．大会参加について 

・競技者、競技役員は、下記の書類を提出し、入場許可証を受け取る。また、大会当日朝の検温を義務付ける。 

なお、２日間出場する場合は、両日とも書類を提出すること。提出しない者の参加は認めない。 

 

 

・競技者・競技役員は、競技のウオーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速やかに 

帰宅すること。 

・下記の①～④に該当する場合は参加を認めない。 

① 競技会当日の検温で37.5度を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

② 発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。 

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

④ 同居者家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる者。 
 

６．その他の注意事項 

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

・声を出しての応援、集団での応援は禁止する(手拍子等は可とする)。 

・リザルトはＷebに掲載する(掲示板への貼り出しはしない)。 

・競技役員の昼食は各自で用意すること。 

・ミーティングは感染防止対策を講じて、連絡事項等など必要最小限にとどめる。 

・ゴミは各自で持ち帰ること。 

・競技を終えた者は速やかに帰路につくこと。 

競 技 者  → 「体調管理チェックシート・同意書」 

競 技 役 員  → 「体調管理チェックシート」 



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会 コード 21283009
2 主催者 : (一財)兵庫陸上競技協会
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8月28日(土)
5 気象条件

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 備考
8 28 9 15 晴 32.5 86 南 2.0 競技開始

8 28 10 0 晴 32.5 70 南 3.1

8 28 11 0 晴 33.0 64 南南西 2.5

8 28 12 0 晴 32.5 67 南南東 3.4

8 28 13 0 晴 32.5 63 南 1.4

8 28 14 0 晴 32.5 63 南 1.2

8 28 15 0 晴 32.5 63 南 1.1

8 28 15 30 晴 32.5 63 南 1.8



　

日付 種目

年綱　晃広(3) 11.19 (-2.8) 上治　大琉(3) 11.35 (-2.8) 小林　温眞(3) 11.43 (-2.8) 松下　歩(3) 11.51 (-2.8) 川﨑　雄介(3) 11.56 (-2.8) 森木　幹太(3) 11.74 (-2.8) 納庄　青空(3) 11.75 (-2.8) 萩原　慧(2) 11.75 (-2.8)

塩瀬 豊岡南 向洋 加古川 山陽 玉津 加古川 朝日

上治　大琉(3) 16.04 (-1.4) 川﨑　雄介(3) 16.29 (-1.4) 竹内　悠登(3) 16.72 (-1.4) 足立　朱優(3) 16.76 (-1.4) 松山　瑠希(3) 16.90 (-1.4) 吉田　光(3) 17.11 (-1.4) 村瀬　翔汰(2) 17.13 (-1.4) 青山　道立(3) 17.15 (-1.4)

豊岡南 山陽 けやき台 大津 加古川中部 高倉 姫路灘 白鷺小中

新妻　遼己(2) 2:35.33 村岡　大雅(3) 2:39.32 上田　翔大(3) 2:40.04 岡田　悠佑(1) 2:40.45 中尾　光希(3) 2:41.14 衣川　勇太(3) 2:41.17 新妻　昂己(2) 2:42.25 久保田　真翔(3) 2:42.66

平岡 HJR 飾磨西 HJR 夢前 HJR 兵庫高 大池 HJR 和田山 HJR 平岡 HJR 鵯台 HJR

足立　英士(3) 14.84 (-3.2) 原　悠也(3) 15.21 (-3.2) 秋岡　円(3) 15.68 (-3.2) 原科　歩季(3) 15.77 (-3.2) 村田　隼(2) 15.91 (-3.2) 猪口　幸祐(2) 15.93 (-3.2) 山口　凛太郎(3) 16.37 (-3.2) 野﨑　勝矩(3) 16.58 (-3.2)

神河 舞子 武庫東 加古川 立花 宝梅 西宮浜義務 安倉

神崎　隼人(3) 1.78 中本　飛羽(3) 1.75

西脇 武庫東

杉本　惺昭(2) 3.50 口原　睦生(2) 3.50

上野 上野

藤本　涼哉(3) w6.55 (+4.0) 岩出　悠(3) 6.47 (+1.9) 牧野　智紘(3) w6.18 (+2.3) 門脇　功成(3) 6.05 (+0.8) 安井　秀成(3) 6.02 (+1.2) 坂本　颯大(3) 5.91 (+1.0) 宮﨑　恵大(3) 5.87 (+1.2) 寺本　優輝(3) 5.86 (+1.4)

北条 北神戸 瓦木 本山 福崎西 ゆりのき台 有野北 立花

坂口　彰良(1) w13.25 (+3.0) 岩出　悠(3) 13.14 (+1.9) 不ニ　海斗(3) w13.03 (+2.8) 松原　玲久斗(3) w12.73 (+3.8) 宮﨑　恵大(3) 12.35 (+1.1) 中谷　勇輝(3) 11.86 (+1.5) 中川　勝(3) w11.82 (+3.2) 井原　碧葉(2) w11.81 (+2.8)

尼崎小田高校 北神戸 朝日 日新 有野北 加古川 氷上 二見

後藤　璃久(3) 13.34 遠藤　玲於奈(3) 12.96 松浦　伊吹(3) 11.35 蕭　理恩(2) 11.19 上野　広翔(3) 11.12 中尾　維吹(3) 10.64 三島　光太郎(2) 10.59 林　海翔(3) 10.36

大蔵 U16 高司 飾磨東 西宮浜義務 志方 野々池 赤穂東 網干

髙瀬　蒼太(3) 40.03 中谷　澪音(3) 35.44 楢﨑　陸(3) 35.32 金山　太一(3) 32.39 林　海翔(3) 27.38

大蔵 播磨 飾磨東 武庫東 網干

南　晃獅(3) 50.60 菅野　晴心(3) 49.59 藤原　蓮(3) 47.78 中谷　澪音(3) 45.63 金山　太一(3) 40.35 関　雅斗(3) 39.60 爲岡　龍正(3) 38.11 佐藤　優正(3) 35.11

伊川谷 山口 柏原 播磨 武庫東 太子西 有野北 小田

仲埜　心葉(3) 12.49 (-1.9) 小林　侑加(3) 12.79 (-1.9) 中尾　巴映(3) 12.87 (-1.9) 照　りこ(3) 12.89 (-1.9) 田中　咲帆(3) 13.00 (-1.9) 平野　美紀(2) 13.07 (-1.9) 山﨑　りりや(3) 13.07 (-1.9) 山野　麻緒(1) 13.14 (-1.9)

関西学院 神戸長坂 和田山 塩瀬 朝霧 陵南 五色 両荘

小林　侑加(3) 18.68 (-2.3) 上川　紗季(3) 18.92 (-2.3) 村上　恵(3) 19.37 (-2.3) 丸野　梓(3) 19.48 (-2.3) 岡本　実来(3) 19.62 (-2.3) 小西　麻央(2) 20.17 (-2.3)

神戸長坂 山口 浜の宮 多田 小田北 荒牧

塚本　夕藍(3) 2:57.56 池野　絵莉(2) 2:59.23 荒井　杏月(3) 3:01.21 原　聖奈(3) 3:01.83 細見　芽生(3) 3:02.12 隈部　湊(2) 3:02.55 種　知里(2) 3:04.69 宮宅　ひな(3) 3:05.53

荒井 太山寺 荒牧 伊丹東 白鷺小中 夢前 東光 稲美北

林　花鈴(3) 15.06 (-3.0) 宮内　綾花(2) 15.39 (-3.0) 日坂　美咲(3) 15.48 (-3.0) 永井　遼(2) 15.78 (-3.0) 宮﨑　凛(3) 16.79 (-3.0) 上岡　凛(3) 16.84 (-3.0) 山崎　花帆(3) 16.90 (-3.0)

本多聞 福崎西 網干 甲武 上ケ原 播磨南 望海

井上　凪紗(2) 1.60 井東　紗弓(3) 1.60 升元　絢菜(2) 1.51 阪本　千紘(3) 1.51 柏原　菜那(3) 1.48 長谷川　佳凜(3) 1.48 柳　心乃(3) 1.45

北神戸  =U16 瓦木  =U16 浜の宮 瓦木 天王寺川 宝梅 安倉

山田　麻央(2) 1.48 永井　和奏(3) 1.45

大原 常陽

口丸　陽菜(1) 2.00 清水　美初(1) 2.00

尼崎小田高校 園田

橋内　麻矢(2) 2.00

園田

山﨑　りりや(3) 5.32 (+1.3) 芦田　真由(3) w5.21 (+2.2) 松岡　愛菜(2) w5.13 (+3.0) 中嶋　彩音(3) w5.12 (+3.1) 上田　梨央(3) 5.03 (+1.7) 上田　咲笑(3) 5.00 (+1.8) 谷　優杏(2) w4.98 (+2.1) 宮田　凪紗(3) 4.85 (+1.6)

五色 御影 加古川中部 香住第一 平岡 自由が丘 向洋 大津

中嶋　彩音(3) 10.77 (+0.7) 上田　梨央(3) 10.46 (+2.0) 伊藤　里子(3) 10.41 (+0.1) 廣瀬　未羽(3) 10.21 (+1.0) 鈴木　琴水(2) 10.00 (+1.2) 田井　里奈(2) 9.99 (+1.9) 宮田　凪紗(3) w9.79 (+3.1) 谷岡　美侑(3) 9.66 (+0.7)

香住第一 平岡 甲陵 園田東 甲陵 氷丘 大津 大蔵

ドロバット　さほ(3) 12.69 長谷川　有(2) 12.11 久留　未羽(3) 10.88 藤本　早玲(3) 10.12 安達　栞(3) 9.99 原田　萌花(3) 9.35

