
 

 

２０２２年度 

 

第 68回 全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会 

第 49回 全日本中学校陸上競技選手権大会 兵庫県予選会 
（第 77回 国民体育大会陸上競技大会選手選考会） 

（22500178） 

 

日 時  令和４年７月２日（土）９時１５分より 

令和４年７月３日（日）９時１５分より 

 

場 所  加古川運動公園陸上競技場（281060） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催 ： （公財）日本陸上競技連盟 （公財）日本中学校体育連盟 

        （一財）兵庫陸上競技協会     兵庫県中学校体育連盟 

 

後 援 ：  兵庫県教育委員会 ＮＨＫ （株）朝日新聞社 

        （株）神戸新聞社 

 

主 管 ：  兵庫県中学校体育連盟陸上競技部 



日付 種目

山本　柊希(3) 22.72 (-1.2) 前坂　孟毅(3) 23.10 (-1.2) 山﨑　心(3) 23.50 (-1.2) 橋本　蓮(3) 23.70 (-1.2) 丘田　侑也(3) 24.15 (-1.2) 黒嶋　桂(3) 24.20 (-1.2)

浜脇 ZEN 大久保北 五色 福崎東 竜山 加古川中部

久保　拓己(3) 50.84 前坂　孟毅(3) 51.27 清久　時臣(3) 51.65 梶原　元希(3) 52.08 矢持　龍大(3) 52.50 豊村　宏太(3) 52.51 伊田　涼助(3) 52.55

塩瀬 ZEN 大久保北 ZEN 朝日 荒井 丹南 大久保 豊岡北

赤坂　勇輔(3) 2:01.90 梅田　大陸(2) 2:02.39 福田　結仁(3) 2:02.79 行天　晴郎(3) 2:03.05 山口　正真(3) 2:03.49 福嶋　颯海(3) 2:03.53 森　蒼大(3) 2:03.67 清久　時臣(3) 2:04.72

八景 大原 浜脇 大池 稲美北 伊丹南 香住第一 朝日

新妻　昂己(3) 4:02.07 新妻　遼己(3) 4:02.17 福嶋　遙(3) 4:03.62 赤坂　勇輔(3) 4:05.45 福井　翔(3) 4:05.51 梅田　大陸(2) 4:05.70 七條　拓也(3) 4:06.11 山崎　寿和(3) 4:06.28

平岡 ZEN 平岡 ZEN 天王寺川 ZEN 八景 ZEN 豊富小中 ZEN 大原 ZEN 浜の宮 ZEN 安室 ZEN

新妻　遼己(3) 8:38.27 新妻　昂己(3) 8:41.51 若林　司(3) 8:48.11 福井　翔(3) 8:49.75 福嶋　遙(3) 8:50.39 田中　壱基(3) 8:50.75 作間　太一(3) 8:53.66 山崎　寿和(3) 8:54.53

平岡 ZEN-GR 平岡 ZEN-GR 宝殿 ZEN 豊富小中 ZEN 天王寺川 ZEN 姫路灘 ZEN 鹿島 ZEN 安室 ZEN

村田　隼(3) 13.88 (+1.2) 今西　瑛大(3) 14.14 (+1.2) 猪口　幸祐(3) 14.29 (+1.2) 松下　直生(3) 14.48 (+1.2) 浦門　爽絢(3) 14.83 (+1.2) 西浦　瑞貴(3) 15.06 (+1.2) 岡村　優磨(3) 15.14 (+1.2) 藤本　駿希(3) 15.49 (+1.2)

立花 ZEN-GR 豊岡南 ZEN 宝梅 ZEN 飾磨東 ZEN 山口 ZEN 北神戸 緑が丘 園田
上甲子園 44.18 加古川 44.31 塩瀬 44.33 豊岡南 44.42 姫路灘 44.87 高司 45.21 宝梅 45.58 西宮浜義務 45.73
志賀　凌太(3) 刑部　大翔(2) 藤林　千洋(3) 澤野　凱音(2) 山本　翔太(3) 平瀨　玲太(3) 猪口　幸祐(3) 今井　駿志(3)
下口　一樹(3) 大谷　翔真(3) 吉邑　一希(3) 西村　源斗(2) 赤松　一成(3) 丸井　蒼空(3) 安藤　光惺(3) 髙木　泰成(3)
山本　琥太朗(3) 竹歳　龍(3) 久保　拓己(3) 沖野　未知(3) 藤尾　晃大(3) 仁志　月人(2) 加地　由紀智(3) 須﨑　悠斗(3)
鈴木　陸斗(3) 三木　隆之介(3) 工藤　弘成(3) 今西　瑛大(3) 貝川　輝(3) 石田　渉(3) 平田　怜(3) 田畑　開(3)
織田　要(3) 1.79 丸田　尚(3) 1.76 有末　貫汰(3) 1.76 米田　はるき(3) 1.73 森本　皓也(3) 1.73 西畠　迅(3) 1.73 野村　成龍(3) 1.70

押部谷 大社 陵南 城山 市島 鹿谷 有野北

佃　洸樹(3) 1.73 黒田　涼太(3) 1.70

宝梅 大社

口原　睦生(3) 4.00

上野 ZEN

平川　靖士(3) 6.72 (+1.6) 辻本　蒼馬(3) 6.22 (+1.0) 宮川　航(3) 6.21 (+1.1) 髙橋　龍輝(3) 6.13 (+0.2) 中村　琢磨(3) 6.06 (+0.6) 山﨑　心(3) 6.06 (+0.3) 田上　大貴(3) 6.02 (+0.9) 中島　圭梧(3) 6.01 (0.0)

御影 ZEN 有野 安室 龍野東 山陽 五色 けやき台 苦楽園

蕭　理恩(3) 13.45 清水　蓮大(3) 13.35 小河　琉(3) 13.07 殿村　峻(3) 12.28 宇都　篤基(3) 11.92 三島　光太郎(3) 11.67 中野　椋哉(3) 11.30 加地　由紀智(3) 11.30

西宮浜義務 ZEN 香住第一 ZEN 高倉 ZEN 市島 鳴尾 赤穂東 飾磨東 宝梅

四種競技 織田　要(3) 2673 堀川　徹太(3) 2541 加地　由紀智(3) 2220 黒田　涼太(3) 2203 宮川　友希(3) 2197

押部谷 ZEN 山田 ZEN 宝梅 大社 園田東

7月2日 110mH 15.46 (+1.2) 15.81 (+1.2) 16.28 (0.0) 15.95 (+1.2) 16.25 (+1.2)

7月2日 砲丸投 12.17 10.86 11.81 9.29 10.86

7月2日 走高跳 1.76 1.76 1.58 1.73 1.45

7月2日 400m 53.32 53.59 58.28 58.85 54.90

池上　奏汰(1) 11.98 (+1.6) 中村　樹月(1) 12.10 (+1.6) 大段　璃空(1) 12.17 (+1.6) 濵野　和俊(1) 12.26 (+1.6) 大井　純喜(1) 12.34 (+1.6) 江本　英知(1) 12.35 (+1.6)

けやき台 伊丹南 西神 宝殿 福崎西 本山南

ユ　ソンジェ(1) 4:28.14 榎本　翔馬(1) 4:28.44 稲垣　翔馴(1) 4:29.61 中村　心音(1) 4:32.78 藤田　敦人(1) 4:33.11 喜田　大利(1) 4:35.95 野口　奏輝(1) 4:36.11 松下　伊吹(1) 4:36.87

山陽 三木東 上甲子園 安室 安室 南淡 けやき台 柏原

小田　恭平(2) 11.26 (+2.0) 西村　源斗(2) 11.37 (+2.0) 小川　桂央(2) 11.40 (+2.0) 仁志　月人(2) 11.49 (+2.0) 福井　裕月(2) 11.51 (+2.0) 北　大毅(2) 11.53 (+2.0) 松本　晃音(2) 11.54 (+2.0) 古田　紀貴(2) 11.54 (+2.0)

住吉 豊岡南 増位 高司 新宮 精道 野々池 今津

矢田　晋啓(3) 11.11 (+1.4) 安藤　光惺(3) 11.12 (+1.4) 丸井　蒼空(3) 11.23 (+1.4) 清水　尋斗(3) 11.28 (+1.4) 鈴木　陸斗(3) 11.30 (+1.4) 山田　吾愛仁(3) 11.31 (+1.4) 三木　隆之介(3) 11.34 (+1.4)

揖保川 ZEN 宝梅 ZEN 高司 氷上 上甲子園 宝殿 加古川
３年男子 7月2日 100m

7月2日 1500m

２年男子 7月2日 100m

7月3日 砲丸投

１年男子 7月2日 100m

7月3日 棒高跳

7月2日 走幅跳

7月3日 走高跳

7月3日 3000m

7月3日 110mH

7月3日 4x100mR

7月3日 800m

7月2日 1500m

7位 8位

共通男子 7月3日 200m

7月2日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

混成：橋本　昌明　スターター　乾　寿紀

主催団体名 （公財）日本陸上競技連盟 /（公財）日本中学校体育連盟 /（一財）兵庫陸上競技協会 兵庫県中学校体育連盟 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 2022/07/02～03 トラック：信近　清志　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　
審判長全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会



日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

混成：橋本　昌明　スターター　乾　寿紀

主催団体名 （公財）日本陸上競技連盟 /（公財）日本中学校体育連盟 /（一財）兵庫陸上競技協会 兵庫県中学校体育連盟 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 2022/07/02～03 トラック：信近　清志　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　
審判長全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会

幸長　愛美(2) 26.06 (-1.3) 近藤　優衣(3) 26.85 (-1.3) 髙山　碧(3) 26.87 (-1.3) 松岡　愛菜(3) 26.93 (-1.3) 東馬場　杏咲(3) 26.97 (-1.3) 髙田　真央(3) 27.32 (-1.3) 福田　花奏(1) 27.53 (-1.3)

広畑 春日 横尾 加古川中部 有野北 高司 神河

池野　絵莉(3) 2:17.19 種　知里(3) 2:18.36 藤田　莉沙(2) 2:18.47 吉田　笑麻(3) 2:18.79 三木　琴葉(1) 2:19.50 隈部　湊(3) 2:21.45 寺田　妃織(3) 2.23.08 前田　美詞(2) 2.27.00

太山寺 東光 赤穂西 陵南 大的 夢前 姫路灘 大社

池野　絵莉(3) 4:32.84 種　知里(3) 4:34.00 藤田　莉沙(2) 4:38.57 隈部　湊(3) 4:39.86 吉川　陽菜(3) 4:41.19 三木　琴葉(1) 4:44.87 湊　友希(3) 4:49.62 老松　和奏(2) 4:51.94

太山寺 ZEN 東光 ZEN 赤穂西 夢前 稲美 大的 稲美 荒井

宮内　綾花(3) w14.29 (+2.2) 幸玉　いちか(3) w14.57 (+2.2) 田中　ゆら(3) w14.65 (+2.2) 永井　遼(3) w14.67 (+2.2) 浜木　梓(3) w14.80 (+2.2) 亀滝　のの(2) w15.03 (+2.2) 髙巣　楓子(3) w15.12 (+2.2) 河本　鼓(3) w15.19 (+2.2)

福崎西 太山寺 大原 甲武 武庫東 山田 野々池 浜の宮
北神戸 50.44 高司 50.76 姫路灘 51.10 武庫東 51.11 園田東 51.15 氷丘 51.29 塩瀬 51.49 甲陵 51.60
友藤　美優(3) 山下　芽歌(2) 藤原　愛菜(3) 永本　奏瑛(2) 椿山　流季彩(2) 田井　理捺(1) 白根　亜依(3) 大矢根　理紗(3)

相良　月奏(2) 二階堂　咲(2) 家氏　美和(2) 中嶋　葵花(3) 坂本　帆乃香(3) 田井　里奈(3) 多田　優衣香(2) 桑原　菫花(2)
木元　雪乃(3) 林　佑亜(2) 村上　桜彩(2) 佐藤　舞奈(3) 川口　紗稀音(3) 堤　清香(2) 執行　芽生(3) 佐藤　絢音(2)
井上　凪紗(3) 髙田　真央(3) 丸尾　望友(3) 浜木　梓(3) 谷脇　穂香(3) 権藤　百合子(3) 岡田　雛妃(2) 鈴木　琴水(3)
井上　凪紗(3) 1.63 升元　絢菜(3) 1.60 山田　麻央(3) 1.57 田中　冬子(3) 1.51 西海　瑞葵(2) 1.51 梅垣　花菜(3) 1.45 長瀬　早紀(2) 1.45

北神戸 ZEN 浜の宮 ZEN 大原 日新 押部谷 氷上 上甲子園

南口　和花(3) 1.45

精道

田井　里奈(3) w5.15 (+2.9) 奥村　彩加(3) w5.06 (+3.1) 岡　蒼依(2) 5.03 (-0.3) 鈴木　琴水(3) w5.03 (+2.3) 小西　亜由弓(3) 5.02 (+2.0) 池上　嬉和(3) w5.01 (+2.4) 佐藤　舞奈(3) 4.98 (+1.5) 友藤　美優(3) w4.94 (+2.5)

氷丘 井吹台 北条 甲陵 陵南 浜脇 武庫東 北神戸 

長谷川　有(3) 13.87 徳岡　澪奈(3) 11.93 安井　理央(3) 11.30 石賀　眞和(2) 11.30 小南　結(3) 11.20 黒田　光瑠(3) 11.04 中島　好叶(3) 11.02 永田　陽菜乃(3) 10.83

志方 ZEN 青垣 浜の宮 神吉 平野 宝梅 安倉 増位

四種競技 井上　凪紗(3) 2893 宮内　綾花(3) 2839 幸玉　いちか(3) 2593 田中　ゆら(3) 2523 森　千裕(3) 2409 中村　芽生(3) 2398 梅垣　花菜(3) 2361 家氏　美和(2) 2264

北神戸 ZEN 福崎西 ZEN 太山寺 大原 太山寺 柏原 氷上 姫路灘

7月2日 100mH 14.36 (0.0) 14.55 (0.0) 14.64 (0.0) 14.94 (0.0) 15.40 (0.0) 15.43 (0.0) 16.34 (0.0) 16.04 (0.0)

