
２０２２年度 第１回兵庫県中学校長距離強化記録会 （2022/09/03） 

  

＜ 競 技 日 程 ＞ 

時 間      種 目       組      ｴﾝﾄﾘｰ数 

１６：００  共通女子８００ｍ   １～３組    ３７人 

１６：１５  共通女子１５００ｍ  １・２組    ４０人 

１６：３０  共通男子１５００ｍ  １・２組    ６２人 

１６：４５  共通男子１５００ｍ  ３組 

１７：００  共通女子３０００ｍ  １組      １１人 

１７：１５  共通男子３０００ｍ  １組      ７０人 

１７：３０  共通男子３０００ｍ  ２組 

１７：４５  共通男子３０００ｍ  ３組 

１８：００  競技終了（予定）         合計２２０人 

 

【注意事項】 

・ 県中体連陸上部ホームページ掲載の「選手・競技役員への連絡事項」および「観戦者

（引率者）への連絡事項」を順守し、参加してください。 

・ 受付時間は、１４：００～１７：００（要項から変更しています。） 

・ 競技役員打ち合わせは、１５：３０～ 

・ 競技開始は、１６：００ 

・ 招集は、各組とも競技開始時刻の１０分前に現地（各種目のスタート地点）で行いま

す。 

・ 当日、東播中学新人陸上が開催されていますので、受付時間に合わせて来場してくだ

さい。「駐車許可証」のない車両は、競技場内駐車場に入れません。選手、競技役員、

選手 1名につき観戦者（引率者）1名のみ競技場内へ入場できます。 

すべて、所定の体調管理チェックシートの提出が必要です。 

・ プログラムの配布は行いません。スタートリスト・競技役員担当部署・チェックシー

トなどは、県中体連陸上部ＨＰ（指導者のページ）で事前に確認してください。 

・ リザルトは「アスリートランキング」ｗｅｂサイトで確認してください。 
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日 時  令和４年９月３日（土）１６：００～ 

会 場  加古川運動公園陸上競技場 

（281060） 

主 催  一般財団法人 兵庫陸上競技協会 

主 管  兵庫県中学校体育連盟陸上競技部 



２０２２年度 第１回兵庫県中学校長距離強化記録会 （2022/09/03） 
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１７：４５  共通男子３０００ｍ  ３組 

１８：００  競技終了（予定）         合計２２０人 

 

【注意事項】 

・ 県中体連陸上部ホームページ掲載の「選手・競技役員への連絡事項」および「観戦者

（引率者）への連絡事項」を順守し、参加してください。 

・ 受付時間は、１４：００～１７：００（要項から変更しています。） 

・ 競技役員打ち合わせは、１５：３０～ 

・ 競技開始は、１６：００ 

・ 招集は、各組とも競技開始時刻の１０分前に現地（各種目のスタート地点）で行いま

す。 

・ 当日、東播中学新人陸上が開催されていますので、受付時間に合わせて来場してくだ

さい。「駐車許可証」のない車両は、競技場内駐車場に入れません。選手、競技役員、

選手 1名につき観戦者（引率者）1名のみ競技場内へ入場できます。 

すべて、所定の体調管理チェックシートの提出が必要です。 

・ プログラムの配布は行いません。スタートリスト・競技役員担当部署・チェックシー

トなどは、県中体連陸上部ＨＰ（指導者のページ）で事前に確認してください。 

・ リザルトは「アスリートランキング」ｗｅｂサイトで確認してください。 

 



1 : コード 22283350
2 :
3 : コード 281060
4 :
5

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

9 3 16 0 晴れ 31.5 66 南南東 2.0

9 3 17 0 晴れ 31.0 66 南東 0.8

9 3 18 0 晴れ 30.0 75 西南西 0.8 競技終了

開催日 2022年9月3日(土)
気象条件

備考
競技開始

競技場 加古川運動公園陸上競技場　

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 第１回兵庫県中学校長距離強化記録会
主催者 兵庫陸上競技協会



日付 種目

林　大貴(2) 4:38.61 一宮　南渡(3) 4:38.91 髙橋　響(3) 4:40.01 榎本　海斗(2) 4:42.61 浦井　蒼太(2) 4:42.71 梅谷　大惺(3) 4:45.34 南　唯嘉(2) 4:46.33 浅井　蒼天(2) 4:47.28