播磨南 志方 立花 北神戸 鈴蘭台 春日

永井　彩花(1) 37.72 山本　友菜(3) 29.93 北原　夢來(3) 28.81 安達　栞(3) 27.07 安井　理央(2) 26.32 八木　美都(3) 26.17 夜久　美月(3) 25.26 楠本　れんげ(2) 24.33

姫路女学院高校 南ひばりガ丘 姫路灘 鈴蘭台 浜の宮 東光 望海 加古川山手

永宮　来夢(3) 33.60 長谷川　心咲(1) 31.28 高野　由子(1) 29.19 鴛田　ひまり(3) 26.44 赤松　くれあ(3) 26.12 澤田　香穂(3) 25.61 谷河　梢(1) 24.04 井上　綾乃(2) 21.79

小田 香住第一 夢前 陵南 大津 香住第一 氷丘 高司
HJR:兵庫中学記録  w:追風参考  U16:U16資格記録①  =U16:U16資格タイ記録①  

審判長JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会

8月28日 円盤投

8月28日 棒高跳

8月28日 走幅跳

8月28日 100mH

8月28日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

8月28日 三段跳

8月28日 砲丸投

8月28日 走高跳

8月28日 145m

8月28日 1000m

8月28日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

女子 8月28日 100m

8月28日 砲丸投

8月28日 円盤投

8月28日 走幅跳

8月28日 三段跳

8月28日 走高跳

8月28日 棒高跳

8月28日 1000m

8月28日 110mH

男子 8月28日 100m

3位 4位

145m

1位 2位 7位 8位5位 6位

１，２位の結果はジャンプオフによるもの

スターター：乾寿紀

主催団体名 (一財)兵庫陸上競技協会 陸協名 （一財）兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2021/08/28 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　

8月28日



リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100m
兵庫中学記録 10.61 年綱　晃弘 （阪神・塩瀬） 2021 ユニバー 予選 8/28 12:00 (10-0+16)
U16資格記録① 11.15    決勝 8/28 15:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-2.9 m/s) 2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
トシツナ　アキヒロ シオセ ハギハラ　ケイ アサヒ

1 14279 年綱　晃広(3) 塩瀬 q 11.18 1 41573 萩原　慧(2) 朝日 q 11.69
ウエジ　ハル トヨオカミナミ モリタカ　トモユキ タツノヒガシ

2 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 q 11.44 2 51155 森高　智之(3) 龍野東 q 11.75
カワサキ　ユウスケ サンヨウ オカダ　ハルキ メイホウ

3 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 q 11.46 3 17705 岡田　晴希(3) 明峰 q 11.77
コバヤシ　ハルマ コウヨウ フジモト　ケイスケ サクラガオカ

4 20062 小林　温眞(3) 向洋 q 11.47 4 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘 q 11.81
モリキ　カンタ タマツ カンノ　セイシン ヤマグチ

5 27611 森木　幹太(3) 玉津 q 11.54 5 14131 菅野　晴心(3) 山口 11.84
マツシタ　アユム カコガワ ヤマモト　エイタ ワダヤマ

6 32828 松下　歩(3) 加古川 q 11.66 6 83432 山本　瑛大(3) 和田山 11.88
ノウショウ　ソラ カコガワ マツモト　ハルキ タツノヒガシ

7 32820 納庄　青空(3) 加古川 q 11.69 7 51135 松本　明樹(2) 龍野東 11.90
マハラ　ナオキ モトヤマミナミ ハヤシ　リョウスケ オオツ

8 20696 馬原　直希(3) 本山南 11.88 8 46132 林　良祐(3) 大津 12.26
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ カワカミ　セイア セイウン

29526 三宅　陽立(3) 星陵台 DNS 70265 川上　聖空(3) 青雲 DNS

3組 (-1.9 m/s) 4組 (-3.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツジモト　コウキ ホウデン サノ　シンタロウ カワニシ

1 34360 辻本　滉貴(3) 宝殿 11.82 1 17912 佐野　慎太郎(3) 川西 11.83
マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ アダチ　シュウヤ オオツ

2 33122 松山　瑠希(3) 加古川中部 11.83 2 46130 足立　朱優(3) 大津 11.89
クボ　カズキ ムコヒガシ ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマギム

3 12276 久保　一輝(2) 武庫東 11.99 3 12778 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 11.90
イチマ　ユウ コウベナガサカ アオヤマ　ドウリュウ ハクロショウチュウ

4 27111 市間　勇(3) 神戸長坂 12.00 4 40647 青山　道立(3) 白鷺小中 12.02
アンドウ　コウセイ ホウバイ フクザキ　リュウキ ホンタモン

5 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 12.03 5 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 12.08
フジモト　ケンゴ ミキヒガシ オオクボ　シュウ コウヨウガクイン

6 35644 藤本　健吾(3) 三木東 12.11 6 15004 大久保　柊(3) 甲陽学院 12.08
マルイ　ソラ タカツカサ ハラシナ　アユキ カコガワ

7 16617 丸井　蒼空(2) 高司 12.12 7 32822 原科　歩季(3) 加古川 12.10
ヤマサキ　リョウト カコガワチュウブ ヤスイ　ヒデナリ フクサキニシ

8 33123 山﨑　凌翔(3) 加古川中部 12.18 8 42401 安井　秀成(3) 福崎西 12.27
フジワラ　ユウセ ニシワキ ナカザワ　レイジ カワラギ

34518 藤原　悠世(3) 西脇 DNS 13571 中澤　怜士(3) 瓦木 DNS

2021/09/ 02 09:44:55

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-2.4 m/s) 6組 (-1.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　トモヒロ ミドリダイ マツイ　ヤマト ヒガシタニ

1 18411 井上　友寛(3) 緑台 11.99 1 18166 松井　大和(3) 東谷 q 11.80
ウキタ　トモヤ オオツ モリ　ヒサアキ オオクラ

2 46136 浮田　知哉(3) 大津 12.03 2 31273 森　悠晃(3) 大蔵 11.90
ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ ハヤセ　ユウト カコガワチュウブ

3 12283 割石　大翔(2) 武庫東 12.06 3 33118 早瀬　優叶(3) 加古川中部 11.95
トデ　ダイト キタコウベ タナカ　ユウト イナミキタ

4 24161 戸出　大翔(3) 北神戸 12.09 3 39562 田中　悠斗(3) 稲美北 11.95
クリハラ　シュンノスケ オオハラ ヒライ　トウマ エボシ

5 29138 栗原　隼之介(3) 大原 12.14 5 20802 平井　斗真(2) 烏帽子 11.98
オキノ　ミチ トヨオカミナミ シミズ　ヒロト ヒカミ

6 80152 沖野　未知(2) 豊岡南 12.19 6 64401 清水　尋斗(2) 氷上 12.06
ヤマモト　アオイ ワダヤマ タカダ　カズキ イナミキタ

7 83442 山本　葵(3) 和田山 12.26 7 39560 高田　和輝(3) 稲美北 12.11
オオタマ　コウキ ハマノミヤ ムロタ　アヤト ハクロショウチュウ

8 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 12.28 8 40649 室田　彪斗(3) 白鷺小中 12.63
イマオカ　アキト ホウトクガクエン ナカスジ　マサト サンヨウ

9 15125 今岡　輝斗(3) 報徳学園 12.41 40899 中筋　正人(3) 山陽 DNS

7組 (-1.3 m/s) 8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
モリヤマ　ソラト シオセ フニ　カイト アサヒ

1 14281 森山　空翔(3) 塩瀬 q 11.71 1 41559 不ニ　海斗(3) 朝日 q 11.79
オオツボ　レオト スズランダイ マツモト　コウセイ タチバナ

2 23521 大坪　澪音(3) 鈴蘭台 q 11.72 2 11142 松本　幸誠(3) 立花 11.93
シバトウゲ　ノブキ ゴシキ ハヤシ　フミヤ イナガワ

3 74085 柴峠　伸樹(3) 五色 11.91 3 18551 林　郁哉(3) 猪名川 12.04
カワイ　カズマ オオクラ シラヒゲ　レイジ キタコウベ

4 31272 川井　一馬(3) 大蔵 11.94 4 24170 白髭　怜士(3) 北神戸 12.07
ユラ　タクマ カコガワチュウブ ノムラ　アキト キタコウベ

5 33124 由良　拓磨(3) 加古川中部 11.99 5 24154 野村　陽人(3) 北神戸 12.18
イノウエ　リョウ ヒメジコウリョウ イイダ　ヤマト ハマノミヤ

6 40250 井上　亮(3) 姫路広嶺 12.04 6 33485 飯田　大翔(3) 浜の宮 12.18
タカヒラ　ハヤト オシベダニ フナオク　リント ソノダ

7 27553 高比良　隼(3) 押部谷 12.12 7 11333 船奥　凛斗(3) 園田 12.19
イモト　アキラ アサヒ ツカダ　アキト ヒラキ

8 41568 井元　瑛(2) 朝日 12.17 8 13324 塚田　旺士(3) 平木 12.25
シノダ　ダイキ シカマヒガシ サワダ　アオト イナガワ

9 41002 篠田　大貴(3) 飾磨東 12.32 9 18540 澤田　葵翔(3) 猪名川 12.35

9組 (-1.9 m/s) 10組 (-2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシダ　ヒカル タカクラ ノザキ　カツノリ アクラ

1 25361 吉田　光(3) 高倉 11.86 1 16800 野﨑　勝矩(3) 安倉 q 11.69
モリワキ　ユタカ コウベナガサカ サカモト　マサト カコガワ

2 27118 森脇　悠賢(3) 神戸長坂 11.94 2 32823 坂本　誠人(3) 加古川 12.16
ハシモト　レン フクサキヒガシ キシモト　コウキ ハマノミヤ