7月2日 走高跳 1.65 1.56 1.47 1.47 1.47 1.47 1.50 1.38

7月2日 砲丸投 8.49 9.99 8.65 9.04 8.98 8.97 9.66 8.63

7月2日 200m 26.68 (-3.5) 26.91 (-3.5) 27.46 (-3.5) 28.16 (-3.5) 28.81 (-3.5) 28.90 (-3.5) 28.92 (-3.5) 28.09 (-3.5)

福田　花奏(1) w12.77 (+2.6) 図師　みなみ(1) w13.17 (+2.6) 尾﨑　奏月(1) w13.27 (+2.6) 津田　愛果(1) w13.31 (+2.6) 西岡　花菜(1) w13.41 (+2.6) 田鍋　陽菜(1) w13.53 (+2.6) 田井　理捺(1) w13.64 (+2.6) 前川　希羽(1) w13.78 (+2.6)

神河 山口 園田東 朝日 吉川 神戸長坂 氷丘 社

山野　麻緒(2) 12.77 (-0.5) 伊藤　紗英(2) 12.89 (-0.5) 幸長　愛美(2) 12.94 (-0.5) 岩本　萌々果(2) 13.17 (-0.5) 二階堂　咲(2) 13.20 (-0.5) 杉山　さい(2) 13.21 (-0.5) 小林　流歌(2) 13.23 (-0.5) 小田垣　柚奈(2) 13.28 (-0.5)

両荘 大久保 広畑 加古川 高司 真砂 ゆりのき台 養父

近藤　優衣(3) 12.55 (+2.0) 松下　心優(3) 12.71 (+2.0) 髙山　碧(3) 12.79 (+2.0) 平野　美紀(3) 12.81 (+2.0) 山西　芽衣(3) 12.84 (+2.0) 中嶋　葵花(3) 12.87 (+2.0) 皆木　萌々華(3) 12.87 (+2.0) 谷　優杏(3) 12.96 (+2.0)

春日 大社 横尾 陵南 青雲 武庫東 上甲子園 向洋

ZEN:全日中参加標準記録突破  GR:大会記録  w:追風参考  

２年女子 7月2日 100m

３年女子 7月2日 100m

7月2日 砲丸投

１年女子 7月2日 100m

7月3日 走高跳

7月2日 走幅跳

7月3日 4x100mR

7月3日 100mH

7月3日 800m

7月2日 1500m

共通女子 7月3日 200m



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会 コード 22500178
2 主催者 : （公財）日本陸上競技連盟 /（公財）日本中学校体育連盟 /（一財）兵庫陸上競技協会 兵庫県中学校体育連盟

3 競技場 : 加古川運動公園陸上競技場　 コード 281060
4 開催日 : 2022年7月2日(土) - 7月3日(日)
5 気象条件

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 備考
7 2 9 15 晴れ 34.5 59 西北西 0.9 競技開始

7 2 10 0 晴れ 35.5 60 南南西 2.3

7 2 11 0 晴れ 35.5 57 南 3.1

7 2 12 0 晴れ 35.5 57 南南西 1.4

7 2 13 0 晴れ 35.0 55 南南西 1.0

7 2 14 0 晴れ 35.0 52 南南西 2.0

7 2 15 0 晴れ 34.5 54 南西 2.0

7 2 15 40 晴れ 34.0 59 南西 2.0 競技終了

7 3 9 15 雨 27.5 92 南西 0.6 競技開始

7 3 10 0 曇 30.0 82 南南西 1.9

7 3 11 0 曇 29.0 78 南西 2.0

7 3 12 0 曇 30.5 79 南南西 2.8

7 3 13 0 曇 31.5 69 南西 3.7

7 3 14 0 晴 31.5 66 南南西 3.1

7 3 15 0 曇 30.0 72 南南西 2.2

7 3 16 0 曇 31.0 69 南南西 2.8 競技終了



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.7 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
ハギハラ　ケイ アサヒ  ZEN ヤマモト　トウキ ハマワキ   =ZN 

1 41573 萩原　慧(3) 朝日 Q 11.09 1 12864 山本　柊希(3) 浜脇 Q 11.20
スズキ　リクト カミコウシエン ハシモト　レン フクサキヒガシ

2 13633 鈴木　陸斗(3) 上甲子園 Q 11.24 2 43041 橋本　蓮(3) 福崎東 Q 11.35
イケハラ　トウタ ホウデン ヒガサ　ショウマ フタミ

3 34301 池原　透太(3) 宝殿 11.39 3 32140 樋笠　翔真(3) 二見 11.51
コヤナギ　アキ カコガワヤマテ トマシタ　キリ ホンタモン

4 33052 小柳　葵季(3) 加古川山手 11.66 4 27027 笘下　　惺(3) 本多聞 11.61
ナガタ　カンタ コウヨウ ソノダ　ヒナタ フクダ

5 20088 永田　敢大(3) 向洋 11.67 5 26407 園田　陽向(3) 福田 11.69
マルオ　トキヤ オオクボ イタニ　シンヤ タモンヒガシ

6 31607 丸尾　斗騎哉(3) 大久保 11.70 6 26740 井谷　心哉(3) 多聞東 11.83
モリヤス　コウタ カミ コンドウ　ユウタ オオクボ

7 38919 森安　康太(3) 加美 11.75 7 31605 近藤　裕太(3) 大久保 11.86
フジバヤシ　チヒロ シオセ カドイシ　アツキ ミドリガオカ

8 14207 藤林　千洋(3) 塩瀬 11.78 35413 角石　淳貴(3) 緑が丘 DNF
イトウ　ショウタロウ ナダ オオタニ　コトラ イカワダニ

28461 伊藤　将太郎(3) 灘 DNS 27216 大谷　乎虎(3) 伊川谷 DNS

(+2.8 m/s) (+3.8 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤダ　アキヒロ イボガワ ミキ　リュウノスケ カコガワ

1 51852 矢田　晋啓(3) 揖保川 Q w11.09 1 32884 三木　隆之介(3) 加古川 Q w11.00
オオタニ　ショウマ カコガワ シミズ　ヒロト ヒカミ

2 32885 大谷　翔真(3) 加古川 Q w11.22 2 64401 清水　尋斗(3) 氷上 Q w11.02
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ コバヤシ　タクマ イタミニシ

3 33137 黒嶋　桂(3) 加古川中部 q w11.34 3 19235 小林　拓真(3) 伊丹西 q w11.27
リュウモト　ヒナタ イマヅ ウエダ　ハルト フタミ

4 13759 劉本　陽向(3) 今津 w11.43 4 32135 上田　悠斗(3) 二見 q w11.32
タニモト　リュウシン テンノウジガワ シモグチ　カズキ カミコウシエン

5 19555 谷本　龍心(3) 天王寺川 w11.47 5 13625 下口　一樹(3) 上甲子園 q w11.36
コウミョウ　ショウ ハッケイ タナカ　シュンヤ ヤスムロ

6 60337 光明　翔(3) 八景 w11.67 6 45912 田中　俊陽(3) 安室 w11.49
イケモト　アラシ ベフ フジモト　ソウタ カシマ

33513 池本　嵐(3) 別府 DNS 7 36220 藤本　宗汰(3) 鹿島 w11.58
ナガヤマ　イッサ テンノウジガワ ハマダ　ハルト シカマヒガシ

19552 長山　一咲(3) 天王寺川 DNS 8 41040 濵田　悠人(3) 飾磨東 w11.68
タノウエ　ダイキ ケヤキダイ タカオ　ユウヒ スガノ

60623 田上　大貴(3) けやき台 DNS 9 44002 髙尾　雄飛(3) 菅野 w11.69

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 11:25 (10-2+4)
大会記録 10.68 楊井佑輝緒 （神戸・長峰）  加古川 7/2 13:50 (3-2+2)

7/2 15:05 

３年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

(+3.4 m/s) (+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
フクザキ　リュウキ ホンタモン アンドウ　コウセイ ホウバイ  ZEN 

1 27028 福﨑　竜輝(3) 本多聞 Q w11.04 1 16202 安藤　光惺(3) 宝梅 Q 11.01
ヨシムラ　カズキ シオセ アンドウ　セイマ ゴテンヤマ

2 14209 吉邑　一希(3) 塩瀬 Q w11.19 2 17220 安藤　聖大(3) 御殿山 Q 11.41
ヤマモト　マサト オダ オキノ　ミチ トヨオカミナミ

3 10990 山本　真人(3) 小田 w11.58 3 80152 沖野　未知(3) 豊岡南 11.56
フジワラ　ユウガ シカマヒガシ ウラカド　ソウケン ヤマグチ

4 41032 藤原　悠雅(3) 飾磨東 w11.62 4 14152 浦門　爽絢(3) 山口 11.62
オカムラ　ユウマ ミドリガオカ ヨコヤマ　アルマ セイウン

5 35418 岡村　優磨(3) 緑が丘 w11.65 5 70284 横山　歩磨(3) 青雲 11.63
マツモト　ショウタ カスミダイイチ ハセガワ　タクミ ベフ

6 81060 松本　翔太(3) 香住第一 w11.67 6 33514 長谷川　拓海(3) 別府 11.85
ソノダ　ユウト カワラギ シトウ　ダイキ イタミニシ

7 13596 園田　悠友(3) 瓦木 w11.72 7 19237 紫藤　大貴(3) 伊丹西 11.87
オオタマ　コウキ ハマノミヤ アヤベ　ユウシン タイシニシ

33403 大玉　康稀(3) 浜の宮 DNS 51770 綾部　湧心(3) 太子西 DNS
タカハシ　ユウキ ヒオカ

32975 髙橋　悠生(3) 氷丘 DNS

(+1.0 m/s) (+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
ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ マルイ　ソラ タカツカサ

1 40948 山﨑　大馳(3) 姫路灘 Q 11.31 1 16617 丸井　蒼空(3) 高司 Q 11.21
クボ　カズキ ムコヒガシ マツモト　ハルキ タツノヒガシ

2 12276 久保　一輝(3) 武庫東 Q 11.49 2 51135 松本　明樹(3) 龍野東 Q 11.33
オカダ　ユウヤ タツヤマ ミヤモト　タツキ イタミミナミ

3 36323 丘田　侑也(3) 竜山 11.51 3 19324 宮本　樹(3) 伊丹南 11.52
ナカタニ　ユウト アサヒガオカ キタウチ　ユウキ ササヤマ

4 37284 中谷　悠人(3) 旭丘 11.74 4 62121 北内　裕喜(3) 篠山 11.69
ウエハラ　ミズキ オオマト ヤマモト　ユウキ サンヨウ

5 45801 上原　瑞生(3) 大的 11.86 5 40822 山本　祐生(3) 山陽 11.71
マツシタ　サク タンナン ミヤモト　ユメキ ショウヨウ

6 62732 松下　朔久(3) 丹南 11.93 6 36407 宮本　夢希(3) 松陽 11.81
フジサカ　ユウマ ナダ ハラダ　ケンタロウ マスイ

28468 藤阪　悠真(3) 灘 DNS 7 40134 原田　健太朗(3) 増位 11.85
ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ キドグチ　タイセイ リョウナン

20567 平川　靖士(3) 御影 DNS 33948 木戸口　大成(3) 陵南 DNS

(+1.8 m/s) (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
ヤマダ　ワカト ホウデン  ZEN カイカワ　ヒカル ヒメジナダ  ZEN 

1 34307 山田　吾愛仁(3) 宝殿 Q 11.02 1 40938 貝川　輝(3) 姫路灘 Q 11.17
サワダ　リキナル タモンヒガシ タバタ　カイ ニシノミヤハマギム

2 26747 澤田　力成(3) 多聞東 Q 11.30 2 12711 田畑　開(3) 西宮浜義務 Q 11.38
ムライ　ハルト イブキダイ ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

3 29674 村井　悠人(3) 井吹台 11.63 3 12283 割石　大翔(3) 武庫東 11.57
ハヤカワ　トモキ ニシノミヤハマギム ノムラ　セイリュウ アリノキタ

4 12713 早川　朋希(3) 西宮浜義務 11.65 4 29305 野村　成龍(3) 有野北 11.61
ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ モリ　カズキ タチバナ

5 33415 安田　晟聖(3) 浜の宮 11.72 5 11174 森　一樹(3) 立花 11.65
タノ　ヨシユキ ホンタモン イトウ　コウタロウ カコガワヤマテ

6 27026 田野　善之(3) 本多聞 11.74 6 33055 伊藤　航太朗(3) 加古川山手 11.93
ホリカワ　ユウト タイシャ ヒライ　ダイチ ケヤキダイ

7 12927 堀川　悠斗(3) 大社 11.76 7 60624 平井　大智(3) けやき台 11.96
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ マエヤマ　マサノリ オノ

40946 村瀬　翔汰(3) 姫路灘 DNS 8 37147 前山　正憲(3) 小野 12.15

全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

３年男子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 8組

9組 10組

Q:順位による通過者    ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  =ZN:全日中参加標準タイ記録突破  DNF:途中棄権  w:追風参考  q:プラスによる進出    

5組 6組

リザルトリスト



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.0 m/s) (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
ヤダ　アキヒロ イボガワ  ZEN アンドウ　コウセイ ホウバイ  ZEN 

1 51852 矢田　晋啓(3) 揖保川 Q 11.06 1 16202 安藤　光惺(3) 宝梅 Q 11.04
ミキ　リュウノスケ カコガワ  ZEN シミズ　ヒロト ヒカミ  ZEN 

2 32884 三木　隆之介(3) 加古川 Q 11.15 2 64401 清水　尋斗(3) 氷上 Q 11.15
スズキ　リクト カミコウシエン  ZEN オオタニ　ショウマ カコガワ

3 13633 鈴木　陸斗(3) 上甲子園 q 11.17 3 32885 大谷　翔真(3) 加古川 11.32
ヨシムラ　カズキ シオセ ハシモト　レン フクサキヒガシ

4 14209 吉邑　一希(3) 塩瀬 11.26 4 43041 橋本　蓮(3) 福崎東 11.41
タバタ　カイ ニシノミヤハマギム シモグチ　カズキ カミコウシエン [471]

5 12711 田畑　開(3) 西宮浜義務 11.33 5 13625 下口　一樹(3) 上甲子園 11.48
アンドウ　セイマ ゴテンヤマ クボ　カズキ ムコヒガシ [474]