武庫 別府 武庫 緑が丘 三木東 望海 甲武 甲武

作間　太一(3) 8:56.00 八嶋　春樹(3) 8:59.76 佐伯　優月(3) 9:01.62 江見　槙人(3) 9:10.80 七條　拓也(3) 9:12.46 三枝　琥珀(3) 9:14.02 土居　正宗(3) 9:14.73 辻本　克紀(3) 9:25.22

鹿島 稲美北 西脇南 新宮 浜の宮 北条 平岡 稲美

石井　あやめ(1) 2:35.74 神戸　亜美(1) 2:37.16 榎本　怜羅(3) 2:38.43 中本　眞菜(1) 2:38.65 角　侑哩(1) 2:39.83 北嶋　杏海(2) 2:39.85 松田　楓加(1) 2:42.01 魚住　桃(2) 2:43.00

社 社 望海 甲武 播磨南 平岡 衣川 小野

南光　彩那(3) 4:59.34 藤井　青緒(3) 5:00.34 安藤　桃花(3) 5:05.97 霜村　一華(2) 5:06.90 澤田　裕佳(3) 5:07.84 木村　詩織(2) 5:10.11 橘　実夢(3) 5:11.78 福田　桃愛(1) 5:15.10

和田山 稲美 三木東 衣川 江井島 甲武 浜の宮 神吉

吉川　菜緒(3) 10:16.87 吉川　陽菜(3) 10:26.36 湊　友希(3) 10:46.83 屋敷　萌子(3) 10:54.92 伊東　結良(3) 11:03.84 石田　幸菜(3) 11:16.54 岸原　珠琉(3) 11:20.44 﨑谷　結芽(2) 11:20.96

稲美 稲美 稲美 三木東 加古川中部 加古川中部 加古川中部 稲美北

記録主任 窪田　博紀

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名

競技会名
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会

期日・時刻 2022/09/03 審判長 乾　寿紀

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　

9月3日 3000m

1位 2位 7位 8位

男子 9月3日 1500m

3位 4位 5位 6位

9月3日 3000m

女子 9月3日 800m

9月3日 1500m



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
カドイシ　アツキ ミドリガオカ ウメタニ　タイセイ ボウカイ

1 35413 角石　淳貴(3) 緑が丘 4:51.05 1 31560 梅谷　大惺(3) 望海 4:45.34
ムラカミ　ソウマ ワダヤマ ヒライ　ユウキ ニシワキミナミ

2 83458 村上　蒼馬(2) 和田山 5:01.62 2 34711 平井　佑樹(3) 西脇南 4:50.98
マツモト　リュウキ カンキ ササタニ　コウシロウ ボウカイ

3 33704 松本　竜其(1) 神吉 5:18.88 3 31565 笹谷　昊士朗(3) 望海 4:54.32
ナカイ　シュウガ コウブ ワダ　ユウヤ ヤシロ

4 13450 中井　柊駕(1) 甲武 5:21.60 4 38142 和田　悠哉(2) 社 5:03.21
ヤマグチ　ケイスケ ワダヤマ コウジタニ　ヨシトキ ボウカイ

5 83460 山口　圭輔(1) 和田山 5:24.58 5 31514 糀谷　良時(1) 望海 5:05.07
マツオ　ケイシン ベフ マツオカ　ナオキ ベフ

6 33521 松尾　啓新(2) 別府 5:25.91 6 33524 松岡　直生(2) 別府 5:05.56
コマツ　リク カコガワチュウブ フクシマ　テッペイ シオセ

7 33105 小松　凜空(1) 加古川中部 5:29.27 7 14265 福島　哲平(1) 塩瀬 5:07.78
イマダ　ユウキ ボウカイ マツシマ　ソウセイ シオセ

8 31512 今田　祐希(1) 望海 5:29.96 8 14266 松島　奏惺(1) 塩瀬 5:09.32
ミヨシ　タクト シオセ ハセガワ　キヨト ヒョウキョウダイフゾク

9 14268 美吉　拓門(1) 塩瀬 5:38.68 9 38540 長谷川　澄人(1) 兵教大附属 5:09.72
ハラダ　コウタ コウブ シモカワ　トモヒロ カンキ