3 43041 橋本　蓮(2) 福崎東 12.04 3 33486 岸本　幸樹(3) 浜の宮 12.16
ヤマダ　ナツキ カミ コバヤシ　タクマ イタミニシ

4 38913 山田　那月(3) 加美 12.11 4 19235 小林　拓真(2) 伊丹西 12.17
ノムラ　セイリュウ アリノキタ コバヤシ　カイシ ミカゲ

5 29305 野村　成龍(2) 有野北 12.17 5 20552 小林　魁士(3) 御影 12.25
カキザキ　ショウ コウブ イトウ　レン タダ

6 13463 柿崎　湘(3) 甲武 12.32 6 18060 伊藤　蓮(3) 多田 12.29
ハマノ　ショウタ ユラ ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

7 70427 濵野　翔太(1) 由良 12.42 7 80165 西村　源斗(1) 豊岡南 12.30
ヨシムラ　カズキ シオセ ウラカド　ソウケン ヤマグチ

14209 吉邑　一希(2) 塩瀬 DNS 14152 浦門　爽絢(2) 山口 DNS

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:44:55
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100m
兵庫中学記録 10.61 年綱　晃弘 （阪神・塩瀬） 2021 ユニバー 予選 8/28 12:00 (10-0+16)
U16資格記録① 11.15    決勝 8/28 15:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-1.5 m/s) 2組 (-2.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モリタカ　トモユキ タツノヒガシ トシツナ　アキヒロ シオセ

1 51155 森高　智之(3) 龍野東 11.47 1 14279 年綱　晃広(3) 塩瀬 11.19
オカダ　ハルキ メイホウ ウエジ　ハル トヨオカミナミ

2 17705 岡田　晴希(3) 明峰 11.52 2 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 11.35
フジモト　ケイスケ サクラガオカ コバヤシ　ハルマ コウヨウ

3 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘 11.58 3 20062 小林　温眞(3) 向洋 11.43
ノザキ　カツノリ アクラ マツシタ　アユム カコガワ

4 16800 野﨑　勝矩(3) 安倉 11.79 4 32828 松下　歩(3) 加古川 11.51
マツイ　ヤマト ヒガシタニ カワサキ　ユウスケ サンヨウ

5 18166 松井　大和(3) 東谷 11.83 5 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 11.56
モリヤマ　ソラト シオセ モリキ　カンタ タマツ

6 14281 森山　空翔(3) 塩瀬 11.84 6 27611 森木　幹太(3) 玉津 11.74
オオツボ　レオト スズランダイ ノウショウ　ソラ カコガワ

7 23521 大坪　澪音(3) 鈴蘭台 12.07 7 32820 納庄　青空(3) 加古川 11.75
フニ　カイト アサヒ ハギハラ　ケイ アサヒ

41559 不ニ　海斗(3) 朝日 DNS 8 41573 萩原　慧(2) 朝日 11.75

DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:48:17
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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145m
予選 8/28 10:00 (5-0+8)
決勝 8/28 14:20 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-1.8 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
カワサキ　ユウスケ サンヨウ タケウチ　ユウト ケヤキダイ

1 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 q 16.72 1 60602 竹内　悠登(3) けやき台 q 16.78
モリタカ　トモユキ タツノヒガシ マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ

2 51155 森高　智之(3) 龍野東 17.00 2 33122 松山　瑠希(3) 加古川中部 q 16.94
ヤマモト　エイタ ワダヤマ ヨシダ　ヒカル タカクラ

3 83432 山本　瑛大(3) 和田山 17.03 3 25361 吉田　光(3) 高倉 q 16.95
オオクボ　シュウ コウヨウガクイン ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

4 15004 大久保　柊(3) 甲陽学院 17.29 4 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 q 16.97
フクハラ　ユウマ サンヨウ シバトウゲ　ノブキ ゴシキ

5 40894 福原　悠真(3) 山陽 17.44 5 74085 柴峠　伸樹(3) 五色 17.28
ハヤシ　リョウスケ オオツ ヤマモト　アオイ ワダヤマ

6 46132 林　良祐(3) 大津 17.46 6 83442 山本　葵(3) 和田山 17.51
イマオカ　アキト ホウトクガクエン ハヤシ　フミヤ イナガワ

7 15125 今岡　輝斗(3) 報徳学園 17.78 7 18551 林　郁哉(3) 猪名川 17.61
ウエダ　ハルト フタミ ハギハラ　ケイ アサヒ

8 32135 上田　悠斗(2) 二見 18.14 41573 萩原　慧(2) 朝日 DNS
フジサワ　リク ヒダカヒガシ コバヤシ　ハルマ コウヨウ

81218 藤澤　璃久(3) 日高東 DNS 20062 小林　温眞(3) 向洋 DNS

3組 (-1.6 m/s) 4組 (-2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アオヤマ　ドウリュウ ハクロショウチュウ ウエジ　ハル トヨオカミナミ

1 40647 青山　道立(3) 白鷺小中 q 16.88 1 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 q 16.42
アンドウ　コウセイ ホウバイ マツモト　ハルキ タツノヒガシ

2 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 17.22 2 51135 松本　明樹(2) 龍野東 17.23
ユラ　タクマ カコガワチュウブ ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

3 33124 由良　拓磨(3) 加古川中部 17.29 3 62115 溝口　遼太(3) 篠山 17.40
マツモト　コウセイ タチバナ モリ　ヒサアキ オオクラ

4 11142 松本　幸誠(3) 立花 17.40 4 31273 森　悠晃(3) 大蔵 17.53
イイダ　ヤマト ハマノミヤ カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

5 33485 飯田　大翔(3) 浜の宮 17.45 5 40938 貝川　輝(2) 姫路灘 17.54
クラグチ　リュウノスケ イナガワ ノムラ　セイリュウ アリノキタ

6 18538 倉口　琉之介(3) 猪名川 17.48 6 29305 野村　成龍(2) 有野北 17.68
オオタマ　コウキ ハマノミヤ フジオ　コウダイ ヒメジナダ

7 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 17.68 7 40945 藤尾　晃大(2) 姫路灘 17.86
サワダ　アオト イナガワ ハマノ　ショウタ ユラ

8 18540 澤田　葵翔(3) 猪名川 17.81 8 70427 濵野　翔太(1) 由良 18.13
ハシヅメ　タツキ カミ ムロタ　アヤト ハクロショウチュウ

38912 橋詰　竜輝(3) 加美 DNS 9 40649 室田　彪斗(3) 白鷺小中 18.36

2021/09/ 02 09:43:52
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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145m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-2.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　シュウヤ オオツ

1 46130 足立　朱優(3) 大津 q 16.92
サノ　シンタロウ カワニシ

2 17912 佐野　慎太郎(3) 川西 17.01
ハラ　ユウヤ マイコ

3 26824 原　悠也(3) 舞子 17.26
オオツボ　レオト スズランダイ

4 23521 大坪　澪音(3) 鈴蘭台 17.27
ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ

5 40948 山﨑　大馳(2) 姫路灘 17.42
カワイ　カズマ オオクラ

6 31272 川井　一馬(3) 大蔵 17.46
イノウエ　リョウ ヒメジコウリョウ

7 40250 井上　亮(3) 姫路広嶺 17.67
ノムラ　ユキヒロ カンセイガクイン

14737 野村　幸弘(3) 関西学院 DNS
カワカミ　セイア セイウン

70265 川上　聖空(3) 青雲 DNS

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:43:52
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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145m
予選 8/28 10:00 (5-0+8)
決勝 8/28 14:20 

〈〈 決勝 〉〉

1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

1 80135 上治　大琉(3) 豊岡南 16.04
カワサキ　ユウスケ サンヨウ

2 40892 川﨑　雄介(3) 山陽 16.29
タケウチ　ユウト ケヤキダイ

3 60602 竹内　悠登(3) けやき台 16.72
アダチ　シュウヤ オオツ

4 46130 足立　朱優(3) 大津 16.76
マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ

5 33122 松山　瑠希(3) 加古川中部 16.90
ヨシダ　ヒカル タカクラ

6 25361 吉田　光(3) 高倉 17.11
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

7 40946 村瀬　翔汰(2) 姫路灘 17.13
アオヤマ　ドウリュウ ハクロショウチュウ

8 40647 青山　道立(3) 白鷺小中 17.15

2021/09/ 02 09:46:55
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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1000m
兵庫中学記録 2:59.2 浅井　繁夫 （阪神・園田） 1968 王子 予選 8/28 11:00 (3-3+6)

決勝 8/28 14:40 

〈〈 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
ナカオ　コウキ オオイケ  HJR ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ  HJR

1 23022 中尾　光希(3) 大池 Q 2:39.76 1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 Q 2:36.28
オカダ　ユウスケ ヒョウゴコウコウ イマガワ　レオン イナガワ  HJR

2 2844 岡田　悠佑(1) 兵庫高 Q 2:40.12 2 18531 今川　黎音(3) 猪名川 Q 2:43.13
ウエダ　ショウダイ ユメサキ  HJR キムラ　ジン ケイメイ  HJR

3 45513 上田　翔大(3) 夢前 Q 2:40.76 3 29019 木村　仁(3) 啓明 Q 2:43.61
サクライ　コウイチ ホンタモン  HJR フクシマ　ハルカ テンノウジガワ  HJR

4 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 q 2:40.95 4 19553 福嶋　遙(2) 天王寺川 2:44.10
クボタ　マナト ヒヨドリダイ  HJR ギョウテン　ハルオ オオイケ  HJR

5 23701 久保田　真翔(3) 鵯台 q 2:41.75 5 23033 行天　晴郎(2) 大池 2:44.16
マツモト　ソウタ カコガワ  HJR マツモト　リュウタ カコガワ  HJR

6 32829 松本　爽汰(3) 加古川 q 2:42.10 6 32831 松本　琉汰(3) 加古川 2:45.37
タナカ　イッキ ヒメジナダ  HJR マツヤマ　ユイト ヒメジヒガシ  HJR