6 17220 安藤　聖大(3) 御殿山 11.39 6 12276 久保　一輝(3) 武庫東 11.48
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ ハギハラ　ケイ アサヒ

7 33137 黒嶋　桂(3) 加古川中部 11.43 41573 萩原　慧(3) 朝日 DNS
カイカワ　ヒカル ヒメジナダ ヤマモト　トウキ ハマワキ

40938 貝川　輝(3) 姫路灘 DNS 12864 山本　柊希(3) 浜脇 DNS

(+1.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマダ　ワカト ホウデン  ZEN 

1 34307 山田　吾愛仁(3) 宝殿 Q 11.16
マルイ　ソラ タカツカサ [225]

2 16617 丸井　蒼空(3) 高司 Q 11.23
フクザキ　リュウキ ホンタモン [227]

3 27028 福﨑　竜輝(3) 本多聞 q 11.23
マツモト　ハルキ タツノヒガシ

4 51135 松本　明樹(3) 龍野東 11.25
ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ

5 40948 山﨑　大馳(3) 姫路灘 11.31
ウエダ　ハルト フタミ

6 32135 上田　悠斗(3) 二見 11.38
サワダ　リキナル タモンヒガシ

7 26747 澤田　力成(3) 多聞東 11.46
コバヤシ　タクマ イタミニシ

8 19235 小林　拓真(3) 伊丹西 11.54

1組 2組

3組

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  

〈〈 準決勝 〉〉

7/2 15:05 

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 11:25 (10-2+4)
大会記録 10.68 楊井佑輝緒 （神戸・長峰）  加古川 7/2 13:50 (3-2+2)

３年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤダ　アキヒロ イボガワ  ZEN 

1 51852 矢田　晋啓(3) 揖保川 11.11
アンドウ　コウセイ ホウバイ  ZEN 

2 16202 安藤　光惺(3) 宝梅 11.12
マルイ　ソラ タカツカサ

3 16617 丸井　蒼空(3) 高司 11.23
シミズ　ヒロト ヒカミ

4 64401 清水　尋斗(3) 氷上 11.28
スズキ　リクト カミコウシエン

5 13633 鈴木　陸斗(3) 上甲子園 11.30
ヤマダ　ワカト ホウデン

6 34307 山田　吾愛仁(3) 宝殿 11.31
ミキ　リュウノスケ カコガワ

7 32884 三木　隆之介(3) 加古川 11.34
フクザキ　リュウキ ホンタモン

27028 福﨑　竜輝(3) 本多聞 DNS

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組

7/2 15:05 

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 11:25 (10-2+4)
大会記録 10.68 楊井佑輝緒 （神戸・長峰）  加古川 7/2 13:50 (3-2+2)

３年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.9 m/s) (+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
オガワ　ケイヒサ マスイ ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

1 40106 小川　桂央(2) 増位 Q 11.44 1 80165 西村　源斗(2) 豊岡南 Q 11.30
マツオ　カグラ セイウン ハマノ　ショウタ ユラ

2 70201 松尾　奏楽(2) 青雲 Q 11.60 2 70427 濵野　翔太(2) 由良 Q 11.51
ギョウブ　ヒロト カコガワ マツモト　リツキ ハクロショウチュウ

3 32804 刑部　大翔(2) 加古川 Q 11.65 3 40673 松本　律希(2) 白鷺小中 Q 11.69
ナリタ　ソウキ ダイハクショ コタニ　ユウト リョウナン [742]

4 40448 成田　蒼生(2) 大白書 Q 11.72 4 33963 小谷　悠人(2) 陵南 Q 11.75
イシカワ　カイリ ササヤマ コンドウ　ヒサヨシ カスガ [744]

5 62131 石川　翔琳(2) 篠山 q 11.76 5 65103 近藤　久貴(2) 春日 q 11.75
ノグチ　コウキ セイリョウダイ リ　チェヒョン リョウソウ

6 29505 野口　航輝(2) 星陵台 q 11.84 6 33649 リ　チェヒョン(2) 両荘 11.89
ナカザキ　ユヅキ ヒロハタ ナカニシ　カンタ タチバナ

7 41355 中﨑　悠月(2) 広畑 q 11.86 7 11107 中西　敢大(2) 立花 11.93
アライケ　ツバサ ミカゲ ミヤモト　タケノリ ヤマテダイ

8 20571 荒池　翼(2) 御影 11.99 8 17393 宮本　武典(2) 山手台 12.01
イシダ　ハルト サンヨウ フジモト　タイチ イナミ

9 40834 石田　陽大(2) 山陽 12.15 9 39420 藤本　泰地(2) 稲美 12.07

(+0.2 m/s) (+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
フクイ　ユズキ シングウ ツクダ　コウキ ヒラオカ

1 51523 福井　裕月(2) 新宮 Q 11.52 1 33217 佃　紘喜(2) 平岡 Q 11.62
フルタ　カズキ イマヅ ニシ　ライト タカツカサ

2 13775 古田　紀貴(2) 今津 Q 11.63 2 16622 仁志　月人(2) 高司 Q 11.65
キタ　ヒロキ セイドウ ナンジョウ　クウガ リョウナン

3 15521 北　大毅(2) 精道 Q 11.66 3 33961 南條　空芽(2) 陵南 Q 11.89
マツモト　アキト ノノイケ ナカムラ　アユキ ユメサキ

4 31424 松本　晃音(2) 野々池 Q 11.71 4 45508 中村　歩暉(2) 夢前 Q 11.92
マエダ　サクタロウ コウブ シブヤ　レン スズランダイ

5 13426 前田　朔太朗(2) 甲武 11.95 5 23507 澁谷　蓮(2) 鈴蘭台 12.02
スギノ　ケイゴ キヌガワ ミヤワキ　ヒカル イカワダニ

6 31336 杉野　慧吾(2) 衣川 11.98 6 27244 宮脇　輝(2) 伊川谷 12.03
ナカシマ　フヒト アリノキタ キノシタ　ケイタロウ カミカワ

7 29337 中嶋　史(2) 有野北 12.00 7 43592 木下　敬太郎(2) 神河 12.27
サワノ　カイト トヨオカミナミ コキンドウ　タツヤ カンセイガクイン

8 80172 澤野　凱音(2) 豊岡南 12.17 14755 古今堂　辰弥(2) 関西学院 DNS
ドイ　エイジ タイシャ ワカツキ　ショウ ヒダカニシ

9 12947 土井　瑛司(2) 大社 12.22 81522 若槻　翔(2) 日高西 DNS

(+2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オダ　キョウヘイ スミヨシ

1 20481 小田　恭平(2) 住吉 Q w11.38
イバ　リョウセイ マサゴ

2 14417 射場　涼成(2) 真砂 Q w11.65
スエヨシ　ケイタロウ オダキタ

3 10880 末吉　京大朗(2) 小田北 Q w11.67
カガワ　シン カワニシ

4 17903 香川　心(2) 川西 Q w11.87
コザワ　ソウシ イチカワ

5 42810 小澤　蒼士(2) 市川 w12.09
ミヤタ　リュウノスケ ジンナン

6 41602 宮田　竜之介(2) 神南 w12.17
ヤマムラ　ヒロキ シカマニシ

7 41242 山村　弘樹(2) 飾磨西 w12.23
タガワ　タケル カスガ

65100 田川　驍(2) 春日 DNS

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  w:追風参考  

11.02 年綱　晃広 （阪神・塩瀬）  加古川 7/2 14:55 
10.9 和田　篤 （神戸・港島）  王子

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 10:55 (5-4+4)
大会記録 11.02 守屋　良洋 （東播・加古川中部）  加古川 7/2 13:30 (3-2+2)

２年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+2.3 m/s) (+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 フクイ　ユズキ シングウ

1 80165 西村　源斗(2) 豊岡南 Q w11.25 1 51523 福井　裕月(2) 新宮 Q 11.40
キタ　ヒロキ セイドウ オガワ　ケイヒサ マスイ

2 15521 北　大毅(2) 精道 Q w11.43 2 40106 小川　桂央(2) 増位 Q 11.45
スエヨシ　ケイタロウ オダキタ マツモト　アキト ノノイケ

3 10880 末吉　京大朗(2) 小田北 w11.63 3 31424 松本　晃音(2) 野々池 q 11.61
コタニ　ユウト リョウナン ニシ　ライト タカツカサ

4 33963 小谷　悠人(2) 陵南 w11.73 4 16622 仁志　月人(2) 高司 q 11.63
ナカザキ　ユヅキ ヒロハタ イバ　リョウセイ マサゴ

5 41355 中﨑　悠月(2) 広畑 w11.82 5 14417 射場　涼成(2) 真砂 11.68
ハマノ　ショウタ ユラ コンドウ　ヒサヨシ カスガ

70427 濵野　翔太(2) 由良 DQ FS 6 65103 近藤　久貴(2) 春日 11.79
カガワ　シン カワニシ イシカワ　カイリ ササヤマ

17903 香川　心(2) 川西 DNS 7 62131 石川　翔琳(2) 篠山 11.80
マツオ　カグラ セイウン ナンジョウ　クウガ リョウナン

70201 松尾　奏楽(2) 青雲 DNS 8 33961 南條　空芽(2) 陵南 11.82

(+1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オダ　キョウヘイ スミヨシ

1 20481 小田　恭平(2) 住吉 Q 11.45
フルタ　カズキ イマヅ

2 13775 古田　紀貴(2) 今津 Q 11.60
ギョウブ　ヒロト カコガワ

3 32804 刑部　大翔(2) 加古川 11.76
ナリタ　ソウキ ダイハクショ

4 40448 成田　蒼生(2) 大白書 11.83
ナカムラ　アユキ ユメサキ

5 45508 中村　歩暉(2) 夢前 11.90
マツモト　リツキ ハクロショウチュウ

6 40673 松本　律希(2) 白鷺小中 11.93
ノグチ　コウキ セイリョウダイ

7 29505 野口　航輝(2) 星陵台 12.00
ツクダ　コウキ ヒラオカ

33217 佃　紘喜(2) 平岡 DNS

1組 2組

3組

w:追風参考  Q:順位による通過者    DQ:失格  FS:不正スタート  DNS:欠場  q:プラスによる進出    

〈〈 準決勝 〉〉

11.02 年綱　晃広 （阪神・塩瀬）  加古川 7/2 14:55 
10.9 和田　篤 （神戸・港島）  王子

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 10:55 (5-4+4)
大会記録 11.02 守屋　良洋 （東播・加古川中部）  加古川 7/2 13:30 (3-2+2)

２年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+2.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オダ　キョウヘイ スミヨシ

1 20481 小田　恭平(2) 住吉 11.26
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

2 80165 西村　源斗(2) 豊岡南 11.37
オガワ　ケイヒサ マスイ

3 40106 小川　桂央(2) 増位 11.40
ニシ　ライト タカツカサ

4 16622 仁志　月人(2) 高司 11.49
フクイ　ユズキ シングウ

5 51523 福井　裕月(2) 新宮 11.51
キタ　ヒロキ セイドウ

6 15521 北　大毅(2) 精道 11.53
マツモト　アキト ノノイケ [531]

7 31424 松本　晃音(2) 野々池 11.54
フルタ　カズキ イマヅ [537]

8 13775 古田　紀貴(2) 今津 11.54

〈〈 決勝 〉〉

1組

11.02 年綱　晃広 （阪神・塩瀬）  加古川 7/2 14:55 
10.9 和田　篤 （神戸・港島）  王子

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 10:55 (5-4+4)
大会記録 11.02 守屋　良洋 （東播・加古川中部）  加古川 7/2 13:30 (3-2+2)

２年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(-1.0 m/s) (+3.8 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　イツキ イタミミナミ コケナワ　リュウタ タツノヒガシ

1 19356 中村　樹月(1) 伊丹南 Q 12.08 1 51153 苔縄　劉太(1) 龍野東 Q w12.28
タムラ　マサシ イナミ ムラカミ　シュン ダイハクショ

2 39427 田村　将士(1) 稲美 Q 12.24 2 40457 村上　駿(1) 大白書 Q w12.35
オオイ　ジュンキ フクサキニシ モリ　ユウタ シオセ

3 42431 大井　純喜(1) 福崎西 Q 12.51 3 14254 森　祐太(1) 塩瀬 Q w12.39
マエダ　オウスケ サンヨウ サコダ　タイキ ハッケイ

4 40853 前田　桜佑(1) 山陽 12.86 4 60366 迫田　泰希(1) 八景 q w12.40
シバタ　コウセイ ヒョウキョウダイフゾク ウナイ　ジュンノスケ セイウン

5 38538 柴田　晃成(1) 兵教大附属 12.96 5 70204 垂髪　惇乃介(1) 青雲 q w12.47
ヨネモリ　アオイ サンヨウ ハシモト　ケイジロウ スガノ

6 40855 米盛　蒼生(1) 山陽 12.97 6 44013 橋本　啓二朗(1) 菅野 w12.51
ナカノ　エイタ ヤスムロ ミヤノ　ライト ベフ

7 45939 中野　瑛太(1) 安室 13.03 7 33532 宮野　徠斗(1) 別府 w12.60
オカモト　リョウ マスイ ナルミ　アツノリ オオクボキタ

8 40117 岡本　怜(1) 増位 13.10 8 32223 鳴海　篤紀(1) 大久保北 w12.64
カマタニ　ソウスケ ウオズミヒガシ ナカムラ　ユウト カミカワ

32012 鎌谷　奏佑(1) 魚住東 DNS 43507 中村　祐友(1) 神河 DNS

(+2.7 m/s) (+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
エモト　エイチ モトヤマミナミ イケガミ　ソウタ ケヤキダイ

1 20683 江本　英知(1) 本山南 Q w12.17 1 60670 池上　奏汰(1) けやき台 Q w11.84
アンドウ　ソウタ サンヨウ オオダン　リク セイシン

2 40841 安東　蒼太(1) 山陽 Q w12.27 2 29433 大段　璃空(1) 西神 Q w11.94
フジモト　ルイ ハナダ ハマノ　カズトシ ホウデン

3 41936 藤本　琉生(1) 花田 Q w12.33 3 34339 濵野　和俊(1) 宝殿 Q w12.22
セラ　ヒビキ コウベナガサカ キシ　ヒナタ フタミ