10 13451 原田　航汰(1) 甲武 5:40.13 10 33707 下川　知紘(1) 神吉 5:11.84
オオハラ　ユウガ カコガワ サトウ　リュウ シオセ

11 32801 大原　悠雅(2) 加古川 5:41.01 11 14242 佐藤　龍(2) 塩瀬 5:12.02
ミズグチ　ユウダイ シオセ ヨネムラ　タケト ホウデン

12 14267 水口　悠大(1) 塩瀬 5:47.77 12 34343 米村　建人(1) 宝殿 5:14.39
ミツナガ　セイム ベフ モリ　ユウト ホウデン

13 33546 満永　誓夢(1) 別府 5:48.43 13 34341 森　悠登(1) 宝殿 5:14.73
マツオ　タカマサ ベフ カワバタ　ユウセイ シオセ

14 33542 松尾　崇雅(1) 別府 5:51.89 14 14262 川畑　悠聖(1) 塩瀬 5:19.07
ノダ　フワ シオセ ヤク　マナト ワダヤマ

15 14264 野田　風羽(1) 塩瀬 6:05.44 15 83462 夜久　真叶(1) 和田山 5:19.69
ウエダ　ソウスケ カコガワチュウブ タナカ　エイジ ミドリガオカ

16 33101 植田　奏佑(1) 加古川中部 6:07.03 16 35421 田中　映志(1) 緑が丘 5:21.56
オクノ　ヨシフミ シオセ ヨシタケ　アオイ コウブ

17 14261 奥野　祥史(1) 塩瀬 6:25.18 17 13452 吉武　蒼生(1) 甲武 5:21.89
ヤマダ　チヒロ シオセ ナカタニ　ユウキ ヒラオカ

14246 山田　千尋(2) 塩瀬 DNS 18 33201 中谷　優希(1) 平岡 5:44.05
サワダ　ソウマ コウブ サカイ　コウヘイ キヌガワ

13449 澤田　壮真(1) 甲武 DNS 31337 酒井　皓平(2) 衣川 DNS
トヨダ　シンタロウ ホウデン ミウラ　ハヤト カンキ

34337 豊田　慎太郎(1) 宝殿 DNS 33705 三浦　颯斗(1) 神吉 DNS
スミノ　ケイ ハリマミナミ

39721 住野　圭(2) 播磨南 DNS

共通男子1500m

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀

9/3 16:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組



審判長
記録主任

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ハヤシ　ダイキ ムコ

1 11442 林　大貴(2) 武庫 4:38.61
イチミヤ　ミナト ベフ

2 33515 一宮　南渡(3) 別府 4:38.91
タカハシ　ヒビキ ムコ

3 11433 髙橋　響(3) 武庫 4:40.01
エノモト　カイト ミドリガオカ

4 35452 榎本　海斗(2) 緑が丘 4:42.61
ウライ　ソウタ ミキヒガシ

5 35667 浦井　蒼太(2) 三木東 4:42.71
ミナミ　イチカ コウブ

6 13430 南　唯嘉(2) 甲武 4:46.33
アサイ　ソウマ コウブ

7 13410 浅井　蒼天(2) 甲武 4:47.28
ウエダ　ユウト ミキヒガシ

8 35678 上田　悠翔(1) 三木東 4:48.29
ワキ　ケンタロウ ミキヒガシ

9 35679 和木　健太郎(1) 三木東 4:48.58
ニシザワ　リョウ コウブ

10 13422 西澤　諒(2) 甲武 4:48.78
マツノ　ケイゴ ホウデン

11 34324 松野　圭悟(2) 宝殿 4:52.57
クロダ　チヒロ ホウデン

12 34321 黒田　千紘(2) 宝殿 4:53.22
カジヤマ　ノリヒロ ヒラオカ

13 33213 梶山　典寛(2) 平岡 4:54.68
フソ　イブキ ミキヒガシ

14 35676 扶蘇　一颯(1) 三木東 4:56.98
ニシダ　ハルヤ コウブ

15 13423 西田　温哉(2) 甲武 4:57.72
クスノキ　カツユキ ミキヒガシ

16 35664 楠　克元(2) 三木東 4:59.84
サカイ　ソウシ ボウカイ

17 31571 酒井　蒼史(2) 望海 5:02.81
ミヤギ　コウシ ヒラオカ

18 33222 宮城　功士(2) 平岡 5:03.39
フジワラ　ノゾム オノ

19 37125 藤原　希(2) 小野 5:03.61
サトウ　セイゴ シオセ

20 14263 佐藤　聖悟(1) 塩瀬 5:13.32
ショウフウ　カイ コウブ

13416 松風　海(2) 甲武 DNS

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀

3組

DNS:欠場  

共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉



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
ナカウチ　ハルト ハマノミヤ ヤマグチ　サクト イナミキタ