7 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 q 2:42.27 7 45616 松山　唯飛(2) 姫路東 2:45.82
サエキ　ハルト アサギリ  HJR モリ　ソウダイ カスミダイイチ  HJR

8 31142 佐伯　遥大(3) 朝霧 2:43.97 8 81061 森　蒼大(2) 香住第一 2:47.94
イノベ　ナオト アコウ  HJR アカサカ　ユウスケ ハッケイ  HJR

9 50526 射延　直澄(3) 赤穂 2:44.79 9 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 2:48.89
フクイ　ショウ トヨトミショウチュウ  HJR コウノ　タイチ タチバナ  HJR

10 41731 福井　翔(2) 豊富小中 2:48.52 10 11135 河野　泰地(3) 立花 2:49.75
オオタグロ　ユウゴ カミコウシエン  HJR ナカガワ　ソウ イマヅ  HJR

11 13602 太田黒　悠吾(3) 上甲子園 2:51.33 11 13721 中川　颯(3) 今津 2:52.36
フジワラ　ケイト コウベナガサカ  HJR タカノ　シュウスケ ヒメジナダ  HJR

12 27117 藤原　慶人(3) 神戸長坂 2:58.36 12 40941 高野　修輔(2) 姫路灘 2:57.47
ハセガワ　ヒロト リョウナン ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

33926 長谷川　大翔(3) 陵南 DNS 62115 溝口　遼太(3) 篠山 DNS

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ  HJR

1 33239 新妻　昂己(2) 平岡 Q 2:39.73
ムラオカ　タイガ シカマニシ  HJR

2 41230 村岡　大雅(3) 飾磨西 Q 2:40.05
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ  HJR

3 83439 衣川　勇太(3) 和田山 Q 2:40.51
タケウチ　カイト キタコウベ  HJR

4 24145 竹内　海翔(3) 北神戸 q 2:42.14
キムラ　マサイ ホウトクガクエン  HJR

5 15124 木村　真彩(3) 報徳学園 q 2:42.88
ナカオ　コウキ オオイケ  HJR

6 23030 中尾　香輝(3) 大池 2:44.01
カワイ　マサキ ソノダヒガシ  HJR

7 11802 河合　将希(3) 園田東 2:48.09
ナルタキ　ソラ イナミキタ  HJR

8 39566 鳴瀧　空(3) 稲美北 2:48.29
アラキ　ヒョウガ オオツ  HJR

9 46135 荒木　彪我(3) 大津 2:50.41
クスノキ　コウイチロウ シオセ  HJR

10 14287 楠　幸一郎(3) 塩瀬 2:51.34
フクダ　ユウマ カコガワ  HJR

11 32827 福田　有真(3) 加古川 2:53.13
ナカイ　ダイチ イズシ

81808 中井　大地(3) 出石 DNS

Q:順位による通過者    HJR:兵庫中学記録  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:44:25

Powerd by AthleteRanking.com



リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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1000m
兵庫中学記録 2:59.2 浅井　繁夫 （阪神・園田） 1968 王子 予選 8/28 11:00 (3-3+6)

決勝 8/28 14:40 

〈〈 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  HJR

1 33240 新妻　遼己(2) 平岡 2:35.33
ムラオカ　タイガ シカマニシ  HJR

2 41230 村岡　大雅(3) 飾磨西 2:39.32
ウエダ　ショウダイ ユメサキ  HJR

3 45513 上田　翔大(3) 夢前 2:40.04
オカダ　ユウスケ ヒョウゴコウコウ

4 2844 岡田　悠佑(1) 兵庫高 2:40.45
ナカオ　コウキ オオイケ  HJR

5 23022 中尾　光希(3) 大池 2:41.14
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ  HJR

6 83439 衣川　勇太(3) 和田山 2:41.17
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ  HJR

7 33239 新妻　昂己(2) 平岡 2:42.25
クボタ　マナト ヒヨドリダイ  HJR

8 23701 久保田　真翔(3) 鵯台 2:42.66
マツモト　ソウタ カコガワ  HJR

9 32829 松本　爽汰(3) 加古川 2:42.99
サクライ　コウイチ ホンタモン  HJR

10 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 2:44.05
イマガワ　レオン イナガワ  HJR

11 18531 今川　黎音(3) 猪名川 2:44.78
キムラ　マサイ ホウトクガクエン  HJR

12 15124 木村　真彩(3) 報徳学園 2:45.85
キムラ　ジン ケイメイ  HJR

13 29019 木村　仁(3) 啓明 2:47.31
タケウチ　カイト キタコウベ  HJR

14 24145 竹内　海翔(3) 北神戸 2:50.62
タナカ　イッキ ヒメジナダ  HJR

15 40942 田中　壱基(2) 姫路灘 2:54.27

HJR:兵庫中学記録  
2021/09/ 02 09:48:05
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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110mH (99.1:13.72-9.14-14.02)

兵庫中学記録 14.24 仲田　祥平 （東播・西脇） 2007 日産スタジアム 予選 8/28  9:30 (3-1+5)
決勝 8/28 14:00 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-2.9 m/s) 2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
アダチ　エイジ カミカワ ハラ　ユウヤ マイコ

1 43571 足立　英士(3) 神河 Q 15.20 1 26824 原　悠也(3) 舞子 Q 15.50
ムラタ　シュン タチバナ アキオカ　マルイ ムコヒガシ

2 11173 村田　隼(2) 立花 q 15.85 2 12268 秋岡　円(3) 武庫東 q 15.69
ウキタ　トモヤ オオツ ハラシナ　アユキ カコガワ

3 46136 浮田　知哉(3) 大津 16.76 3 32822 原科　歩季(3) 加古川 q 16.15
シラヒゲ　レイジ キタコウベ ノザキ　カツノリ アクラ

4 24170 白髭　怜士(3) 北神戸 16.79 4 16800 野﨑　勝矩(3) 安倉 q 16.21
オザキ　ワタル ソノダヒガシ マエダ　リンスケ ノノイケ

5 11806 尾崎　亘(3) 園田東 17.64 5 31464 前田　凛佑(3) 野々池 16.55
ユアサ　ハルト ムコ コバヤシ　ユウセイ ハリマ

6 11425 湯朝　悠人(3) 武庫 18.49 6 39650 小林　勇惺(3) 播磨 17.01
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ タカミ　ナオキ カスガ

7 13164 檜垣　禮人(3) 上ケ原 18.99 7 65183 髙見　直希(3) 春日 17.05
ウラカド　ソウケン ヤマグチ ニシウラ　ミズキ キタコウベ

14152 浦門　爽絢(2) 山口 DNS 8 24103 西浦　瑞貴(2) 北神戸 17.44
ハヤセ　ユウト カコガワチュウブ イシカワ　ヨウイチロウ ワダヤマ

33118 早瀬　優叶(3) 加古川中部 DNS 83430 石川　陽一郎(3) 和田山 DNS

3組 (-1.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イノクチ　コウスケ ホウバイ

1 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 Q 16.04
ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマギム

2 12778 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 q 16.48
アサイ　リク カラト

3 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃 16.72
シノダ　ダイキ シカマヒガシ

4 41002 篠田　大貴(3) 飾磨東 16.94
ヤマモト　ヤスト ハリマ

39653 山本　靖斗(3) 播磨 DNS
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ

29526 三宅　陽立(3) 星陵台 DNS
フジワラ　ユウセ ニシワキ

34518 藤原　悠世(3) 西脇 DNS
オクダ　レイヤ セイウン

70264 奧田　羚椰(3) 青雲 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:43:31
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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110mH (99.1:13.72-9.14-14.02)

兵庫中学記録 14.24 仲田　祥平 （東播・西脇） 2007 日産スタジアム 予選 8/28  9:30 (3-1+5)
決勝 8/28 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-3.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　エイジ カミカワ

1 43571 足立　英士(3) 神河 14.84
ハラ　ユウヤ マイコ

2 26824 原　悠也(3) 舞子 15.21
アキオカ　マルイ ムコヒガシ

3 12268 秋岡　円(3) 武庫東 15.68
ハラシナ　アユキ カコガワ

4 32822 原科　歩季(3) 加古川 15.77
ムラタ　シュン タチバナ

5 11173 村田　隼(2) 立花 15.91
イノクチ　コウスケ ホウバイ

6 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅 15.93
ヤマグチ　リンタロウ ニシノミヤハマギム

7 12778 山口　凛太郎(3) 西宮浜義務 16.37
ノザキ　カツノリ アクラ

8 16800 野﨑　勝矩(3) 安倉 16.58

2021/09/ 02 09:45:47
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子走高跳
兵庫中学記録 2.01 潮崎　傑 （神戸・港島） 2011 加古川 決勝 8/28  9:30 
U16資格記録① 1.85    

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
カンザキ　ハヤト ニシワキ

1 34511 神崎　隼人(3) 西脇 1.78
ナカモト　トワ ムコヒガシ

2 12272 中本　飛羽(3) 武庫東 1.75
フジワラ　タイチ テンノウジガワ

19516 藤原　大知(3) 天王寺川 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:43:39
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子棒高跳
兵庫中学記録 4.90 浅野　喜洋 （神戸・広陵） 2001 鴻ノ池 決勝 8/28  9:15 
U16資格記録① 4.00    

〈〈 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 3.50
クチハラ　ムツキ ウエノ

2 21121 口原　睦生(2) 上野 3.50
フナオク　リント ソノダ

11333 船奥　凛斗(3) 園田 NM
イチオカ　ショウゴ ソノダ

11332 市岡　将護(3) 園田 DNS

NM:記録なし  DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:43:11
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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
兵庫中学記録 7.13 佐貫　源紀 （神戸・有野北） 2015 加古川 決勝 8/28 12:30 
U16資格記録① 6.60    