4 27114 世良　響(1) 神戸長坂 q w12.38 4 32113 岸　暖大(1) 二見 q w12.34
フジイ　ヨウダイ ニシワキ タムラ　コウタ ベフ

5 34562 藤井　遥大(1) 西脇 w12.52 5 33541 田村　煌汰(1) 別府 w12.66
ハタヤ　ミヅキ キンダイトヨオカ ウチダ　リュウト ケヤキダイ

6 85302 秦谷　海槻(1) 近大豊岡 w12.53 6 60674 内田　龍仁(1) けやき台 w12.71
タケムラ　ソウスケ トヨオカキタ カンダ　リク ヒオカ

7 80208 竹村　颯介(1) 豊岡北 w12.84 7 32993 神田　凌空(1) 氷丘 w12.74
ニシタニ　レイ アサヒ オニヤ　ローレンスジュニア タイサンジ

8 41586 西谷　麗(1) 朝日 w13.01 28127 オニヤ　ローレンスジュニア(1) 太山寺 DNS

1組 2組

3組 4組

Q:順位による通過者    DNS:欠場  w:追風参考  q:プラスによる進出    

〈〈 予選 〉〉

11.3 和田　篤 （神戸・港島）  王子 7/2 14:45 

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 10:35 (4-3+4)
大会記録 11.59 藤原　篤弥 （東播・小野南）  加古川 7/2 13:20 (2-3+2)

１年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+0.1 m/s) (+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
ナカムラ　イツキ イタミミナミ イケガミ　ソウタ ケヤキダイ

1 19356 中村　樹月(1) 伊丹南 Q 12.06 1 60670 池上　奏汰(1) けやき台 Q 11.99
タムラ　マサシ イナミ オオダン　リク セイシン

2 39427 田村　将士(1) 稲美 Q 12.08 2 29433 大段　璃空(1) 西神 Q 12.03
エモト　エイチ モトヤマミナミ ハマノ　カズトシ ホウデン

3 20683 江本　英知(1) 本山南 Q 12.32 3 34339 濵野　和俊(1) 宝殿 Q 12.20
アンドウ　ソウタ サンヨウ オオイ　ジュンキ フクサキニシ

4 40841 安東　蒼太(1) 山陽 12.45 4 42431 大井　純喜(1) 福崎西 q 12.22
セラ　ヒビキ コウベナガサカ コケナワ　リュウタ タツノヒガシ

5 27114 世良　響(1) 神戸長坂 12.52 5 51153 苔縄　劉太(1) 龍野東 q 12.30
フジモト　ルイ ハナダ ウナイ　ジュンノスケ セイウン

6 41936 藤本　琉生(1) 花田 12.53 6 70204 垂髪　惇乃介(1) 青雲 12.65
モリ　ユウタ シオセ キシ　ヒナタ フタミ

7 14254 森　祐太(1) 塩瀬 12.65 7 32113 岸　暖大(1) 二見 12.69
サコダ　タイキ ハッケイ ムラカミ　シュン ダイハクショ

8 60366 迫田　泰希(1) 八景 12.69 8 40457 村上　駿(1) 大白書 12.75

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    

〈〈 準決勝 〉〉

1組 2組

11.3 和田　篤 （神戸・港島）  王子 7/2 14:45 

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 10:35 (4-3+4)
大会記録 11.59 藤原　篤弥 （東播・小野南）  加古川 7/2 13:20 (2-3+2)

１年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イケガミ　ソウタ ケヤキダイ

1 60670 池上　奏汰(1) けやき台 11.98
ナカムラ　イツキ イタミミナミ

2 19356 中村　樹月(1) 伊丹南 12.10
オオダン　リク セイシン

3 29433 大段　璃空(1) 西神 12.17
ハマノ　カズトシ ホウデン

4 34339 濵野　和俊(1) 宝殿 12.26
オオイ　ジュンキ フクサキニシ

5 42431 大井　純喜(1) 福崎西 12.34
エモト　エイチ モトヤマミナミ

6 20683 江本　英知(1) 本山南 12.35
コケナワ　リュウタ タツノヒガシ

51153 苔縄　劉太(1) 龍野東 DNS
タムラ　マサシ イナミ

39427 田村　将士(1) 稲美 DNS

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組

11.3 和田　篤 （神戸・港島）  王子 7/2 14:45 

全日中参加標準記録突破 11.20    7/2 10:35 (4-3+4)
大会記録 11.59 藤原　篤弥 （東播・小野南）  加古川 7/2 13:20 (2-3+2)

１年男子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(-2.2 m/s) (-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
ハギハラ　ケイ アサヒ カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

1 41573 萩原　慧(3) 朝日 Q 22.94 1 40938 貝川　輝(3) 姫路灘 Q 22.93
アンドウ　コウセイ ホウバイ マエサカ　モトミ オオクボキタ

2 16202 安藤　光惺(3) 宝梅 Q 23.54 2 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北 Q 23.32
タニモト　リュウシン テンノウジガワ ヤマサキ　シン ゴシキ

3 19555 谷本　龍心(3) 天王寺川 Q 24.10 3 74006 山﨑　心(3) 五色 Q 23.43
サワダ　リキナル タモンヒガシ ハシモト　レン フクサキヒガシ

4 26747 澤田　力成(3) 多聞東 24.34 4 43041 橋本　蓮(3) 福崎東 q 23.64
ヨコヤマ　アルマ セイウン フジモト　ソウタ カシマ

5 70284 横山　歩磨(3) 青雲 24.40 5 36220 藤本　宗汰(3) 鹿島 q 23.82
コウノ　トモヤ イブキダイ イチジマ　ユウキ ジユウガオカ

6 29679 河野　友弥(3) 井吹台 24.51 6 35534 市島　悠貴(3) 自由が丘 q 24.11
コバヤシ　アオト シカマヒガシ マルオ　トキヤ オオクボ

7 41036 小林　碧音(3) 飾磨東 24.92 7 31607 丸尾　斗騎哉(3) 大久保 24.34
フジサカ　ユウマ ナダ タナカ　シュンヤ ヤスムロ

28468 藤阪　悠真(3) 灘 DNS 8 45912 田中　俊陽(3) 安室 24.58
ヨシムラ　カズキ シオセ アヤベ　ユウシン タイシニシ

14209 吉邑　一希(3) 塩瀬 DNS 51770 綾部　湧心(3) 太子西 DNS

(-1.5 m/s) (-2.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クボ　タクミ シオセ ヤマモト　トウキ ハマワキ  ZEN 

1 14203 久保　拓己(3) 塩瀬 Q 23.01 1 12864 山本　柊希(3) 浜脇 Q 22.42
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ ヤダ　アキヒロ イボガワ

2 33137 黒嶋　桂(3) 加古川中部 Q 23.82 2 51852 矢田　晋啓(3) 揖保川 Q 23.90
オカダ　ユウヤ タツヤマ スズキ　リクト カミコウシエン

3 36323 丘田　侑也(3) 竜山 Q 24.02 3 13633 鈴木　陸斗(3) 上甲子園 Q 23.95
タケトシ　リュウ カコガワ キハラ　ヒロト アリノ

4 32887 竹歳　龍(3) 加古川 24.24 4 29244 木原　寛斗(3) 有野 q 24.14
ヨシムラ　ケイタ ハマワキ クボ　カズキ ムコヒガシ

5 12865 吉村　啓汰(3) 浜脇 24.81 5 12276 久保　一輝(3) 武庫東 q 24.15
シバタ　レント サンヨウ マツバラ　ケンシロウ イナガワ

6 40812 柴田　漣斗(3) 山陽 24.83 6 18581 松原　賢志郎(3) 猪名川 24.27
ミヤモト　ユメキ ショウヨウ フジワラ　ユウガ シカマヒガシ

7 36407 宮本　夢希(3) 松陽 25.05 7 41032 藤原　悠雅(3) 飾磨東 24.56
ナガヤマ　イッサ テンノウジガワ ナリタ　ソウキ ダイハクショ

19552 長山　一咲(3) 天王寺川 DNS 8 40448 成田　蒼生(2) 大白書 24.69
シミズ　ヒロト ヒカミ オガワ　ケイヒサ マスイ

64401 清水　尋斗(3) 氷上 DNS 40106 小川　桂央(2) 増位 DNS

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

全日中参加標準記録突破 22.75    7/3 11:30 (6-3+6)
大会記録 21.97 楊井佑輝緒 （神戸・長峰）  加古川 7/3 13:30 (3-2+2)

21.9 和田　篤 （神戸・港島）  王子 7/3 15:15 

共通男子200m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

(-1.6 m/s) (-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
フクザキ　リュウキ ホンタモン ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

1 27028 福﨑　竜輝(3) 本多聞 Q 23.19 1 80165 西村　源斗(2) 豊岡南 Q 23.49
オオタニ　ショウマ カコガワ フクイ　ユズキ シングウ

2 32885 大谷　翔真(3) 加古川 Q 23.63 2 51523 福井　裕月(2) 新宮 Q 23.93
シモグチ　カズキ カミコウシエン ウエハラ　ミズキ オオマト

3 13625 下口　一樹(3) 上甲子園 Q 23.94 3 45801 上原　瑞生(3) 大的 Q 24.27
タバタ　カイ ニシノミヤハマギム イケハラ　トウタ ホウデン

4 12711 田畑　開(3) 西宮浜義務 q 24.02 4 34301 池原　透太(3) 宝殿 24.74
コバヤシ　タクマ イタミニシ コウミョウ　ショウ ハッケイ

5 19235 小林　拓真(3) 伊丹西 24.23 60337 光明　翔(3) 八景 DQ FS
キタウチ　ユウキ ササヤマ オオウラ　ブンタ オオクボ

6 62121 北内　裕喜(3) 篠山 24.36 31604 大浦　文太(3) 大久保 DQ FS
ナカタニ　ユウト アサヒガオカ マツモト　リツキ ハクロショウチュウ

7 37284 中谷　悠人(3) 旭丘 24.57 40673 松本　律希(2) 白鷺小中 DNS
マツシタ　サク タンナン オキノ　ミチ トヨオカミナミ

8 62732 松下　朔久(3) 丹南 24.74 80152 沖野　未知(3) 豊岡南 DNS
ムライ　ハルト イブキダイ ヤマダ　ワカト ホウデン

29674 村井　悠人(3) 井吹台 DNS 34307 山田　吾愛仁(3) 宝殿 DNS

全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  DQ:失格  FS:不正スタート  

加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子200m

〈〈 予選 〉〉

5組 6組

リザルトリスト



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(-2.8 m/s) (-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
ヤマモト　トウキ ハマワキ カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

1 12864 山本　柊希(3) 浜脇 Q 22.84 1 40938 貝川　輝(3) 姫路灘 Q 23.41
マエサカ　モトミ オオクボキタ シモグチ　カズキ カミコウシエン

2 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北 Q 23.35 2 13625 下口　一樹(3) 上甲子園 Q 24.23
ヤマサキ　シン ゴシキ タニモト　リュウシン テンノウジガワ

3 74006 山﨑　心(3) 五色 q 23.37 3 19555 谷本　龍心(3) 天王寺川 24.24
ハシモト　レン フクサキヒガシ フジモト　ソウタ カシマ

4 43041 橋本　蓮(3) 福崎東 q 23.76 4 36220 藤本　宗汰(3) 鹿島 24.27
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ キハラ　ヒロト アリノ

5 80165 西村　源斗(2) 豊岡南 23.87 5 29244 木原　寛斗(3) 有野 24.80
フクイ　ユズキ シングウ フクザキ　リュウキ ホンタモン

6 51523 福井　裕月(2) 新宮 24.04 27028 福﨑　竜輝(3) 本多聞 DNF
クボ　カズキ ムコヒガシ ヤダ　アキヒロ イボガワ

7 12276 久保　一輝(3) 武庫東 24.20 51852 矢田　晋啓(3) 揖保川 DNS
ウエハラ　ミズキ オオマト アンドウ　コウセイ ホウバイ

8 45801 上原　瑞生(3) 大的 25.01 16202 安藤　光惺(3) 宝梅 DNS

(-2.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ

1 33137 黒嶋　桂(3) 加古川中部 Q 23.70
オカダ　ユウヤ タツヤマ

2 36323 丘田　侑也(3) 竜山 Q 23.98
オオタニ　ショウマ カコガワ

3 32885 大谷　翔真(3) 加古川 24.00
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ

4 35534 市島　悠貴(3) 自由が丘 24.10
タバタ　カイ ニシノミヤハマギム

5 12711 田畑　開(3) 西宮浜義務 24.21
クボ　タクミ シオセ

14203 久保　拓己(3) 塩瀬 DNS
ハギハラ　ケイ アサヒ

41573 萩原　慧(3) 朝日 DNS
スズキ　リクト カミコウシエン

13633 鈴木　陸斗(3) 上甲子園 DNS

1組 2組

3組

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNF:途中棄権  DNS:欠場  

〈〈 準決勝 〉〉

21.9 和田　篤 （神戸・港島）  王子 7/3 15:15 

全日中参加標準記録突破 22.75    7/3 11:30 (6-3+6)
大会記録 21.97 楊井佑輝緒 （神戸・長峰）  加古川 7/3 13:30 (3-2+2)

共通男子200m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(-1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　トウキ ハマワキ  ZEN 

1 12864 山本　柊希(3) 浜脇 22.72
マエサカ　モトミ オオクボキタ

2 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北 23.10
ヤマサキ　シン ゴシキ

3 74006 山﨑　心(3) 五色 23.50
ハシモト　レン フクサキヒガシ

4 43041 橋本　蓮(3) 福崎東 23.70
オカダ　ユウヤ タツヤマ

5 36323 丘田　侑也(3) 竜山 24.15
クロシマ　ケイ カコガワチュウブ

6 33137 黒嶋　桂(3) 加古川中部 24.20
カイカワ　ヒカル ヒメジナダ

40938 貝川　輝(3) 姫路灘 DNS
シモグチ　カズキ カミコウシエン

13625 下口　一樹(3) 上甲子園 DNS

共通男子200m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 22.75    7/3 11:30 (6-3+6)
大会記録 21.97 楊井佑輝緒 （神戸・長峰）  加古川 7/3 13:30 (3-2+2)

21.9 和田　篤 （神戸・港島）  王子 7/3 15:15 

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組



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
キヨク　トキオミ アサヒ マエサカ　モトミ オオクボキタ  ZEN 