1 33426 中内　大翔(2) 浜の宮 10:15.84 1 39584 山口　朔門(3) 稲美北 9:52.31
ヤマモト　レン ミドリガオカ ナカザト　ハヤト ヒラオカ

2 35410 山本　蓮(3) 緑が丘 10:17.81 2 33238 中里　颯斗(3) 平岡 10:03.14
コバヤシ　ミライ ヒオカ ナガタ　トモヤ ヒラオカ

3 32971 小林　未来(3) 氷丘 10:33.01 3 33218 永田　知也(2) 平岡 10:08.90
カミオク　コウダイ オノ ウメムラ　カズヤ シングウ

4 37143 上奥　航大(3) 小野 10:39.18 4 51502 梅村　一弥(3) 新宮 10:16.56
コバヤシ　ソウタ ヤシロ オノ　ソウ シオセ

5 38115 小林　蒼汰(2) 社 10:49.68 5 14219 小野　漱(3) 塩瀬 10:23.08
ニシムラ　タケル ミドリガオカ アベ　アツヒサ オノ

6 35463 西村　武琉(2) 緑が丘 10:51.76 6 37141 阿部　篤尚(3) 小野 10:24.67
オカダ　ジュン ミドリガオカ ナカツカ　ハルト カコガワチュウブ

7 35453 岡田　潤(2) 緑が丘 10:52.42 7 33141 中塚　春都(3) 加古川中部 10:25.94
ミクリ　ショウマ ハマノミヤ カナザワ　ライキ ヒラオカ

8 33414 御栗　尚真(3) 浜の宮 10:52.96 8 33234 金澤　蕾希(3) 平岡 10:26.63
タニグチ　ハルノブ ヒオカ コンドウ　モトキ ハマノミヤ

9 32974 谷口　陽宣(3) 氷丘 10:55.14 9 33409 近堂　心明(3) 浜の宮 10:26.78
フナオカ　ヒロシ イナミ イケダ　リョウマ ミドリガオカ

10 39423 船岡　寛史(2) 稲美 10:57.02 10 35412 池田　燎真(3) 緑が丘 10:27.54
イマイケ　アツシ ボウカイ オオグシ　ヒデキ ハマノミヤ

11 31558 今池　篤志(3) 望海 10:57.73 11 33402 大串　英貴(3) 浜の宮 10:33.32
キタノ　ヒデアキ オノ キクチ　ソウタ ヒオカ

12 37121 北野　秀明(2) 小野 11:08.20 12 32973 菊池　創太(3) 氷丘 10:35.55
イシイ　ハヤト コウブ オオニシ　コウヘイ シオセ

13 13476 石井　駿(3) 甲武 11:13.93 13 14211 大西　晃平(3) 塩瀬 10:48.77
コガ　ハヤテ シオセ マツモト　ミズキ オノ

14 14213 古賀　颯(3) 塩瀬 11:16.82 14 37148 松本　瑞輝(3) 小野 11:23.80
クワエ　ユウヤ カコガワチュウブ キタバヤシ　ソラ ヒラオカ

15 33104 桑江　優弥(1) 加古川中部 11:17.36 15 33235 北林　颯来(3) 平岡 12:11.25
クワエ　シュンヤ カコガワチュウブ ヨコヤマ　タツキ ミドリガオカ

16 33103 桑江　俊弥(1) 加古川中部 11:18.16 35406 横山　達己(3) 緑が丘 DNS
イノウエ　　ジント イナミキタ アリサト　ハルキ ミキヒガシ

17 39501 井上　仁登(2) 稲美北 11:20.63 35674 在里　悠希(1) 三木東 DNS
シモムラ　ハルヤ ヤシロ カナザワ　フウキ ヒラオカ

18 38116 下山　晴也(2) 社 11:21.16 33233 金澤　風輝(3) 平岡 DNS
モリタ　ケイスケ ミドリガオカ ヤシマ　ジュンペイ イナミキタ