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　リョウヤ ホウジョウ

1 37551 藤本　涼哉(3) 北条 w6.55 (+4.0) 公認:6.38(1.9)

イワデ　ハル キタコウベ

2 24156 岩出　悠(3) 北神戸 6.47 (+1.9)
マキノ　トモヒロ カワラギ

3 13577 牧野　智紘(3) 瓦木 w6.18 (+2.3) 公認:6.12(1.8)

カドワキ　コウセイ モトヤマ

4 20354 門脇　功成(3) 本山 6.05 (+0.8)
ヤスイ　ヒデナリ フクサキニシ

5 42401 安井　秀成(3) 福崎西 6.02 (+1.2)
サカモト　ソウタ ユリノキダイ

6 60973 坂本　颯大(3) ゆりのき台 5.91 (+1.0)
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ

7 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 5.87 (+1.2)
テラモト　ユウキ タチバナ

8 11136 寺本　優輝(3) 立花 5.86 (+1.4)
ノウショウ　ソラ カコガワ

9 32820 納庄　青空(3) 加古川 5.84 (+1.2)
ナカスジ　マサト サンヨウ

10 40899 中筋　正人(3) 山陽 5.75 (+0.8)
タカハタ　ソウタ ミドリダイ

11 18412 髙畑　聡汰(3) 緑台 5.66 ( 0.0)
ノムラ　アキト キタコウベ

12 24154 野村　陽人(3) 北神戸 5.64 (+1.5)
キシモト　コウキ ハマノミヤ

13 33486 岸本　幸樹(3) 浜の宮 5.30 (+1.1)

w:追風参考  
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子三段跳
兵庫中学記録 14.49 小島　清志 （神戸・飛松） 1986 明石 決勝 8/28 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サカグチ　アキラ アマガサキオダコウ

1 711 坂口　彰良(1) 尼崎小田高校 w13.25 (+3.0) 公認:13.07(1.8)

イワデ　ハル キタコウベ

2 24156 岩出　悠(3) 北神戸 13.14 (+1.9)
フニ　カイト アサヒ

3 41559 不ニ　海斗(3) 朝日 w13.03 (+2.8) 公認:12.05(1.9)

マツバラ　リクト ニッシン

4 10307 松原　玲久斗(3) 日新 w12.73 (+3.8) 公認:12.58(0.8)

ミヤザキ　ケイタ アリノキタ

5 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 12.35 (+1.1)
ナカタニ　ユウキ カコガワ

6 32826 中谷　勇輝(3) 加古川 11.86 (+1.5)
ナカガワ　マサル ヒカミ

7 64436 中川　勝(3) 氷上 w11.82 (+3.2) 公認:11.68(1.5)

イハラ　アオバ フタミ

8 32134 井原　碧葉(2) 二見 w11.81 (+2.8)

フジモト　リョウヤ ホウジョウ

37551 藤本　涼哉(3) 北条 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子砲丸投  5k 

兵庫中学記録 16.64 石山　歩 （中播・福崎東） 2011 鴻ノ池 決勝 8/28  9:15 
U16資格記録① 13.10    

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ゴトウ　リク オオクラ  U16

1 31262 後藤　璃久(3) 大蔵 13.34
エンドウ　レオナ タカツカサ

2 16602 遠藤　玲於奈(3) 高司 12.96
マツウラ　イブキ シカマヒガシ

3 41016 松浦　伊吹(3) 飾磨東 11.35
ショウ　リオン ニシノミヤハマギム

4 12707 蕭　理恩(2) 西宮浜義務 11.19
ウエノ　ヒロト シカタ

5 33890 上野　広翔(3) 志方 11.12
ナカオ　イブキ ノノイケ

6 31459 中尾　維吹(3) 野々池 10.64
ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ

7 50673 三島　光太郎(2) 赤穂東 10.59
ハヤシ　カイト アボシ

8 41402 林　海翔(3) 網干 10.36
デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ

9 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東 9.71
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ

34512 黒河　陽月(3) 西脇 DNS
ナカニシ　ソウキ ミハラ

72063 中西　颯基(3) 三原 DNS
コジマ　タテキ ユラ

70418 小島　楯生(3) 由良 DNS
タカセ　ソウタ オオクラ

31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵 DNS

U16:U16資格記録①  DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:43:23
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子円盤投  1.5k 

兵庫中学記録 51.23 幸長　慎一 （中播・姫路東） 2012 日産スタジアム 決勝 8/28 11:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タカセ　ソウタ オオクラ

1 31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵 40.03
ナカタニ　レオン ハリマ

2 39654 中谷　澪音(3) 播磨 35.44
ナラザキ　リク シカマヒガシ

3 41014 楢﨑　陸(3) 飾磨東 35.32
カネヤマ　タイチ ムコヒガシ

4 12267 金山　太一(3) 武庫東 32.39
ハヤシ　カイト アボシ

5 41402 林　海翔(3) 網干 27.38
クロカワ　ヒヅキ ニシワキ

34512 黒河　陽月(3) 西脇 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:44:41
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通男子ジャベリックスロー
兵庫中学記録 69.11 田上　想良 （神戸・多聞東） 2018 日産スタジアム 決勝 8/28 13:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミナミ　コウシ イカワダニ

1 27209 南　晃獅(3) 伊川谷 50.60
カンノ　セイシン ヤマグチ

2 14131 菅野　晴心(3) 山口 49.59
フジワラ　レン カイバラ

3 64193 藤原　蓮(3) 柏原 47.78
ナカタニ　レオン ハリマ

4 39654 中谷　澪音(3) 播磨 45.63
カネヤマ　タイチ ムコヒガシ

5 12267 金山　太一(3) 武庫東 40.35
セキ　マサト タイシニシ

6 51763 関　雅斗(3) 太子西 39.60
タメオカ　リュウセイ アリノキタ

7 29383 爲岡　龍正(3) 有野北 38.11
サトウ　ユウセイ オダ

8 10973 佐藤　優正(3) 小田 35.11
ホンダ　タクミ アリノキタ

9 29387 本多　拓海(3) 有野北 29.09
コバヤシ　カズマ アリノキタ

10 29358 小林　一真(3) 有野北 26.45
ヒラセ　レイタ タカツカサ

11 16619 平瀬　玲太(2) 高司 19.16

2021/09/ 02 09:45:41
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100m
兵庫中学記録 11.73 竹内　彩華 （神戸・御影） 2005 加古川 予選 8/28 12:55 (7-0+16)
U16資格記録① 12.50    決勝 8/28 15:20 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-1.9 m/s) 2組 (-2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン ヤマノ　マオ リョウソウ

1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 q 12.52 1 33638 山野　麻緒(1) 両荘 q 13.13
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ トイ　ユウナ カワラギ

2 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 q 12.86 2 13521 戸井　裕菜(3) 瓦木 q 13.27
ナカオ　トモエ ワダヤマ キヨナガ　エアン ウエガハラ

3 83462 中尾　巴映(3) 和田山 q 12.89 3 13155 清永　英杏(3) 上ケ原 q 13.31
テラシ　リコ シオセ ムラカミ　メグミ ハマノミヤ

4 14207 照　りこ(3) 塩瀬 q 13.04 4 33411 村上　恵(3) 浜の宮 13.34
ヒラノ　ミキ リョウナン コンドウ　モモカ ジョウヨウ

5 33945 平野　美紀(2) 陵南 q 13.09 5 12190 近藤　百華(3) 常陽 13.38
タナカ　サホ アサギリ タニ　ユアン コウヨウ

6 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 q 13.19 6 20061 谷　優杏(2) 向洋 13.38
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ コウダマ　イチカ タイサンジ

7 80151 和田　望(3) 豊岡南 q 13.28 7 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 13.43
フクヤス　ルナ ホンタモン ワダ　ヒナタ ワダヤマ

8 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 q 13.33 8 83466 和田　日向(3) 和田山 13.47
ヒラヤマ　アオイ スマガクエン サイトウ　アカリ ハッケイ

9 29758 平山　葵(3) 須磨学園 13.80 60342 齋藤　朱里(3) 八景 DNS

3組 (-1.0 m/s) 4組 (-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
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ タカダ　マオ タカツカサ

1 74014 山﨑　りりや(3) 五色 q 12.97 1 16612 髙田　真央(2) 高司 13.44
オカモト　ミク オダキタ タケウチ　ユズ カサイ

2 10861 岡本　実来(3) 小田北 q 13.21 2 37771 竹内　ゆず(3) 加西 13.48
コバシ　ミユ ソノダ マエダ　モモカ ナンダン

3 11359 小橋　美柚(3) 園田 q 13.30 3 72440 前田　桃花(3) 南淡 13.50
マルノ　アヅサ タダ コニシ　マオ アラマキ

4 18053 丸野　梓(3) 多田 q 13.31 4 19701 小西　麻央(2) 荒牧 13.52
テラキタ　ココメ リョウナン マツシタ　ユミ アクラ

5 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 13.44 5 16802 松下　來未(3) 安倉 13.54
シモカワ　リノ カコガワ シュクナミ　スズカ トヨオカミナミ

6 32852 下川　凛乃(3) 加古川 13.48 6 80141 宿南　涼香(3) 豊岡南 13.80
ヤギ　リオ オオツ コンドウ　ユイ カスガ

7 46132 八木　俐緒(3) 大津 13.63 7 65191 近藤　優衣(2) 春日 13.81
ムラオカ　ミサ キタコウベ カミダイラ　サキ テンノウジガワ