1 41576 清久　時臣(3) 朝日 q 51.63 1 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北 q 51.08
ヤモチ　リュウダイ タンナン トヨムラ　コウタ オオクボ

2 62733 矢持　龍大(3) 丹南 q 52.29 2 31606 豊村　宏太(3) 大久保 q 51.96
ユウキ　リョウマ オオハラ シバタ　レント サンヨウ

3 29156 由木　亮海(3) 大原 q 53.66 3 40812 柴田　漣斗(3) 山陽 q 53.51
マツモト　ショウタ カスミダイイチ ハセガワ　タクミ ベフ

4 81060 松本　翔太(3) 香住第一 54.32 4 33514 長谷川　拓海(3) 別府 54.18
コバヤシ　アオト シカマヒガシ ヒサバヤシ　ハルキ キタコウベ

5 41036 小林　碧音(3) 飾磨東 54.46 5 24192 久林　陽稀(3) 北神戸 54.22
ヨコタ　カエラ コウヨウ コウノ　トモヤ イブキダイ

6 20084 横田　叶偉(3) 向洋 54.60 6 29679 河野　友弥(3) 井吹台 55.07
フジオカ　ユウト カワニシ カワモト　マキト アリノキタ

7 17926 藤岡　優斗(3) 川西 55.31 7 29331 川本　槙人(2) 有野北 55.61
フジバヤシ　チヒロ シオセ ヒライ　ダイチ ケヤキダイ

8 14207 藤林　千洋(3) 塩瀬 57.82 60624 平井　大智(3) けやき台 DNS

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イダ　リョウスケ トヨオカキタ クボ　タクミ シオセ  ZEN 

1 80263 伊田　涼助(3) 豊岡北 q 51.73 1 14203 久保　拓己(3) 塩瀬 q 49.92
カジワラ　ゲンキ アライ ヤマグチ　ショウマ イナミキタ

2 36136 梶原　元希(3) 荒井 q 52.12 2 39583 山口　正真(3) 稲美北 q 52.24
マツバラ　ケンシロウ イナガワ コタケ　リョウジ オオツ

3 18581 松原　賢志郎(3) 猪名川 q 52.58 3 46140 小竹　遼志(3) 大津 q 53.31
ミキ　ショウマ ソノダヒガシ フジオ　コウダイ ヒメジナダ

4 11816 三木　翔真(3) 園田東 q 53.81 4 40945 藤尾　晃大(3) 姫路灘 q 53.54
ツジ　イツキ シンダイフゾクチュウ マエダ　カズキ ミナトガワ

5 28219 辻　樹輝(3) 神大附属 q 54.04 5 22357 前田　和希(3) 湊川 q 54.17
ヤマモト　コタロウ カミコウシエン キクタニ　レオ カシマ

6 13631 山本　琥太朗(3) 上甲子園 54.60 6 36221 菊谷　玲雄(3) 鹿島 55.13
マツオ　タイオウ セイウン ミヤシタ　コウヘイ オダ

7 70282 松尾　大桜(3) 青雲 55.38 7 10987 宮下　航平(3) 小田 55.79

1組 2組

3組 4組

q:プラスによる進出    ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  

〈〈 予選 〉〉

全日中参加標準記録突破 51.60    7/2 12:20 (4-0+16)
大会記録 49.66 中川　諒 （但馬・豊岡南）  加古川 7/2 15:20 

共通男子400m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



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
コタケ　リョウジ オオツ クボ　タクミ シオセ  ZEN 

1 46140 小竹　遼志(3) 大津 53.72 1 14203 久保　拓己(3) 塩瀬 50.84
マツバラ　ケンシロウ イナガワ マエサカ　モトミ オオクボキタ  ZEN 

2 18581 松原　賢志郎(3) 猪名川 53.89 2 32277 前坂　孟毅(3) 大久保北 51.27
ユウキ　リョウマ オオハラ キヨク　トキオミ アサヒ

3 29156 由木　亮海(3) 大原 53.99 3 41576 清久　時臣(3) 朝日 51.65
フジオ　コウダイ ヒメジナダ カジワラ　ゲンキ アライ

4 40945 藤尾　晃大(3) 姫路灘 54.06 4 36136 梶原　元希(3) 荒井 52.08
シバタ　レント サンヨウ ヤモチ　リュウダイ タンナン

5 40812 柴田　漣斗(3) 山陽 55.01 5 62733 矢持　龍大(3) 丹南 52.50
ツジ　イツキ シンダイフゾクチュウ トヨムラ　コウタ オオクボ

6 28219 辻　樹輝(3) 神大附属 55.15 6 31606 豊村　宏太(3) 大久保 52.51
マエダ　カズキ ミナトガワ イダ　リョウスケ トヨオカキタ

7 22357 前田　和希(3) 湊川 55.21 7 80263 伊田　涼助(3) 豊岡北 52.55
ミキ　ショウマ ソノダヒガシ ヤマグチ　ショウマ イナミキタ

8 11816 三木　翔真(3) 園田東 55.24 39583 山口　正真(3) 稲美北 DNS

共通男子400m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 51.60    7/2 12:20 (4-0+16)
大会記録 49.66 中川　諒 （但馬・豊岡南）  加古川 7/2 15:20 

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

B組 A組



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
フクシマ　ハヤテ イタミミナミ フクダ　ユイト ハマワキ

1 19321 福嶋　颯海(3) 伊丹南 q 2:00.78 1 12861 福田　結仁(3) 浜脇 q 2:01.95
コタケ　リョウジ オオツ ギョウテン　ハルオ オオイケ

2 46140 小竹　遼志(3) 大津 q 2:02.49 2 23033 行天　晴郎(3) 大池 q 2:01.97
アダチ　ショウタ マスイ タムラ　ユウセイ ヒメジナダ

3 40105 足立　昌汰(2) 増位 q 2:04.80 3 40943 田村　優成(3) 姫路灘 2:06.58
ヨコヤマ　ハヤト シオセ ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ

4 14218 横山　隼士(3) 塩瀬 2:05.84 4 33241 村上　大佑(3) 平岡 2:07.51
ミサカ　マサツグ シングウ ヤマモト　ハルト ハッケイ

5 51507 三坂　真嗣(3) 新宮 2:06.68 5 60355 山本　遥大(2) 八景 2:09.99
タケ　ショウタロウ モトヤマ マルヤマ　ハルト シングウ

6 20303 武　正太郎(3) 本山 2:07.89 6 51525 丸山　遥大(2) 新宮 2:10.70
イノウエ　アサヒ マスイ テンジン　ユキノジョウ ウエガハラ

7 40130 井上　旭(3) 増位 2:08.92 7 13135 天神　幸之丞(3) 上ケ原 2:11.19
ヤマダ　ミノリ ヒメジタカオカ オクミチ　ダイチ アコウニシ

8 40392 山田　実宗(3) 姫路高丘 2:11.16 8 50780 奥道　大地(3) 赤穂西 2:14.71

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　ショウマ イナミキタ  ZEN アカサカ　ユウスケ ハッケイ  ZEN 

1 39583 山口　正真(3) 稲美北 q 1:59.25 1 60331 赤坂　勇輔(3) 八景 q 1:58.58
キヨク　トキオミ アサヒ ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン

2 41576 清久　時臣(3) 朝日 q 2:02.26 2 28505 林　信成(3) 六甲学院 q 2:03.19
タニ　ケイタ ユリノキダイ コミチ　ヒビキ ゴシキ

3 60905 谷　佳汰(3) ゆりのき台 q 2:03.99 3 74011 小道　響来(3) 五色 2:05.92
イダ　リョウスケ トヨオカキタ ヤマモト　レン ミドリガオカ

4 80263 伊田　涼助(3) 豊岡北 q 2:04.39 4 35410 山本　蓮(3) 緑が丘 2:06.25
キノシタ　ハル カンセイガクイン コバヤシ　タイガ タンナン

5 14751 木下　颯(3) 関西学院 2:06.40 5 62744 小林　大河(3) 丹南 2:06.35
ナカシマ　タケル コウデラ ハットリ　ヤマト オオツ

6 43205 中島　丈瑠(2) 香寺 2:06.74 6 46143 服部　倭和(3) 大津 2:06.85
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ タケガワ　ケイシ フクサキニシ

7 33424 髙林　恭大(2) 浜の宮 2:08.31 7 42419 竹川　圭史(3) 福崎西 2:09.12
オカダ　ヒロユキ ミキ サイトウ　ユウイチ タルミ

8 35079 岡田　祐幸(3) 三木 2:13.53 8 26547 齊藤　宥一(3) 垂水 2:15.43

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ウメダ　リク オオハラ  ZEN モリ　ソウダイ カスミダイイチ  ZEN 

1 29102 梅田　大陸(2) 大原 q 2:00.25 1 81061 森　蒼大(3) 香住第一 q 2:00.15
コニシ　ダイチ タイシャ シバサキ　ユウスケ キンダイトヨオカ

2 12941 小西　大地(2) 大社 q 2:04.60 2 85301 柴崎　雄介(2) 近大豊岡 q 2:03.47
コンドウ　リョウタ カスガ ミクニ　ユウキ カミコウシエン

3 65193 近藤　涼太(3) 春日 2:05.64 3 13624 三國　悠貴(3) 上甲子園 q 2:05.33
クワハラ　フキタロウ オオイケ ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

4 23044 桑原　蕗太郎(2) 大池 2:08.11 4 33412 中道　琉惺(3) 浜の宮 2:05.57
ヤブノ　ショウタ イナガワ スズキ　リョウタ スズランダイ

5 18598 薮野　翔太(3) 猪名川 2:08.53 5 23504 鈴木　涼太(2) 鈴蘭台 2:08.48
ヤマグチ　サクト イナミキタ カマクラ　ユウ シオセ

6 39584 山口　朔門(3) 稲美北 2:09.68 6 14212 鎌倉　優(3) 塩瀬 2:09.31
オノ　ソウ シオセ アベ　アツヒサ オノ

7 14219 小野　漱(3) 塩瀬 2:10.10 7 37141 阿部　篤尚(3) 小野 2:10.15
ヨコヤマ　サトシ ジョウヨウ

8 12158 横山　史(2) 常陽 2:10.48

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6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 2:00.50    7/3 10:55 (6-0+16)
大会記録 1:56.9 足立　俊治 （丹有・柏原）  王子 7/3 14:55 

共通男子800m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



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
アダチ　ショウタ マスイ アカサカ　ユウスケ ハッケイ

1 40105 足立　昌汰(2) 増位 2:04.94 1 60331 赤坂　勇輔(3) 八景 2:01.90
コニシ　ダイチ タイシャ ウメダ　リク オオハラ

2 12941 小西　大地(2) 大社 2:04.96 2 29102 梅田　大陸(2) 大原 2:02.39
ミクニ　ユウキ カミコウシエン フクダ　ユイト ハマワキ

3 13624 三國　悠貴(3) 上甲子園 2:05.33 3 12861 福田　結仁(3) 浜脇 2:02.79
コタケ　リョウジ オオツ ギョウテン　ハルオ オオイケ

4 46140 小竹　遼志(3) 大津 2:05.34 4 23033 行天　晴郎(3) 大池 2:03.05
イダ　リョウスケ トヨオカキタ ヤマグチ　ショウマ イナミキタ

5 80263 伊田　涼助(3) 豊岡北 2:05.58 5 39583 山口　正真(3) 稲美北 2:03.49
ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン フクシマ　ハヤテ イタミミナミ

6 28505 林　信成(3) 六甲学院 2:06.44 6 19321 福嶋　颯海(3) 伊丹南 2:03.53
タニ　ケイタ ユリノキダイ モリ　ソウダイ カスミダイイチ

60905 谷　佳汰(3) ゆりのき台 DNS 7 81061 森　蒼大(3) 香住第一 2:03.67
シバサキ　ユウスケ キンダイトヨオカ キヨク　トキオミ アサヒ

85301 柴崎　雄介(2) 近大豊岡 DNS 8 41576 清久　時臣(3) 朝日 2:04.72

共通男子800m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 2:00.50    7/3 10:55 (6-0+16)
大会記録 1:56.9 足立　俊治 （丹有・柏原）  王子 7/3 14:55 

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

B組 A組



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
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ  ZEN タナカ　イッキ ヒメジナダ  ZEN 

1 33239 新妻　昂己(3) 平岡 4:02.07 1 40942 田中　壱基(3) 姫路灘 4:07.15
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ  ZEN タカノ　シュウスケ ヒメジナダ

2 33240 新妻　遼己(3) 平岡 4:02.17 2 40941 高野　修輔(3) 姫路灘 4:13.19
フクシマ　ハルカ テンノウジガワ  ZEN フクシマ　ハヤテ イタミミナミ

3 19553 福嶋　遙(3) 天王寺川 4:03.62 3 19321 福嶋　颯海(3) 伊丹南 4:13.97
アカサカ　ユウスケ ハッケイ  ZEN ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

4 60331 赤坂　勇輔(3) 八景 4:05.45 4 33412 中道　琉惺(3) 浜の宮 4:14.32
フクイ　ショウ トヨトミショウチュウ  ZEN ヤシマ　ハルキ イナミキタ

5 41731 福井　翔(3) 豊富小中 4:05.51 5 39582 八嶋　春樹(3) 稲美北 4:14.41
ウメダ　リク オオハラ  ZEN モリタ　サトシ イナガワ

6 29102 梅田　大陸(2) 大原 4:05.70 6 18597 森田　聡(3) 猪名川 4:17.15
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ  ZEN ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ

7 33413 七條　拓也(3) 浜の宮 4:06.11 7 33241 村上　大佑(3) 平岡 4:17.27
ヤマサキ　トシカズ ヤスムロ  ZEN タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ

8 45998 山崎　寿和(3) 安室 4:06.28 8 33424 髙林　恭大(2) 浜の宮 4:18.02
タニダ　ソウタロウ アリノキタ  ZEN ドイ　マサムネ ヒラオカ

9 29336 谷田　颯太朗(2) 有野北 4:06.49 9 33237 土居　正宗(3) 平岡 4:18.15
アダチ　ショウタ マスイ  ZEN ツジモト　カツキ イナミ

10 40105 足立　昌汰(2) 増位 4:06.58 10 39417 辻本　克紀(3) 稲美 4:18.34
サクマ　タイチ カシマ  ZEN ウメモト　リクト アリノ