19 35468 森田　啓介(2) 緑が丘 11:30.93 39502 八嶋　純平(2) 稲美北 DNS
ニシカワ　コウキ イナミ カマクラ　ユウ シオセ

20 39403 西川　倖輝(2) 稲美 11:37.63 14212 鎌倉　優(3) 塩瀬 DNS
ミヤタ　タクマ シオセ ハシモト　ソウタ イナミキタ

21 14216 宮田　拓馬(3) 塩瀬 12:12.12 39505 橋本　蒼太(2) 稲美北 DNS
ナカニシ　ヨシハル シオセ タマダ　ハルト イナミ

14269 中西　美晴(3) 塩瀬 DNS 39418 玉田　暖翔(3) 稲美 DNS
オノ　フミヤ ボウカイ オク　タカト カンキ

31513 苧野　文也(1) 望海 DNS 33758 奥　崇登(3) 神吉 DNS

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

9/3 17:15 

共通男子3000m

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀



審判長
記録主任

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
サクマ　タイチ カシマ

1 36225 作間　太一(3) 鹿島 8:56.00
ヤシマ　ハルキ イナミキタ

2 39582 八嶋　春樹(3) 稲美北 8:59.76
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ

3 34710 佐伯　優月(3) 西脇南 9:01.62
エミ　マキト シングウ

4 51503 江見　槙人(3) 新宮 9:10.80
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

5 33413 七條　拓也(3) 浜の宮 9:12.46
サエグサ　コハク ホウジョウ

6 37510 三枝　琥珀(3) 北条 9:14.02
ドイ　マサムネ ヒラオカ

7 33237 土居　正宗(3) 平岡 9:14.73
ツジモト　カツキ イナミ

8 39417 辻本　克紀(3) 稲美 9:25.22
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン

9 34308 若林　司(3) 宝殿 9:26.69
カイ　ケント ハマノミヤ

10 33405 甲斐　健斗(3) 浜の宮 9:27.99
アリタ　イツキ ボウカイ

11 31563 有田　一稀(3) 望海 9:28.00
カワイ　ジナン オノ

12 37144 河合　仁楠(3) 小野 9:31.44
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ

13 39583 山口　正真(3) 稲美北 9:38.60
ミサカ　マサツグ シングウ

14 51507 三坂　真嗣(3) 新宮 9:42.37
ヨコヤマ　ハヤト シオセ

15 14218 横山　隼士(3) 塩瀬 9:43.78
ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ

16 33241 村上　大佑(3) 平岡 9:45.89
ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ

17 35530 矢野　将梧(3) 自由が丘 9:46.45
オオサキ　ソウマ コウブ

18 13479 大﨑　壮真(3) 甲武 9:47.43
ソウサ　ケイタ カンキ

19 33752 宗佐　啓汰(3) 神吉 9:50.22
イザワ　ケント イナミ

20 39415 井澤　賢人(3) 稲美 10:07.39
タケウチ　ユウト イナミキタ

21 39503 竹内　悠翔(2) 稲美北 10:10.12
コバヤシ　タクム シオセ

22 14214 小林　拓夢(3) 塩瀬 10:16.44
エノモト　ショウマ ミキヒガシ

35675 榎本　翔馬(1) 三木東 DNS
ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

33412 中道　琉惺(3) 浜の宮 DNS

3組

DNS:欠場  

共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀



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
ミヤグチ　ミユ ヒョウキョウダイフゾク カンベ　アミ ヤシロ

1 38539 宮口　美柚(1) 兵教大附属 2:53.20 1 38153 神戸　亜美(1) 社 2:37.16
カジワラ　ナオ コウブ マツダ　フウカ キヌガワ

2 13447 梶原　奈央(1) 甲武 2:59.27 2 31305 松田　楓加(1) 衣川 2:42.01
タナカ　ツグミ ボウカイ ヨネザワ　ユア イナミ

3 31527 田中　緒美(1) 望海 3:02.84 3 39408 米澤　由歩(2) 稲美 2:43.02
シバ　トマナ ミキヒガシ マツモト　カホ コウブ

4 35622 芝　冬真(1) 三木東 3:03.24 4 13421 松本　果歩(2) 甲武 2:44.45
オオニシ　ニコ カコガワ スミタニ　ネネ キヌガワ