8 24114 村岡　美沙(3) 北神戸 13.78 8 19551 上平　紗希(3) 天王寺川 14.18
シラネ　アイ シオセ ヤマニシ　メイ セイウン

14224 白根　亜依(2) 塩瀬 DNS 70236 山西　芽衣(2) 青雲 DNS

2021/09/ 02 09:45:30
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100m

〈〈 予選 〉〉

5組 (-1.6 m/s) 6組 (-1.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ ナカジマ　アオイ ムコヒガシ

1 60922 小林　流歌(1) ゆりのき台 q 13.27 1 12293 中嶋　葵花(2) 武庫東 13.49
クロセ　ユキノ ウエガハラ シオエ　マオ アコウ

2 13157 黒瀨　友希乃(3) 上ケ原 13.61 2 50510 汐江　真央(2) 赤穂 13.66
オグラ　リア オノミナミ アオキ　カリン カワラギ

3 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 13.61 3 13538 青木　花梨(2) 瓦木 13.70
ヒエダ　カノ ホウデン マツヌマ　アンナ タイシニシ

4 34376 稗田　花望(3) 宝殿 13.69 4 51756 松沼　杏奈(3) 太子西 13.72
ヤマモト　サヤ タイサンジ カジタ　カイリ ゴシキ

5 28170 山本　紗也(2) 太山寺 13.71 5 74023 梶田　浬(2) 五色 13.75
マスダ　ノゾミ オダ マツシタ　ミユ タイシャ

6 10997 増田　望美(3) 小田 13.72 6 12980 松下　心優(2) 大社 13.77
タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ カクノ　リナ カワニシ

7 81224 谷垣　友理(2) 日高東 13.77 7 17922 角野　里奈(3) 川西 13.83
イシダ　アガサ ハマノミヤ コテラヤマ　モエ ソノダ

8 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 13.81 11361 小寺山　もえ(3) 園田 DNS
モチヅキ　ユウナ オオツ

9 46131 望月　優那(3) 大津 14.00

7組 (-1.7 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クルメ　モモカ ナンダン

1 72437 久留米　桃佳(3) 南淡 13.60
ヤマモト　ノドカ ミナミヒバリガオカ

2 16763 山本　和佳(3) 南ひばりガ丘 13.69
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ

3 20618 西川　真加(2) 本山南 13.72
フジタニ　ミウ アリノキタ

4 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 13.74
カミベップ　ユナ ソノダヒガシ

5 11890 上別府　祐菜(3) 園田東 13.79
ミキ　クルミ オオマト

6 45851 三木　胡桃(3) 大的 14.10
シマダ　マリア カコガワ

32875 島田　万莉愛(2) 加古川 DNS
サカモト　ホノカ ソノダヒガシ

11812 坂本　帆乃香(2) 園田東 DNS

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:45:30
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100m
兵庫中学記録 11.73 竹内　彩華 （神戸・御影） 2005 加古川 予選 8/28 12:55 (7-0+16)
U16資格記録① 12.50    決勝 8/28 15:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-3.2 m/s) 2組 (-1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ ナカノ　コトハ カンセイガクイン

1 80151 和田　望(3) 豊岡南 13.09 1 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 12.49
トイ　ユウナ カワラギ コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

2 13521 戸井　裕菜(3) 瓦木 13.34 2 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 12.79
キヨナガ　エアン ウエガハラ ナカオ　トモエ ワダヤマ

3 13155 清永　英杏(3) 上ケ原 13.35 3 83462 中尾　巴映(3) 和田山 12.87
フクヤス　ルナ ホンタモン テラシ　リコ シオセ

4 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 13.40 4 14207 照　りこ(3) 塩瀬 12.89
マルノ　アヅサ タダ タナカ　サホ アサギリ

5 18053 丸野　梓(3) 多田 13.45 5 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 13.00
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ ヒラノ　ミキ リョウナン

6 60922 小林　流歌(1) ゆりのき台 13.52 6 33945 平野　美紀(2) 陵南 13.07
オカモト　ミク オダキタ ヤマサキ　リリヤ ゴシキ

7 10861 岡本　実来(3) 小田北 13.52 7 74014 山﨑　りりや(3) 五色 13.07
コバシ　ミユ ソノダ ヤマノ　マオ リョウソウ

8 11359 小橋　美柚(3) 園田 13.52 8 33638 山野　麻緒(1) 両荘 13.14

2021/09/ 02 09:48:24
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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145m
予選 8/28 10:30 (5-0+8)
決勝 8/28 14:30 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-3.1 m/s) 2組 (-3.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イエウジ　レナ ヒメジナダ ナカオ　トモエ ワダヤマ

1 40978 家氏　玲奈(3) 姫路灘 19.81 1 83462 中尾　巴映(3) 和田山 q 19.20
タニグチ　ココネ ミキヒガシ ヨシカワ　ユイ サンヨウ

2 35696 谷口　心音(3) 三木東 19.81 2 40895 吉川　由依(3) 山陽 19.73
ナカジマ　アオイ ムコヒガシ マエダ　モモカ ナンダン

3 12293 中嶋　葵花(2) 武庫東 19.95 3 72440 前田　桃花(3) 南淡 19.80
ヒラヤマ　アオイ スマガクエン コウダマ　イチカ タイサンジ

4 29758 平山　葵(3) 須磨学園 20.06 4 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 20.04
イシダ　アガサ ハマノミヤ ヤギ　リオ オオツ

5 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮 20.12 5 46132 八木　俐緒(3) 大津 20.39
シモカワ　リノ カコガワ ムラオカ　ミサ キタコウベ

6 32852 下川　凛乃(3) 加古川 20.14 6 24114 村岡　美沙(3) 北神戸 20.65
クスモト　ツムギ コウブ サイトウ　アカリ ハッケイ

7 13462 楠本　つむぎ(3) 甲武 20.15 60342 齋藤　朱里(3) 八景 DNS
マツヌマ　アンナ タイシニシ ヤマニシ　メイ セイウン

8 51756 松沼　杏奈(3) 太子西 20.34 70236 山西　芽衣(2) 青雲 DNS
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ ナカノ　コトハ カンセイガクイン

80151 和田　望(3) 豊岡南 DNS 14784 仲埜　心葉(3) 関西学院 DNS

3組 (-2.2 m/s) 4組 (-0.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ カミカワ　サキ ヤマグチ

1 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 q 18.90 1 14121 上川　紗季(3) 山口 q 18.81
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ コニシ　マオ アラマキ

2 33411 村上　恵(3) 浜の宮 q 19.40 2 19701 小西　麻央(2) 荒牧 q 19.71
マルノ　アヅサ タダ ヒサカ　ミサキ アボシ

3 18053 丸野　梓(3) 多田 q 19.46 3 41411 日坂　美咲(3) 網干 19.90
コバシ　ミユ ソノダ ヤマモト　サヤ タイサンジ

4 11359 小橋　美柚(3) 園田 19.89 4 28170 山本　紗也(2) 太山寺 20.08
トイ　ユウナ カワラギ マルオ　ミユウ ヒメジナダ

5 13521 戸井　裕菜(3) 瓦木 19.96 5 40915 丸尾　望友(2) 姫路灘 20.27
タケウチ　ユズ カサイ モチヅキ　ユウナ オオツ

6 37771 竹内　ゆず(3) 加西 20.11 6 46131 望月　優那(3) 大津 20.76
タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ コテラヤマ　モエ ソノダ

7 81224 谷垣　友理(2) 日高東 20.24 11361 小寺山　もえ(3) 園田 DNS
フジタニ　ミウ アリノキタ イワサキ　ユナ サンヨウ

8 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 20.26 40803 岩崎　優菜(2) 山陽 DNS
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ

9 20618 西川　真加(2) 本山南 20.36

5組 (-1.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オカモト　ミク オダキタ

1 10861 岡本　実来(3) 小田北 q 19.62
ヒラノ　ミキ リョウナン

2 33945 平野　美紀(2) 陵南 q 19.65
ウエト　シノブ ヤスムロ

3 45968 植戸　忍(3) 安室 19.73
ヤマグチ　ミズキ タカクラ

4 25332 山口　瑞生(3) 高倉 20.19
テラキタ　ココメ リョウナン

5 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 20.27
カクノ　リナ カワニシ

6 17922 角野　里奈(3) 川西 20.42
アオキ　カリン カワラギ

7 13538 青木　花梨(2) 瓦木 20.58
シマダ　マリア カコガワ

32875 島田　万莉愛(2) 加古川 DNS

DNS:欠場  q:プラスによる進出    
2021/09/ 02 09:44:10
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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145m
予選 8/28 10:30 (5-0+8)
決勝 8/28 14:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-2.3 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 18.68
カミカワ　サキ ヤマグチ

2 14121 上川　紗季(3) 山口 18.92
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ

3 33411 村上　恵(3) 浜の宮 19.37
マルノ　アヅサ タダ

4 18053 丸野　梓(3) 多田 19.48
オカモト　ミク オダキタ

5 10861 岡本　実来(3) 小田北 19.62
コニシ　マオ アラマキ

6 19701 小西　麻央(2) 荒牧 20.17
ヒラノ　ミキ リョウナン

33945 平野　美紀(2) 陵南 DNS
ナカオ　トモエ ワダヤマ

83462 中尾　巴映(3) 和田山 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:47:12
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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1000m
兵庫中学記録 2:53.5 布村　直子 （東播・松陽） 1981 国立 予選 8/28 11:30 (3-3+6)

決勝 8/28 14:50 

〈〈 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
イケノ　カイリ タイサンジ ツカモト　ユア アライ

1 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 Q 3:00.52 1 36134 塚本　夕藍(3) 荒井 Q 3:01.00
タネ　チサト トウコウ ハラダ　ヒナ ヒラオカ

2 40553 種　知里(2) 東光 Q 3:01.53 2 33234 原田　陽菜(3) 平岡 Q 3:03.33
ヨシダ　エマ リョウナン オオニシ　ミソラ リョウナン