11 36225 作間　太一(3) 鹿島 4:07.09 11 29241 梅本　陸翔(3) 有野 4:24.73
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン ヨコヤマ　ロク セイウン

12 34308 若林　司(3) 宝殿 4:12.22 12 70285 横山　路空(3) 青雲 4:26.48
コミチ　ヒビキ ゴシキ

13 74011 小道　響来(3) 五色 4:19.46

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モリ　ソウダイ カスミダイイチ カワイ　ジナン オノ

1 81061 森　蒼大(3) 香住第一 4:14.42 1 37144 河合　仁楠(3) 小野 4:17.92
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ フクダ　ユイト ハマワキ

2 34710 佐伯　優月(3) 西脇南 4:14.94 2 12861 福田　結仁(3) 浜脇 4:19.64
エミ　マキト シングウ ナカシマ　タケル コウデラ

3 51503 江見　槙人(3) 新宮 4:17.51 3 43205 中島　丈瑠(2) 香寺 4:20.23
ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン トミナガ　コウセイ ヤスムロ

4 28505 林　信成(3) 六甲学院 4:17.82 4 45902 富永　晄生(2) 安室 4:20.32
タムラ　ユウセイ ヒメジナダ シバ　タクミ タダ

5 40943 田村　優成(3) 姫路灘 4:21.76 5 18074 芝　拓海(3) 多田 4:22.15
イシイ　ソウア ミキヒガシ トクナガ　タイガ ヤスムロ

6 35663 石井　颯亜(2) 三木東 4:22.38 6 45901 徳永　泰雅(2) 安室 4:22.17
ミサカ　マサツグ シングウ ミクニ　ユウキ カミコウシエン

7 51507 三坂　真嗣(3) 新宮 4:24.16 7 13624 三國　悠貴(3) 上甲子園 4:24.33
オオハシ　ユウト ゴシキ センダイ　トア カシマ

8 74000 大橋　悠人(3) 五色 4:24.46 8 36203 千代　翔愛(2) 鹿島 4:25.60
テンジン　ユキノジョウ ウエガハラ フジタ　ルア ミキ

9 13135 天神　幸之丞(3) 上ケ原 4:27.92 9 35082 藤多　琉碧(3) 三木 4:25.65
クボタ　トワ ヒヨドリダイ ハナダ　ケイタ カコガワチュウブ

10 23702 久保田　飛羽(2) 鵯台 4:33.13 10 33177 花田　圭大(2) 加古川中部 4:26.34
カキモト　タケル シカマヒガシ フクイ　コタロウ ヤスムロ

11 41039 垣本　尊琉(3) 飾磨東 4:36.86 11 45996 福井　虎太朗(3) 安室 4:26.55
ナカガキ　ハヤト オオクラ モリモト　ライセイ キタコウベ

31283 中垣　颯斗(3) 大蔵 DNS 12 24179 盛本　頼晴(3) 北神戸 4:35.52

1組 2組

3組 4組

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

全日中参加標準記録突破 4:08.50    7/2 10:00 
大会記録 3:55.90 池田　親 （東播・加古川山手）  加古川

共通男子1500m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
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
ユ　ソンジェ サンヨウ カナザワ　トシキ サンヨウ

1 40854 ユ　ソンジェ(1) 山陽 4:28.14 1 40844 金澤　俊輝(1) 山陽 4:36.93
エノモト　ショウマ ミキヒガシ コガ　ナオト オオハラ

2 35675 榎本　翔馬(1) 三木東 4:28.44 2 29124 古賀　三大(1) 大原 4:41.80
イナガキ　カイン カミコウシエン タカタ　ユキヤ ツナ

3 13675 稲垣　翔馴(1) 上甲子園 4:29.61 3 74402 髙田　有希也(1) 津名 4:42.73
ナカムラ　シオン ヤスムロ ウエダ　コウシ シンダイフゾクチュウ

4 45932 中村　心音(1) 安室 4:32.78 4 28225 上田　浩士(1) 神大附属 4:42.97
フジタ　アツト ヤスムロ モリモト　オウスケ ホウデン

5 45934 藤田　敦人(1) 安室 4:33.11 5 34342 森元　櫻介(1) 宝殿 4:43.01
キダ　ダイリ ナンダン ホリ　ユウト ダイハクショ

6 72453 喜田　大利(1) 南淡 4:35.95 6 40456 堀　友翔(1) 大白書 4:43.44
ノグチ　ソウキ ケヤキダイ オカダ　カイト ヒメジタカオカ

7 60682 野口　奏輝(1) けやき台 4:36.11 7 40311 岡田　快斗(1) 姫路高丘 4:46.38
マツシタ　イブキ カイバラ ワタナベ　ユウガ オノ

8 64127 松下　伊吹(1) 柏原 4:36.87 8 37109 渡邊　裕珂(1) 小野 4:46.91
ナカノ　ジュン カミカワ ワキ　ケンタロウ ミキヒガシ

9 43506 中野　純(1) 神河 4:39.70 9 35679 和木　健太郎(1) 三木東 4:49.87
モモオ　ソウシ サクラガオカ ナカタニ　タカラ イナミキタ

10 27441 桃尾　奏志(1) 桜が丘 4:51.57 10 39522 中谷　鳳良(1) 稲美北 4:52.41
アリサト　ハルキ ミキヒガシ ヨシウラ　イクト ユメサキ

35674 在里　悠希(1) 三木東 DNS 11 45515 吉浦　育飛(1) 夢前 4:57.56
キシモト　シュウマ アボシ ウエダ　ユウト ミキヒガシ

41462 岸本　周真(1) 網干 DNS 35678 上田　悠翔(1) 三木東 DNS
クサカ　トウマ ホウデン サカグチ　トモアキ ウエノ

34334 草賀　斗真(1) 宝殿 DNS 21148 坂口　智明(1) 上野 DNS

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

全日中参加標準記録突破 4:08.50    7/2 14:10 
大会記録 4:19.05 新妻　遼己 （東播・平岡）  神戸総合

１年男子1500m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
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
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ  ZEN-GR タカノ　シュウスケ ヒメジナダ

1 33240 新妻　遼己(3) 平岡 8:38.27 1 40941 高野　修輔(3) 姫路灘 8:58.03
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ  ZEN-GR カワイ　ジナン オノ

2 33239 新妻　昂己(3) 平岡 8:41.51 2 37144 河合　仁楠(3) 小野 9:06.95
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン  ZEN ナカガキ　ハヤト オオクラ

3 34308 若林　司(3) 宝殿 8:48.11 3 31283 中垣　颯斗(3) 大蔵 9:15.06
フクイ　ショウ トヨトミショウチュウ  ZEN トミナガ　コウセイ ヤスムロ

4 41731 福井　翔(3) 豊富小中 8:49.75 4 45902 富永　晄生(2) 安室 9:18.79
フクシマ　ハルカ テンノウジガワ  ZEN トクナガ　タイガ ヤスムロ

5 19553 福嶋　遙(3) 天王寺川 8:50.39 5 45901 徳永　泰雅(2) 安室 9:19.08
タナカ　イッキ ヒメジナダ  ZEN カワウチ　ガク オオイケ

6 40942 田中　壱基(3) 姫路灘 8:50.75 6 23035 河内　岳(3) 大池 9:19.10
サクマ　タイチ カシマ  ZEN モモキ　アイキ アサギリ

7 36225 作間　太一(3) 鹿島 8:53.66 7 31165 桃木　愛希(3) 朝霧 9:22.62
ヤマサキ　トシカズ ヤスムロ  ZEN イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ

8 45998 山崎　寿和(3) 安室 8:54.53 8 26607 稲葉　俊也(3) 歌敷山 9:24.19
ヤシマ　ハルキ イナミキタ  ZEN オオヤマ　トキト ナルオ

9 39582 八嶋　春樹(3) 稲美北 8:55.41 9 13821 大山　時和(3) 鳴尾 9:28.02
タニダ　ソウタロウ アリノキタ  ZEN フクイ　コタロウ ヤスムロ

10 29336 谷田　颯太朗(2) 有野北 8:55.77 10 45996 福井　虎太朗(3) 安室 9:29.07
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ  ZEN オオハシ　ユウト ゴシキ

11 34710 佐伯　優月(3) 西脇南 8:56.55 11 74000 大橋　悠人(3) 五色 9:29.31
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ シライシ　イッサ ホウデン

12 33413 七條　拓也(3) 浜の宮 8:57.44 12 34323 白石　一颯(2) 宝殿 9:32.35
フジオカ　コウタロウ アリノ クボタ　トワ ヒヨドリダイ

13 29263 藤岡　孝太郎(3) 有野 9:09.27 13 23702 久保田　飛羽(2) 鵯台 9:34.13
ツジモト　カツキ イナミ イヌイ　コウタロウ ミナトガワ

14 39417 辻本　克紀(3) 稲美 9:15.52 14 22351 乾　航太朗(3) 湊川 9:34.32
ドイ　マサムネ ヒラオカ タマイ　ノア ミナミヒバリガオカ

15 33237 土居　正宗(3) 平岡 9:48.39 15 16732 玉井　希空(2) 南ひばりガ丘 9:36.73
ウメモト　リクト アリノ テラモト　ユラ シカマヒガシ

29241 梅本　陸翔(3) 有野 DNS 16 41037 寺本　悠良(3) 飾磨東 9:59.57
マエダ　カイリ カコガワチュウブ カスヤ　ヒカル カンキ

33144 前田　浬(3) 加古川中部 DNS 17 33759 糟谷　輝(3) 神吉 10:04.50

ZEN:全日中参加標準記録突破  GR:大会記録  DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

全日中参加標準記録突破 8:57.00    7/3 10:10 
大会記録 8:45.38 中尾　大樹 （東播・宝殿）  加古川

共通男子3000m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+2.6 m/s) (+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
ムラタ　シュン タチバナ イマニシ　エイタ トヨオカミナミ  ZEN 

1 11173 村田　隼(3) 立花 Q w13.63 1 80158 今西　瑛大(3) 豊岡南 Q 14.51
オカムラ　ユウマ ミドリガオカ イシダ　シュウヤ イチジマ

2 35418 岡村　優磨(3) 緑が丘 Q w15.19 2 65342 石田　柊哉(3) 市島 Q 15.11
フジモト　シュンキ ソノダ ナンジョウ　クウガ リョウナン

3 11343 藤本　駿希(3) 園田 Q w15.22 3 33961 南條　空芽(2) 陵南 Q 16.10
クワタ　リュウヤ ムコ フクナガ　コウダイ ジンナン

4 11431 桑田　龍哉(3) 武庫 Q w15.81 4 41601 福永　晃大(2) 神南 Q 16.18
ヒガシバタ　ユウキ シロヤマ ミヤカワ　トモキ ソノダヒガシ

5 41895 東畑　勇輝(3) 城山 w16.17 5 11817 宮川　友希(3) 園田東 16.21
マツイ　アキト ミドリガオカ スザキ　ユウト ニシノミヤハマギム

6 35409 松居　暉大(3) 緑が丘 w16.31 6 12708 須﨑　悠斗(3) 西宮浜義務 16.25
キムラ　ユウタ オオクラ ササタニ　コウシロウ ボウカイ

7 31290 木村　優太(3) 大蔵 w16.44 7 31565 笹谷　昊士朗(3) 望海 16.77
ハヤカワ　トモキ ニシノミヤハマギム モリタ　サク マスイ

8 12713 早川　朋希(3) 西宮浜義務 w17.28 40136 森田　朔空(3) 増位 DNS
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ キドグチ　タイセイ リョウナン

35403 片山　朝陽(3) 緑が丘 DNS 33948 木戸口　大成(3) 陵南 DNS

(+2.7 m/s) (+2.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ イノクチ　コウスケ ホウバイ

1 41033 松下　直生(3) 飾磨東 Q w14.63 1 16204 猪口　幸祐(3) 宝梅 Q w14.36
イソベ　イズミ イナガワ ウラカド　ソウケン ヤマグチ

2 18573 磯部　泉(3) 猪名川 Q w15.07 2 14152 浦門　爽絢(3) 山口 Q w14.64
ホリカワ　テッタ ヤマダ ニシウラ　ミズキ キタコウベ

3 23104 堀川　徹太(3) 山田 Q w15.42 3 24103 西浦　瑞貴(3) 北神戸 Q w14.88
シバタ　コウア カンキ イナオカ　マナト オオクラ

4 33755 芝田　晃明(3) 神吉 Q w16.25 4 31289 稲岡　愛斗(3) 大蔵 Q w15.45
シブヤ　コウセイ ボウカイ フクエ　ケンゾウ ヤマテダイ

5 31564 渋谷　洸晴(3) 望海 w16.34 5 17361 福江　健蔵(3) 山手台 q w15.95
シラハマ　カイチ シオセ ミヤサカ　カズト ムコヒガシ

6 14204 白濵　快知(3) 塩瀬 w16.41 6 12282 宮坂　一仁(3) 武庫東 w16.26
ヤノ　ハズキ ユメサキ イマイ　シュンジ ニシノミヤハマギム [350]

7 45529 矢野　蓮稀(3) 夢前 w16.63 7 12702 今井　駿志(3) 西宮浜義務 w16.35
オクダ　ハル カコガワチュウブ ヤマダ　タイヨウ シングウ [350]

8 33133 奥田　陽(3) 加古川中部 w16.92 7 51527 山田　太陽(2) 新宮 w16.35
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ ソノダ　ヒナタ フクダ

9 33406 北村　優希(3) 浜の宮 w17.22 9 26407 園田　陽向(3) 福田 w16.50

(+3.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミキ　リュウノスケ カコガワ

1 32884 三木　隆之介(3) 加古川 Q w15.04
ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ

2 33415 安田　晟聖(3) 浜の宮 Q w15.22
タナカ　チヒロ クラクエン

3 13067 田中　智大(3) 苦楽園 Q w15.52
タカギ　ヤスナリ ニシノミヤハマギム

4 12709 髙木　泰成(3) 西宮浜義務 Q w15.70
セラ　アユム リョウナン

5 33943 世良　歩夢(3) 陵南 q w15.77
マエヤマ　マサノリ オノ

6 37147 前山　正憲(3) 小野 q w15.78
サノ　ユウマ ノノイケ

7 31414 佐野　悠真(2) 野々池 q w15.93
イド　カナタ ベフ

33511 井戸　奏太(3) 別府 DNS

共通男子110mH [91.4cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 15.00    7/3 12:15 (5-4+4)
大会記録 13.98 久保田　倖輔 （東播・播磨南）  加古川 7/3 14:00 (3-2+2)