5 32892 大西　新恋(2) 加古川 3:03.49 5 31303 隅谷　寧音(1) 衣川 2:46.11
インドウ　セナ イナミ フジタ　ユナ ヨカワ

6 39403 印藤　世愛(2) 稲美 3:06.88 6 35928 藤田　有南(2) 吉川 2:47.30
ニシムラ　タマキ キヌガワ ノガミ　ユメ ボウカイ

7 31339 西村　珠姫(2) 衣川 3:07.26 7 31528 野上　夢芽(1) 望海 2:50.58
イナカミ　ユイ ミキヒガシ ニシムラ　ミノリ キヌガワ

8 35623 稲上　由惟(1) 三木東 3:07.88 8 31304 西村　実倫(1) 衣川 2:53.06
タカラダ　アヤナ コウブ クニイ　マオ カコガワ

9 13448 財田　彩和(1) 甲武 3:15.50 9 32891 國井　麻央(2) 加古川 2:54.79
スギヤマ　サナ カコガワ ヤマナカ　ミミカ ヒョウキョウダイフゾク

10 32894 杉山　彩菜(1) 加古川 3:16.81 38540 山中　美弥佳(1) 兵教大附属 DNS
ナカタ　ヒロコ キヌガワ ウエダ　ユイ イナミ

11 31301 中田　博子(1) 衣川 3:18.07 39410 植田　侑永(2) 稲美 DNS
フジワラ　ハナ ボウカイ ツジモト　ソラ ホウデン

31530 藤原　華(1) 望海 DNS 34305 辻元　星愛(3) 宝殿 DNS

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イシイ　アヤメ ヤシロ

1 38163 石井　あやめ(1) 社 2:35.74
エノモト　レイラ ボウカイ

2 31588 榎本　怜羅(3) 望海 2:38.43
ナカモト　マナ コウブ

3 13449 中本　眞菜(1) 甲武 2:38.65
スミ　ユリ ハリマミナミ

4 39782 角　侑哩(1) 播磨南 2:39.83
キタジマ　アミ ヒラオカ

5 33217 北嶋　杏海(2) 平岡 2:39.85
ウオズミ　モモ オノ

6 37102 魚住　桃(2) 小野 2:43.00
フクシマ　サクラ オノ

7 37107 福島　さくら(2) 小野 2:49.31
オクムラ　サワ カンキ

8 33747 奥村　紗和(2) 神吉 2:52.83
サカモト　カホ ワダヤマ

9 83473 坂本　果穂(3) 和田山 2:53.82
セラダ　セナ オノ

10 37105 世良田　星菜(2) 小野 2:56.11
ニシダ　アズサ コウブ

13418 西田　梓(2) 甲武 DNS
フジノ　ミヤビ コウブ

13420 藤野　雅(2) 甲武 DNS
ニシヤマ　カエデ ヤシロ

38154 西山　楓(1) 社 DNS

1組 2組

3組

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

9/3 16:00 

共通女子800m

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀



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
フクダ　モア カンキ ナンコウ　アヤナ ワダヤマ

1 33703 福田　桃愛(1) 神吉 5:15.10 1 83472 南光　彩那(3) 和田山 4:59.34
クスノキ　ユミ シオセ フジイ　アオ イナミ

2 14251 楠　裕美(2) 塩瀬 5:21.60 2 39420 藤井　青緒(3) 稲美 5:00.34
ヤマグチ　サワコ ヒラオカ アンドウ　モモカ ミキヒガシ

3 33239 山口　沙和子(1) 平岡 5:25.14 3 35608 安藤　桃花(3) 三木東 5:05.97
マツナガ　メイ カコガワ シモムラ　イチカ キヌガワ

4 32898 松永　愛生(1) 加古川 5:33.32 4 31346 霜村　一華(2) 衣川 5:06.90
ムライ　チナツ ホウデン サワダ　ヒロカ エイガシマ

5 34335 村井　千夏(2) 宝殿 5:33.41 5 31808 澤田　裕佳(3) 江井島 5:07.84
ウエノ　カエラ カコガワチュウブ キムラ　シオリ コウブ

6 33111 上埜　カエラ(1) 加古川中部 5:35.47 6 13415 木村　詩織(2) 甲武 5:10.11
タテイシ　リコ ハリマミナミ タチバナ　ミム ハマノミヤ