3 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 Q 3:03.36 3 33921 大西　美天(3) 陵南 Q 3:05.20
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ コウノ　ミオ セイリョウダイ

4 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 q 3:07.69 4 29503 河野　心桜(3) 星陵台 3:08.43
ツツミ　マドカ シカマニシ カネコ　セナ マイコ

5 41234 堤　円花(1) 飾磨西 q 3:07.88 5 26817 金子　聖奈(2) 舞子 3:09.55
ウシロダ　ノア ソノダガクエンコウ カガワ　ハルカ タイサンジ

6 1273 後田　乃愛(1) 園田学園高 q 3:08.32 6 28177 香川　悠(2) 太山寺 3:11.69
フジタ　リサ アコウニシ カミヤマ　タマキ ソノダガクエンコウ

7 50707 藤田　莉沙(1) 赤穂西 3:08.36 7 1275 神山　碧希(1) 園田学園高 3:12.83
カワイ　リコ セイリョウダイ カサマツ　セナ ヒメジナダ

8 29512 河合　里恋(2) 星陵台 3:11.71 8 40983 笠松　世那(3) 姫路灘 3:13.27
ハシモト　ジュナ アコウ ヨシダ　ホノカ ソノダヒガシ

9 50514 橋本　樹奈(2) 赤穂 3:14.03 9 11889 吉田　帆花(3) 園田東 3:15.96
ワタナベ　ハルカ ヒメジナダ ヤマカワ　エリナ トウコウ

10 40994 渡邉　晴香(3) 姫路灘 3:14.17 40559 山川　恵里奈(2) 東光 DNS
トモムネ　サアヤ フクサキニシ アダチ　アイリ ニシワキ

42430 友宗　沙彩(2) 福崎西 DNS 34591 安達　蒼璃(3) 西脇 DNS

3組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アライ　アヅキ アラマキ

1 19733 荒井　杏月(3) 荒牧 Q 3:00.84
クマベ　ミナト ユメサキ

2 45503 隈部　湊(2) 夢前 Q 3:00.95
ハラ　セイナ イタミヒガシ

3 19123 原　聖奈(3) 伊丹東 Q 3:01.07
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 q 3:01.11
ホソミ　メイ ハクロショウチュウ

5 40655 細見　芽生(3) 白鷺小中 q 3:01.13
ミヤケ　ヒナ イナミキタ

6 39572 宮宅　ひな(3) 稲美北 q 3:06.14
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ

7 40910 寺田　妃織(2) 姫路灘 3:10.70
タカイ　リホ ウオズミヒガシ

8 32021 髙井　梨帆(3) 魚住東 3:12.29
コエヅカ　ホノカ ミツ

9 51950 肥塚　暖歌(3) 御津 3:13.50
オカダ　ユヅキ トヨトミショウチュウ

10 41721 岡田　優月(3) 豊富小中 3:14.19
ヌノイチ　ユイ カミ

11 38901 布一　結衣(3) 加美 3:21.12

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:44:46
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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1000m
兵庫中学記録 2:53.5 布村　直子 （東播・松陽） 1981 国立 予選 8/28 11:30 (3-3+6)

決勝 8/28 14:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツカモト　ユア アライ

1 36134 塚本　夕藍(3) 荒井 2:57.56
イケノ　カイリ タイサンジ

2 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 2:59.23
アライ　アヅキ アラマキ

3 19733 荒井　杏月(3) 荒牧 3:01.21
ハラ　セイナ イタミヒガシ

4 19123 原　聖奈(3) 伊丹東 3:01.83
ホソミ　メイ ハクロショウチュウ

5 40655 細見　芽生(3) 白鷺小中 3:02.12
クマベ　ミナト ユメサキ

6 45503 隈部　湊(2) 夢前 3:02.55
タネ　チサト トウコウ

7 40553 種　知里(2) 東光 3:04.69
ミヤケ　ヒナ イナミキタ

8 39572 宮宅　ひな(3) 稲美北 3:05.53
ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ

9 16755 原　志織(3) 南ひばりガ丘 3:05.77
オオニシ　ミソラ リョウナン

10 33921 大西　美天(3) 陵南 3:05.96
ヨシダ　エマ リョウナン

11 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 3:06.78
ハラダ　ヒナ ヒラオカ

12 33234 原田　陽菜(3) 平岡 3:09.00
ウシロダ　ノア ソノダガクエンコウ

13 1273 後田　乃愛(1) 園田学園高 3:10.20
ツツミ　マドカ シカマニシ

14 41234 堤　円花(1) 飾磨西 3:12.06
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ

15 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 3:15.65

2021/09/ 02 09:48:10
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100mH (76.2:13-8.5-10.5)

兵庫中学記録 13.76 藤原　かれん （中播・神河） 2019 ユニバー 予選 8/28  9:45 (3-1+5)
決勝 8/28 14:10 

〈〈 予選 〉〉

1組 (-3.1 m/s) 2組 (-2.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヒサカ　ミサキ アボシ ハヤシ　カリン ホンタモン

1 41411 日坂　美咲(3) 網干 Q 15.24 1 27035 林　花鈴(3) 本多聞 Q 15.60
ナガイ　ハルカ コウブ ミヤザキ　リン ウエガハラ

2 13479 永井　遼(2) 甲武 q 15.55 2 13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 q 16.50
カワサキ　ユメ タダ ヤマサキ　カホ ボウカイ

3 18054 川﨑　結愛(3) 多田 16.97 3 31581 山崎　花帆(3) 望海 q 16.70
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ タムラ　アヤナ セイリョウダイ

4 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 17.58 4 29507 田村　綾菜(3) 星陵台 17.41
オオモリ　ミオ キタコウベ ミヤザキ　カホ カミカワ

5 24124 大森　澪(3) 北神戸 18.12 5 43503 宮﨑　夏帆(3) 神河 17.68
カナヤ　アリサ キタコウベ ミヤモト　マナミ ハラダ

6 24125 金谷　有紗(3) 北神戸 18.43 6 20946 宮本　愛美(3) 原田 25.45
タケウチ　クレハ カミカワ コガ　ミチル ジョウヨウ

43502 竹内　紅葉(3) 神河 DNS 12189 古賀　美知留(3) 常陽 DNF

3組 (-2.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イトウ　リコ コウリョウ

1 13285 伊藤　里子(3) 甲陵 Q 15.67
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

2 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 q 15.74
ウエオカ　リン ハリマミナミ

3 39751 上岡　凛(3) 播磨南 q 16.45
ハマキ　アズサ ムコヒガシ

4 12291 浜木　梓(2) 武庫東 17.43
タカハマ　ウイ ヒロハタ

5 41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 17.94
ムラカミ　アオイ ウエガハラ

6 13162 村上　葵彩(3) 上ケ原 19.77
タノウエ　キョウカ タイサンジ

28127 田上　京夏(3) 太山寺 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  DNF:途中棄権  
2021/09/ 02 09:43:45
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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100mH (76.2:13-8.5-10.5)

兵庫中学記録 13.76 藤原　かれん （中播・神河） 2019 ユニバー 予選 8/28  9:45 (3-1+5)
決勝 8/28 14:10 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-3.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハヤシ　カリン ホンタモン

1 27035 林　花鈴(3) 本多聞 15.06
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

2 42426 宮内　綾花(2) 福崎西 15.39
ヒサカ　ミサキ アボシ

3 41411 日坂　美咲(3) 網干 15.48
ナガイ　ハルカ コウブ

4 13479 永井　遼(2) 甲武 15.78
ミヤザキ　リン ウエガハラ

5 13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 16.79
ウエオカ　リン ハリマミナミ

6 39751 上岡　凛(3) 播磨南 16.84
ヤマサキ　カホ ボウカイ

7 31581 山崎　花帆(3) 望海 16.90
イトウ　リコ コウリョウ

13285 伊藤　里子(3) 甲陵 DQ T8

DQ:失格  T8:故意にハードルを倒した  
2021/09/ 02 09:46:38
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子走高跳
兵庫中学記録 1.73 井上　紗耶加 （神戸・北神戸） 2016 ユニバー 決勝 8/28 11:00 
U16資格記録① 1.60    

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　ナギサ キタコウベ   =U16

1 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 1.60
イトウ　サユミ カワラギ   =U16

2 13505 井東　紗弓(3) 瓦木 1.60
マスモト　アヤナ ハマノミヤ

3 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 1.51
サカモト　チヒロ カワラギ

4 13506 阪本　千紘(3) 瓦木 1.51
ヤマダ　マオ オオハラ

5 29176 山田　麻央(2) 大原 1.48
カシワバラ　ナナ テンノウジガワ

5 19557 柏原　菜那(3) 天王寺川 1.48
ハセガワ　カリン ホウバイ

7 16280 長谷川　佳凜(3) 宝梅 1.48
ヤナギ　ココノ アクラ

8 16803 柳　心乃(3) 安倉 1.45
ナガイ　ワカナ ジョウヨウ

8 12192 永井　和奏(3) 常陽 1.45
ウメダ　カホ ジユウガオカ

10 35516 梅田　佳歩(3) 自由が丘 1.45
タナカ　ユラ オオハラ

29173 田中　ゆら(2) 大原 NM
コウジタニ　ユウ ヒオカ

32931 糀谷　優(2) 氷丘 NM
フジモト　カノン ヤシロ

38137 藤本　華望(3) 社 NM
タカハマ　ウイ ヒロハタ

41338 髙濵　佑衣(3) 広畑 NM
ヒロオカ　サクラ オダ

10998 廣岡　咲良(3) 小田 NM
ヤマザキ　イチカ サンダガクエン

60143 山﨑　維花(3) 三田学園 NM
ヤスイ　マナ トヨオカミナミ

80147 安井　真那(3) 豊岡南 DNS
ヨコヤマ　リナ ツツイダイ

21311 横山　凜名(3) 筒井台 DNS
カゲヤマ　ユウカ ケヤキダイ

60626 蔭山　優花(3) けやき台 DNS

 =U16:U16資格タイ記録①  NM:記録なし  DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:44:33
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子棒高跳
兵庫中学記録 3.50 森　郁子 （神戸・広陵） 1999 熊本 決勝 8/28 10:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クチマル　ヒナ アマガサキオダコウ