7/3 15:35 

w:追風参考  Q:順位による通過者    DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破  q:プラスによる進出    

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+0.7 m/s) (+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
イノクチ　コウスケ ホウバイ  ZEN ムラタ　シュン タチバナ

1 16204 猪口　幸祐(3) 宝梅 Q 14.39 1 11173 村田　隼(3) 立花 Q w13.58
ニシウラ　ミズキ キタコウベ ウラカド　ソウケン ヤマグチ

2 24103 西浦　瑞貴(3) 北神戸 Q 15.11 2 14152 浦門　爽絢(3) 山口 Q w14.69
ミキ　リュウノスケ カコガワ フジモト　シュンキ ソノダ

3 32884 三木　隆之介(3) 加古川 15.24 3 11343 藤本　駿希(3) 園田 q w15.11
イシダ　シュウヤ イチジマ イソベ　イズミ イナガワ

4 65342 石田　柊哉(3) 市島 15.27 4 18573 磯部　泉(3) 猪名川 w15.13
タカギ　ヤスナリ ニシノミヤハマギム ホリカワ　テッタ ヤマダ

5 12709 髙木　泰成(3) 西宮浜義務 15.87 5 23104 堀川　徹太(3) 山田 w15.55
サノ　ユウマ ノノイケ クワタ　リュウヤ ムコ

6 31414 佐野　悠真(2) 野々池 16.02 6 11431 桑田　龍哉(3) 武庫 w15.70
シバタ　コウア カンキ フクエ　ケンゾウ ヤマテダイ

7 33755 芝田　晃明(3) 神吉 16.14 7 17361 福江　健蔵(3) 山手台 w16.04
タナカ　チヒロ クラクエン フクナガ　コウダイ ジンナン

8 13067 田中　智大(3) 苦楽園 16.86 8 41601 福永　晃大(2) 神南 w16.13

(+3.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ

1 80158 今西　瑛大(3) 豊岡南 Q w14.18
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ

2 41033 松下　直生(3) 飾磨東 Q w14.67
オカムラ　ユウマ ミドリガオカ

3 35418 岡村　優磨(3) 緑が丘 q w15.11
イナオカ　マナト オオクラ

4 31289 稲岡　愛斗(3) 大蔵 w15.20
ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ

5 33415 安田　晟聖(3) 浜の宮 w15.21
マエヤマ　マサノリ オノ

6 37147 前山　正憲(3) 小野 w15.70
セラ　アユム リョウナン

7 33943 世良　歩夢(3) 陵南 w16.21
ナンジョウ　クウガ リョウナン

8 33961 南條　空芽(2) 陵南 w16.60

1組 2組

3組

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    

〈〈 準決勝 〉〉

7/3 15:35 

全日中参加標準記録突破 15.00    7/3 12:15 (5-4+4)
大会記録 13.98 久保田　倖輔 （東播・播磨南）  加古川 7/3 14:00 (3-2+2)

共通男子110mH [91.4cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ムラタ　シュン タチバナ  ZEN-GR 

1 11173 村田　隼(3) 立花 13.88
イマニシ　エイタ トヨオカミナミ  ZEN 

2 80158 今西　瑛大(3) 豊岡南 14.14
イノクチ　コウスケ ホウバイ  ZEN 

3 16204 猪口　幸祐(3) 宝梅 14.29
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ  ZEN 

4 41033 松下　直生(3) 飾磨東 14.48
ウラカド　ソウケン ヤマグチ  ZEN 

5 14152 浦門　爽絢(3) 山口 14.83
ニシウラ　ミズキ キタコウベ

6 24103 西浦　瑞貴(3) 北神戸 15.06
オカムラ　ユウマ ミドリガオカ

7 35418 岡村　優磨(3) 緑が丘 15.14
フジモト　シュンキ ソノダ

8 11343 藤本　駿希(3) 園田 15.49

共通男子110mH [91.4cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 15.00    7/3 12:15 (5-4+4)
大会記録 13.98 久保田　倖輔 （東播・播磨南）  加古川 7/3 14:00 (3-2+2)

7/3 15:35 

ZEN:全日中参加標準記録突破  GR:大会記録  

〈〈 決勝 〉〉

1組



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 44.36 6 48.11

2 45.97 DQ R1.3

3 46.02 DNS

4 46.56 DNS

5 46.63

[3] シミズ　ショウマ [4] カナモリ　ユウト

18113 志水 翔真(3) 18116 金森 優斗(3)

東谷
[1] マンタニ　アツシ [2] アベ　ミズキ

18114 満谷 充志(3) 18117 阿部 瑞樹(3)

[3] イケモト　ルキヤ [4] ムライ　ハルト [3] サカモト　マサユキ [4] ツクダ　コウキ

29601 池本 琉生哉(2) 29674 村井 悠人(3) 33215 坂本 将行(2) 33217 佃 紘喜(2)
ヒガシタニ

井吹台 平岡
[1] ヤマモト　コウタ [2] コウノ　トモヤ [1] オガワ　リツキ [2] ヤマグチ　シュウジ

29675 山本 航大(3) 29679 河野 友弥(3) 33232 小川 律輝(3) 33242 山口 秀司(3)

[3] ナガオ　アツシ [4] アラサキ　ハツシ

12290 長尾 厚志(2) 12273 新崎 肇士(3)
イブキダイ ヒラオカ

ムコヒガシ オダ

武庫東 小田
[1] クボ　カズキ [2] ワリイシ　ヒロト

12276 久保 一輝(3) 12283 割石 大翔(3)

24197 西中 一真(3) 24103 西浦 瑞貴(3) 70201 松尾 奏楽(2) 70284 横山 歩磨(3)
[3] ヒサバヤシ　ハルキ [4] ズシ　ソウタ [3] ナカヤマ　コウタ [4] マツオ　タイオウ

24192 久林 陽稀(3) 24191 圖師 颯汰(3) 70299 中山 煌大(2) 70282 松尾 大桜(3)

40945 藤尾 晃大(3) 40938 貝川 輝(3) 13594 久永 幸史朗(3) 13513 大庭 佑月(2)
キタコウベ セイウン

北神戸 青雲
[1] ニシナカ　カズマ [2] ニシウラ　ミズキ [1] マツオ　カグラ [2] ヨコヤマ　アルマ

40949 山本 翔太(3) 40948 山﨑 大馳(3) 13596 園田 悠友(3) 13591 梶 亘希(3)
[3] フジオ　コウダイ [4] カイカワ　ヒカル [3] ヒサナガ　コウシロウ [4] オオバ　ユヅキ

姫路灘 瓦木
[1] ヤマモト　ショウタ [2] ヤマザキ　タイチ [1] ソノダ　ユウト [2] カジ　コウキ

〈〈 予選 〉〉

1組

ヒメジナダ カワラギ

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR
全日中参加標準記録突破 40.0    7/3  9:35 (7-0+8)

大会記録 42.63 小楠・年綱・伊藤・和田 （阪神・塩瀬）  加古川 7/3 16:00 



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.66 6 46.61

2 q 45.50 7 46.64

3 45.79 8 46.94

4 45.95 9 47.05

5 46.27

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.46 6 47.50

2 45.54 7 47.71

3 45.66 8 48.12

4 47.03 9 49.45

5 47.29

[3] イチノセ　リク [4] フキ　エイタ

65196 一瀬 陸(3) 65104 婦木 瑛太(2)

春日
[1] ヤマウチ　シュウキ [2] コンドウ　ヒサヨシ

65195 山内 柊希(3) 65103 近藤 久貴(2)

[3] ホウライ　ゲン [4] ヨコタ　カエラ [3] ワダ　ミキノリ [4] サワダ　リキナル

20085 蓬莱 絃(3) 20084 横田 叶偉(3) 26759 和田 樹忠(3) 26747 澤田 力成(3)
カスガ

向洋 多聞東
[1] キヨマサ　ルイ [2] ナガタ　カンタ [1] シマザキ　アオト [2] イタニ　シンヤ

20087 清政 瑠伊(3) 20088 永田 敢大(3) 26748 島崎 碧人(3) 26740 井谷 心哉(3)

[3] キハラ　ヒロト [4] ヤマダ　マナト [3] シオカワ　タイチ [4] ニシナカ　アツシ

29244 木原 寛斗(3) 29260 山田 眞大(3) 60342 塩川 太一(3) 60338 西中 篤史(3)
コウヨウ タモンヒガシ

有野 八景
[1] アベ　ツバサ [2] イナモリ　ユウイチ [1] フクモト　フウタ [2] コウミョウ　ショウ

29240 安部 翼(3) 29265 稲森 優一(3) 60340 福元 風太(3) 60337 光明 翔(3)

[3] カタヤマ　アサヒ [4] オカムラ　ユウマ [3] ヒロナガ　リョウ [4] ヤマカワ　ユキヤ

35403 片山 朝陽(3) 35418 岡村 優磨(3) 32276 廣長 凌(3) 32298 山川 恭矢(2)
アリノ ハッケイ

緑が丘 大久保北
[1] マツイ　アキト [2] カドイシ　アツキ [1] カドノ　ハルト [2] ウメダ　ホクト

35409 松居 暉大(3) 35413 角石 淳貴(3) 32273 楞野 陽斗(3) 32271 梅田 北斗(3)

[3] タケトシ　リュウ [4] ミキ　リュウノスケ [3] ウエノ　ユウト [4] マツシタ　サク

32887 竹歳 龍(3) 32884 三木 隆之介(3) 62737 植野 優翔(3) 62732 松下 朔久(3)
ミドリガオカ オオクボキタ

カコガワ タンナン

加古川 丹南
[1] ギョウブ　ヒロト [2] オオタニ　ショウマ [1] イモト　コテツ [2] ヤモチ　リュウダイ

32804 刑部 大翔(2) 32885 大谷 翔真(3) 62736 井本 虎鉄(3) 62733 矢持 龍大(3)

[3] ヤマナカ　ハルト [4] ノムラ　セイリュウ

29309 山中 春人(3) 29305 野村 成龍(3)

3組

有野北
[1] マツノハナ　ハルト [2] タナカ　セイタロウ

29306 松端 陽斗(3) 29302 田中 惺太朗(3)

[3] トヨムラ　コウタ [4] オオウラ　ブンタ [3] スギイ　ライト [4] ホリカワ　ユウト

31606 豊村 宏太(3) 31604 大浦 文太(3) 12928 杉井 徠人(3) 12927 堀川 悠斗(3)
アリノキタ

大久保 大社
[1] マルオ　トキヤ [2] コンドウ　ユウタ [1] ニシモリ　レンセイ [2] クロダ　リョウタ

31607 丸尾 斗騎哉(3) 31605 近藤 裕太(3) 12948 西森 簾世(2) 12923 黒田 涼太(3)

[3] トマシタ　キリ [4] イトウ　コウタ [3] ワタナベ　コウセイ [4] モリヤス　コウタ

27027 笘下  惺(3) 27022 伊藤 洸太(3) 38920 渡邉 皓清(3) 38919 森安 康太(3)
オオクボ タイシャ

本多聞 加美
[1] タノ　ヨシユキ [2] コンドウ　ミズキ [1] タカハシ　イッサ [2] オオノ　マサキ

27026 田野 善之(3) 27024 近藤 瑞輝(3) 38915 髙橋 一咲(3) 38914 大野 真旗(3)

[3] カジ　ユキノリ [4] マキノ　コウタロウ [3] モリモト　ヒロヤ [4] ニシワキ　リュウト

16208 加地 由紀智(3) 16243 槇野 晄太郎(2) 65348 森本 皓也(3) 65347 西脇 隆人(3)
ホンタモン カミ

宝梅 市島
[1] イノクチ　コウスケ [2] アンドウ　コウセイ [1] キノシタ　ヨウタ [2] イシダ　シュウヤ

16204 猪口 幸祐(3) 16202 安藤 光惺(3) 65343 木下 鷹大(3) 65342 石田 柊哉(3)

[3] クボ　タクミ [4] クドウ　ヒロナリ [3] ハギワラ　イッペイ [4] カワノ　ショウタ

14203 久保 拓己(3) 14202 工藤 弘成(3) 72070 萩原 逸平(3) 72073 河野 翔太(3)
ホウバイ イチジマ

[1] フジバヤシ　チヒロ [2] ヨシムラ　カズキ [1] マエガワ　コウキ [2] イモト　ユウヒ

14207 藤林 千洋(3) 14209 吉邑 一希(3) 72072 前川 昊輝(3) 72067 井本 勇飛(3)

2組

シオセ ミハラ

塩瀬 三原

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 45.35 6 46.84

2 45.90 7 46.91

3 46.08 8 48.00

4 46.18 DNS

5 46.19

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 45.43 6 46.70

2 45.64 7 47.25

3 45.85 8 47.34

4 46.24 9 49.55

5 46.28

[3] カリタ　ナオキ [4] ウエハラ　ミズキ

45814 苅田 直輝(3) 45801 上原 瑞生(3)

大的
[1] イシダ　ユウマ [2] オオノ　リント

45800 石田 優真(3) 45802 大野 凜人(3)

[3] シバタ　レント [4] ナカムラ　タクマ [3] マツオ　ケイシ [4] キヌガワ　ケイイチ

40812 柴田 漣斗(3) 40824 中村 琢磨(3) 20579 松尾 慶志(2) 20565 衣川 慶一(3)
オオマト

山陽 御影
[1] イシダ　ハルト [2] ヤマモト　ユウキ [1] カトウ　ラグ [2] ナカヤマ　リョウタ

40834 石田 陽大(2) 40822 山本 祐生(3) 20573 加藤 羅倶(2) 20566 中山 稜大(3)

[3] オカムラ　セイリュウ [4] モリ　カズキ [3] ツジ　イツキ [4] オガワ　ショウキ

11163 岡村 成龍(3) 11174 森 一樹(3) 28219 辻 樹輝(3) 28218 小川 将輝(3)
サンヨウ ミカゲ

立花 神大附属
[1] ナカニシ　カンタ [2] ムラタ　シュン [1] アベ　シュウスケ [2] ハセガワ　トモキ

11107 中西 敢大(2) 11173 村田 隼(3) 28221 阿部 秀祐(3) 28220 長谷川 智己(3)