7 39785 立石　莉瑚(1) 播磨南 5:35.88 7 33426 橘　実夢(3) 浜の宮 5:11.78
キタムラ　ココネ イナミキタ ワカツキ　オキナ カンキ

8 39512 北村　心音(2) 稲美北 5:42.71 8 33749 若月　緒奏(2) 神吉 5:16.09
マツノ　サチカ カコガワ モリタ　イズミ ヒラオカ

9 32896 松野　倖果(1) 加古川 5:42.85 9 33238 森田　泉(1) 平岡 5:17.14
オオタ　ナホ ヒラオカ ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ

10 33232 太田　奈穂(1) 平岡 5:43.21 10 35532 上阪　夏実(3) 自由が丘 5:23.10
ミヤナガ　サヤ オノ マツモト　ユア カンキ

11 37133 宮永　紗弥(1) 小野 5:51.32 11 33708 松本　結愛(1) 神吉 5:25.42
ヤギ　ミハル ミキヒガシ クズシマ　ユイ ハマノミヤ

12 35620 八木　美春(1) 三木東 5:51.76 12 33423 葛島　由衣(3) 浜の宮 5:27.19
ナカガワ　コウ ヤシロ サカイ　ユキネ ミドリガオカ

13 38148 中河　倖(2) 社 5:52.82 13 35442 酒井　幸音(3) 緑が丘 5:28.32
アライ　ミヤビ ハリマミナミ キシ　ホノカ コウブ

14 39760 新居　みやび(3) 播磨南 5:53.67 14 13478 岸　穂香(3) 甲武 5:29.41
ツチヤ　ユウカ シオセ カサイ　メイ カンキ

15 14253 土屋　優花(2) 塩瀬 5:55.53 15 33707 笠井　芽生(1) 神吉 5:32.23
マツザワ　ヒナ ハマノミヤ ハヤシ　ホノカ ヒラオカ

16 33439 松澤　陽菜(3) 浜の宮 5:56.50 16 33223 林　穂乃花(2) 平岡 5:43.88
タケモト　サユリ イナミキタ イシダ　アオイ コウブ

17 39591 竹元　小百合(3) 稲美北 6:01.26 13475 石田　蒼衣(3) 甲武 DNS
ミヤケ　ナナミ ハマノミヤ シュンドウ　チハル カンキ

18 33430 三宅　夏々美(3) 浜の宮 6:05.91 33704 春藤　千晴(1) 神吉 DNS
ナカハマ　マオ シオセ ホリ　カリナ ハリマミナミ

19 14254 中浜　舞央(2) 塩瀬 6:10.14 39777 堀　香里奈(2) 播磨南 DNS
モリ　ヤヨイ イナミキタ アラキ　リオ ハリマミナミ

20 39531 森　弥生(1) 稲美北 6:27.86 39778 荒木　理緒(2) 播磨南 DNS

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

9/3 16:15 

共通女子1500m

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシカワ　ナオ イナミ

1 39425 吉川　菜緒(3) 稲美 10:16.87
ヨシカワ　ヒナ イナミ

2 39422 吉川　陽菜(3) 稲美 10:26.36
ミナト　ユウキ イナミ

3 39419 湊　友希(3) 稲美 10:46.83
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ

4 35610 屋敷　萌子(3) 三木東 10:54.92
イトウ　ユイラ カコガワチュウブ

5 33152 伊東　結良(3) 加古川中部 11:03.84
イシダ　ユキナ カコガワチュウブ

6 33151 石田　幸菜(3) 加古川中部 11:16.54
キシハラ　ミル カコガワチュウブ

7 33156 岸原　珠琉(3) 加古川中部 11:20.44
サキタニ　ユメ イナミキタ

8 39511 﨑谷　結芽(2) 稲美北 11:20.96
オガワ　カエノ イナミキタ

9 39590 小川　楓乃(3) 稲美北 11:38.38
ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ

33158 中間　楠(3) 加古川中部 DNS
マエダ　ユウネ ミキヒガシ

35609 前田　優音(3) 三木東 DNS

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組

9/3 17:00 

共通女子3000m

リザルトリスト
第１回兵庫県中学校長距離強化記録会[22283350] 乾　寿紀
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 窪田　博紀