1 715 口丸　陽菜(1) 尼崎小田高校 2.00
ハシウチ　マヤ ソノダ

2 11368 橋内　麻矢(2) 園田 2.00
シミズ　ミウ ソノダ

2 11375 清水　美初(1) 園田 2.00
ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ

22400 村上　綾奈(3) 兵庫 NM

NM:記録なし  
2021/09/ 02 09:44:02
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 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
兵庫中学記録 6.12 高良　彩花 （阪神・西宮浜） 2015 加古川 決勝 8/28 12:30 
U16資格記録① 5.45    

〈〈 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

1 74014 山﨑　りりや(3) 五色 5.32 (+1.3)
アシダ　マユ ミカゲ

2 20543 芦田　真由(3) 御影 w5.21 (+2.2) 公認:4.99(1.3)

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 w5.13 (+3.0) 公認:5.10(1.3)

ナカシマ　アヤネ カスミダイイチ

4 81032 中嶋　彩音(3) 香住第一 w5.12 (+3.1) 公認:5.10(1.6)

ウエダ　リオ ヒラオカ

5 33232 上田　梨央(3) 平岡 5.03 (+1.7)
ウエダ　サエ ジユウガオカ

6 35519 上田　咲笑(3) 自由が丘 5.00 (+1.8)
タニ　ユアン コウヨウ

7 20061 谷　優杏(2) 向洋 w4.98 (+2.1) 公認:4.96(1.2)

ミヤタ　ナギサ オオツ

8 46133 宮田　凪紗(3) 大津 4.85 (+1.6)
タナカ　ヒナ カラト

9 22933 田中　陽菜(3) 唐櫃 4.79 (+1.7)
ワダ　ヒナタ ワダヤマ

10 83466 和田　日向(3) 和田山 w4.76 (+2.7)

カジタ　カイリ ゴシキ

11 74023 梶田　浬(2) 五色 4.72 (+1.7)
コニシ　アユミ リョウナン

33943 小西　亜由弓(2) 陵南 NM
サノ　ハルナ ムコヒガシ

12279 佐野　晴菜(3) 武庫東 NM
ヤマモト　ナホ コウデラ

43272 山本　奈歩(3) 香寺 NM
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ

33092 長谷川　茜音(2) 加古川山手 NM
アラタニ　コノミ シオセ

14203 荒谷　香実(3) 塩瀬 NM
ミキ　クルミ オオマト

45851 三木　胡桃(3) 大的 NM
イムラ　アヤミ ノノイケ

31403 井村　綾実(2) 野々池 NM
タイ　リナ ヒオカ

32934 田井　里奈(2) 氷丘 NM
タニオカ　ミウ オオクラ

31255 谷岡　美侑(3) 大蔵 NM
スズキ　コトミ コウリョウ

13212 鈴木　琴水(2) 甲陵 NM
ヒロセ　ミウ ソノダヒガシ

11893 廣瀬　未羽(3) 園田東 NM
マツムラ　アカリ ワダヤマ

83463 松村　あかり(3) 和田山 DNS
ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ

22400 村上　綾奈(3) 兵庫 DNS

w:追風参考  NM:記録なし  DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:45:23
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子三段跳
兵庫中学記録 11.20 坂口　佳奈 （東播・西脇） 1997 鴻ノ池 決勝 8/28 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナカシマ　アヤネ カスミダイイチ

1 81032 中嶋　彩音(3) 香住第一 10.77 (+0.7)
ウエダ　リオ ヒラオカ

2 33232 上田　梨央(3) 平岡 10.46 (+2.0)
イトウ　リコ コウリョウ

3 13285 伊藤　里子(3) 甲陵 10.41 (+0.1)
ヒロセ　ミウ ソノダヒガシ

4 11893 廣瀬　未羽(3) 園田東 10.21 (+1.0)
スズキ　コトミ コウリョウ

5 13212 鈴木　琴水(2) 甲陵 10.00 (+1.2)
タイ　リナ ヒオカ

6 32934 田井　里奈(2) 氷丘 9.99 (+1.9)
ミヤタ　ナギサ オオツ

7 46133 宮田　凪紗(3) 大津 w9.79 (+3.1)  公認:9.75(0.2)

タニオカ　ミウ オオクラ

8 31255 谷岡　美侑(3) 大蔵 9.66 (+0.7)
ドバシ　ミツキ カミコウシエン

9 13621 土橋　美月(2) 上甲子園 w9.53 (+2.1)  公認:9.20(1.7)

イムラ　アヤミ ノノイケ

10 31403 井村　綾実(2) 野々池 9.50 (+1.1)
イトウ　リオ ホウバイ

11 16203 伊藤　梨音(2) 宝梅 9.49 (+1.5)
シマダ　リサコ タイシャ

12 12987 島田　理紗子(2) 大社 w9.39 (+2.2)  公認:9.34(1.1)

サカイ　サラ ソノダ

13 11360 堺　咲来(3) 園田 9.35 (+1.5)
イノウエ　ナナ イナガワ

14 18541 井上　奈々(3) 猪名川 9.29 (+0.8)
ハマサキ　レイリ オオツ

15 46141 濵嵜　玲李(2) 大津 9.13 (+1.9)
ゼンニュウ　サアヤ ヒロハタ

16 41337 善入　紗彩(3) 広畑 9.02 (+1.3)
ミズノ　イロハ タチバナ

11145 水野　いろは(3) 立花 NM
マツダ　ユウキ ミハラ

72010 松田　悠希(2) 三原 NM
イワモト　クルミ ソノダ

11367 岩本　くるみ(2) 園田 NM
コウジタニ　ユウ ヒオカ

32931 糀谷　優(2) 氷丘 DNS
ゲモリ　ホノカ ヒオカ

32930 下森　帆夏(2) 氷丘 DNS

w:追風参考  NM:記録なし  DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:46:16
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

兵庫中学記録 16.67 尾山　和華 （東播・志方） 2014 太子 決勝 8/28 10:45 
U16資格記録① 12.90    

〈〈 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

1 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 12.69
ハセガワ　ユウ シカタ

2 33801 長谷川　有(2) 志方 12.11
ヒサドメ　ミウ タチバナ

3 11142 久留　未羽(3) 立花 10.88
フジモト　サクラ キタコウベ

4 24112 藤本　早玲(3) 北神戸 10.12
アダチ　シオリ スズランダイ

5 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台 9.99
ハラダ　ホノカ カスガ

6 65179 原田　萌花(3) 春日 9.35
コミヤジ　ユラ オシベダニ

27500 小宮路　優來(3) 押部谷 DNS
シンカワ　ミノリ ユラ

70447 新川　みのり(3) 由良 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:44:18
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子円盤投  1.0k 

兵庫中学記録 39.77 助永　仁美 （神戸・神戸生田） 2003 横浜 決勝 8/28 12:15 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガイ　アヤカ ヒメジジョガクイン

1 909 永井　彩花(1) 姫路女学院 37.72
ヤマモト　ユウナ ミナミヒバリガオカ

2 16764 山本　友菜(3) 南ひばりガ丘 29.93
キタハラ　メイ ヒメジナダ

3 40984 北原　夢來(3) 姫路灘 28.81
アダチ　シオリ スズランダイ

4 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台 27.07
ヤスイ　リオ ハマノミヤ

5 33432 安井　理央(2) 浜の宮 26.32
ヤギ　ミト トウコウ

6 40543 八木　美都(3) 東光 26.17
ヤク　ミヅキ ボウカイ

7 31580 夜久　美月(3) 望海 25.26
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ

8 33091 楠本　れんげ(2) 加古川山手 24.33
コミヤジ　ユラ オシベダニ

9 27500 小宮路　優來(3) 押部谷 23.18

2021/09/ 02 09:45:09
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リザルトリスト
JOCジュニアオリンピック　U16 陸上競技大会出場選手代表選考会[21283009] 審判長
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨

共通女子ジャベリックスロー
兵庫中学記録 53.99 武本　紗栄 （神戸・白川台） 2014 日産スタジアム 決勝 8/28 14:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガミヤ　ラム オダ

1 10993 永宮　来夢(3) 小田 33.60
ハセガワ　ミサ カスミダイイチ

2 81043 長谷川　心咲(1) 香住第一 31.28
コウノ　ユコ ユメサキ

3 45508 高野　由子(1) 夢前 29.19
オシダ　ヒマリ リョウナン

4 33916 鴛田　ひまり(3) 陵南 26.44
アカマツ　クレア オオツ

5 46134 赤松　くれあ(3) 大津 26.12
サワダ　カホ カスミダイイチ

6 81031 澤田　香穂(3) 香住第一 25.61
タニガワ　コズエ ヒオカ

7 32940 谷河　梢(1) 氷丘 24.04
イノウエ　アヤノ タカツカサ

8 16611 井上　綾乃(2) 高司 21.79
ヒサドメ　ミウ タチバナ

9 11142 久留　未羽(3) 立花 14.65
ミヤハラ　マホ オオツ

10 46144 宮原　満帆(2) 大津 11.03
ヤマダ　ユキナ シカタ

33802 山田　幸奈(2) 志方 DNS
ノガミ　カレン トヨトミショウチュウ

41725 野上　夏蓮(3) 豊富小中 DNS

DNS:欠場  
2021/09/ 02 09:47:28

Powerd by AthleteRanking.com