[3] ヨシムラ　ケイタ [4] ヤマモト　トウキ [3] シトウ　ダイキ [4] コイケ　ソウマ

12865 吉村 啓汰(3) 12864 山本 柊希(3) 19237 紫藤 大貴(3) 19234 小池 奏真(3)
タチバナ シンダイフゾクチュウ

浜脇 伊丹西
[1] ヤマダ　ソウタ [2] シマムラ　ナオキ [1] タツミ　コウセイ [2] コバヤシ　タクマ

12863 山田 蒼太(3) 12858 島村 尚輝(3) 19217 辰巳 昊晴(2) 19235 小林 拓真(3)

[3] ニシ　ライト [4] イシダ　ワタル [3] ヒラヤマ　カイリ [4] フルタ　カズキ

16622 仁志 月人(2) 16610 石田 渉(3) 13750 平山 浬(3) 13775 古田 紀貴(2)
ハマワキ イタミニシ

タカツカサ イマヅ

高司 今津
[1] ヒラセ　レイタ [2] マルイ　ソラ [1] オカダ　カイ [2] リュウモト　ヒナタ

16619 平瀨 玲太(3) 16617 丸井 蒼空(3) 13754 岡田 快(3) 13759 劉本 陽向(3)

[3] スギハラ　リュウタ [4] イソベ　イズミ

18575 杉原 琉太(3) 18573 磯部 泉(3)

5組

猪名川
[1] アズミ　トア [2] マツバラ　ケンシロウ

18571 安住 翔空(3) 18581 松原 賢志郎(3)

[3] オガワ　ケイヒサ [4] モリタ　サク

40106 小川 桂央(2) 40136 森田 朔空(3)
イナガワ

増位 天王寺川
[1] サコ　ユウノ [2] ハラダ　ケンタロウ

40133 佐子 柚乃(3) 40134 原田 健太朗(3)

[3] コバヤシ　アオト [4] フジワラ　ユウガ [3] ノムラ　エイト [4] タナカ　シュンヤ

41036 小林 碧音(3) 41032 藤原 悠雅(3) 45908 野村 映斗(2) 45912 田中 俊陽(3)
マスイ テンノウジガワ

飾磨東 安室
[1] マスダ　ユウタ [2] ハマダ　ハルト [1] ミキ　リュウタロウ [2] ミヤガワ　コウ

41035 益田 悠汰(3) 41040 濵田 悠人(3) 45903 三木 隆太郎(2) 45997 宮川 航(3)

[3] ムラカミ　ハルヤ [4] ムラカミ　ヒロキ [3] モリ　リョウスケ [4] イシイ　リク

39125 村上 陽哉(3) 39126 村上 宙輝(3) 14109 森 亮輔(2) 14103 石井 理久(2)
シカマヒガシ ヤスムロ

黒田庄 山口
[1] トウダ　コウセイ [2] モリワキ　コタロウ [1] イケダ　ソウタロウ [2] ウラカド　ソウケン

39124 東田 凰聖(3) 39127 森脇 小太郎(3) 14151 池田 颯大朗(3) 14152 浦門 爽絢(3)

[3] スザキ　ユウト [4] タバタ　カイ [3] ミヤモト　タケノリ [4] マツイ　カイト

12708 須﨑 悠斗(3) 12711 田畑 開(3) 17393 宮本 武典(2) 17362 松井 海都(3)
クロダショウ ヤマグチ

[1] イマイ　シュンジ [2] ハヤカワ　トモキ [1] カンザキ　ユキト [2] ヤマモト　ケイタ

12702 今井 駿志(3) 12713 早川 朋希(3) 17354 神﨑 敬人(3) 17365 山本 景太(3)

4組

ニシノミヤハマギム ヤマテダイ

西宮浜義務 山手台

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.46 6 48.59

2 46.33 7 49.88

3 46.48 DQ R1.3

4 46.62 DNS

5 46.65

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 44.69 5 46.40

2 45.58 6 46.73

3 45.92 7 47.51

4 46.29 DQ R1.2

[3] ヒライ　ダイチ [4] タノウエ　ダイキ [3] コウダ　ルキ [4] ヒロセ　トワ

60624 平井 大智(3) 60623 田上 大貴(3) 45622 幸田 琉希(3) 45611 廣瀬 翔和(3)

q:プラスによる進出    DQ:失格  R1.3: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 3-4  DNS:欠場  R1.2: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 2-3  

けやき台 姫路東
[1] イワタ　セイヤ [2] ミゾバタ　ワタル [1] ヤマモト　サト [2] ナカガワ　ショウ

60620 岩田 征也(3) 60628 溝端 航(3) 45625 山本 聖(3) 45614 中川 将(3)

[3] イソノ　ユウダイ [4] ハマノ　カズトシ [3] ワタナベ　イチゴ [4] イケダ　アキヒサ

34302 礒野 裕大(3) 34339 濵野 和俊(1) 27245 渡部 一護(2) 27218 池田 晃悠(3)
ケヤキダイ ヒメジヒガシ

宝殿 伊川谷
[1] サトウ　ユウキ [2] イケハラ　トウタ [1] ハナオカ　リュウヤ [2] ミヤワキ　ヒカル

34304 佐藤 優希(3) 34301 池原 透太(3) 27239 花岡 龍也(2) 27244 宮脇 輝(2)

[3] フジイ　セイタ [4] ヒガサ　ショウマ [3] キジマ　ヒロミ [4] ミナミ　ユウスケ

32141 藤井 惺大(3) 32140 樋笠 翔真(3) 35652 木嶋 宏海(3) 35661 南 友介(2)
ホウデン イカワダニ

二見 三木東
[1] タケダ　ユウヒ [2] ウエダ　ハルト [1] スズキ　シュンスケ [2] ヤハタ　ヒビキ

32137 竹田 悠陽(3) 32135 上田 悠斗(3) 35656 鈴木 駿介(3) 35662 八幡 響(2)

[3] ヤマモト　コタロウ [4] スズキ　リクト [3] ナンジョウ　クウガ [4] コタニ　ユウト

13631 山本 琥太朗(3) 13633 鈴木 陸斗(3) 33961 南條 空芽(2) 33963 小谷 悠人(2)
フタミ ミキヒガシ

カミコウシエン リョウナン

上甲子園 陵南
[1] シガ　リョウタ [2] シモグチ　カズキ [1] セラ　アユム [2] タグチ　カンタ

13628 志賀 凌太(3) 13625 下口 一樹(3) 33943 世良 歩夢(3) 33944 田口 敢太(3)

[3] タカタ　ショウタ [4] ヤスダ　ジョウセイ

33410 高田 翔太(3) 33415 安田 晟聖(3)

7組

浜の宮
[1] ヤマモト　ハルト [2] ヨシダ　コウキ

33417 山本 悠翔(3) 33418 吉田 幸輝(3)

[3] サイキ　リンタロウ [4] ハマダ　ソウマ

14414 才木 凛太郎(3) 14413 濵田 颯馬(3)
ハマノミヤ

真砂 龍野東
[1] マサキ　ゲンタ [2] イバ　リョウセイ

14424 政木 元汰(2) 14417 射場 涼成(2)

[3] イワサキ　ハヤト [4] ハギハラ　ケイ [3] キムラ　ジン [4] イナオカ　マナト

41569 岩﨑 隼人(3) 41573 萩原 慧(3) 31286 木村 仁(3) 31289 稲岡 愛斗(3)
マサゴ タツノヒガシ

朝日 大蔵
[1] サトウ　タイヨウ [2] キヨク　トキオミ [1] ヨシナリ　ジン [2] ヤマダ　トモアキ

41571 佐藤 太陽(3) 41576 清久 時臣(3) 31299 吉成 迅(3) 31293 山田 睦明(3)

[3] ミズノ　ユウキ [4] クリヤマ　ショウタ [3] カナヤ　ハルト [4] カンダ　タケル

19323 水野 友稀(3) 19315 栗山 翔太(3) 74001 金谷 悠叶(3) 74003 管田 武流(3)
アサヒ オオクラ

伊丹南 五色
[1] イノウエ　オウタ [2] ミヤモト　タツキ [1] ヤマサキ　リク [2] ヤマサキ　シン

19311 井上 桜太(3) 19324 宮本 樹(3) 74015 山﨑 陸功(2) 74006 山﨑 心(3)

[3] オキノ　ミチ [4] イマニシ　エイタ [3] コンドウ　コウタ [4] オオタニ　アユキ

80152 沖野 未知(3) 80158 今西 瑛大(3) 32983 近藤 琥太(2) 32981 大谷 桜輝(2)
イタミミナミ ゴシキ

[1] サワノ　カイト [2] ニシムラ　ゲント [1] ヨシイ　ヒロト [2] カンナン　ケイタ

80172 澤野 凱音(2) 80165 西村 源斗(2) 32982 好井 寛人(2) 32985 河南 慶汰(2)

6組

トヨオカミナミ ヒオカ

豊岡南 氷丘

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 44.18 5 44.87

2 44.31 6 45.21

3 44.33 7 45.58

4 44.42 8 45.73

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通男子4x100mR
全日中参加標準記録突破 40.0    7/3  9:35 (7-0+8)

大会記録 42.63 小楠・年綱・伊藤・和田 （阪神・塩瀬）  加古川 7/3 16:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

カミコウシエン ヒメジナダ

上甲子園 姫路灘
[1] シガ　リョウタ [2] シモグチ　カズキ [1] ヤマモト　ショウタ [2] アカマツ　イッセイ

13628 志賀 凌太(3) 13625 下口 一樹(3) 40949 山本 翔太(3) 40935 赤松 一成(3)
[3] ヤマモト　コタロウ [4] スズキ　リクト [3] フジオ　コウダイ [4] カイカワ　ヒカル

13631 山本 琥太朗(3) 13633 鈴木 陸斗(3) 40945 藤尾 晃大(3) 40938 貝川 輝(3)
カコガワ タカツカサ

加古川 高司
[1] ギョウブ　ヒロト [2] オオタニ　ショウマ [1] ヒラセ　レイタ [2] マルイ　ソラ

32804 刑部 大翔(2) 32885 大谷 翔真(3) 16619 平瀨 玲太(3) 16617 丸井 蒼空(3)
[3] タケトシ　リュウ [4] ミキ　リュウノスケ [3] ニシ　ライト [4] イシダ　ワタル

32887 竹歳 龍(3) 32884 三木 隆之介(3) 16622 仁志 月人(2) 16610 石田 渉(3)
シオセ ホウバイ

塩瀬 宝梅
[1] フジバヤシ　チヒロ [2] ヨシムラ　カズキ [1] イノクチ　コウスケ [2] アンドウ　コウセイ

14207 藤林 千洋(3) 14209 吉邑 一希(3) 16204 猪口 幸祐(3) 16202 安藤 光惺(3)
[3] クボ　タクミ [4] クドウ　ヒロナリ [3] カジ　ユキノリ [4] ヒラタ　リョウ

14203 久保 拓己(3) 14202 工藤 弘成(3) 16208 加地 由紀智(3) 16219 平田 怜(3)
トヨオカミナミ ニシノミヤハマギム

豊岡南 西宮浜義務
[1] サワノ　カイト [2] ニシムラ　ゲント [1] イマイ　シュンジ [2] タカギ　ヤスナリ

80172 澤野 凱音(2) 80165 西村 源斗(2) 12702 今井 駿志(3) 12709 髙木 泰成(3)
[3] オキノ　ミチ [4] イマニシ　エイタ [3] スザキ　ユウト [4] タバタ　カイ

80152 沖野 未知(3) 80158 今西 瑛大(3) 12708 須﨑 悠斗(3) 12711 田畑 開(3)



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

1 27502 3 押部谷 11 1.79

2 12924 3 大社 1 1.76

3 33946 3 陵南 4 1.76

4 41892 3 城山 6 1.73

5 65348 3 市島 8 1.73

5 16211 3 宝梅 13 1.73

7 43945 3 鹿谷 9 1.73

8 29305 3 有野北 10 1.70

8 12923 3 大社 14 1.70

10 11514 3 大成 15 1.70

11 34304 3 宝殿 5 1.70

11 17358 3 山手台 7 1.70

13 51132 3 龍野東 17 1.70

14 31418 2 野々池 2 1.65

15 24188 3 北神戸 16 1.60

16 35656 3 三木東 3 1.60

29158 3 大原 12 DNS

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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    7/3 14:00 

大会記録 1.95 松下　翔一 （神戸・桃山台）  加古川

〈〈 決勝 〉〉

A組

競技者名 |1.60|1.65|1.70|1.73|1.76|1.79|1.82|

オダ　カナメ オシベダニ  
織田　要 |-   |o   |xo  |xo  |xxo |xxo |xxx |

マルタ　ショウ タイシャ  
丸田　尚 |xo  |o   |o   |xo  |xo  |xxx |     

アリスエ　カンタ リョウナン  
有末　貫汰 |o   |o   |o   |o   |xxo |xxx |     

ヨネダ　ハルキ シロヤマ  
米田　はるき |o   |o   |xxo |o   |xxx |          

モリモト　ヒロヤ イチジマ  
森本　皓也 |o   |o   |o   |xo  |xxx |          

ツクダ　コウキ ホウバイ  
佃　洸樹 |o   |o   |o   |xo  |xxx |          

ニシハタ　ジン カヤ  
西畠　迅 |-   |o   |xo  |xo  |xxx |          

ノムラ　セイリュウ アリノキタ  
野村　成龍 |o   |o   |o   |xxx |               

クロダ　リョウタ タイシャ  
黒田　涼太 |o   |o   |o   |xxx |               

シブヤ　キラ タイセイ  
澁谷　煌 |-   |o   |xo  |xxx |               

サトウ　ユウキ ホウデン  
佐藤　優希 |o   |o   |xxo |xxx |               

ヂヌシ　ハヤト ヤマテダイ  
地主　隼 |o   |o   |xxo |xxx |               

ヤマグチ　タクト タツノヒガシ  
山口　拓都 |o   |xo  |xxo |xxx |               

ナガタ　ユウマ ノノイケ  

オオハラ

永田　悠真 |o   |o   |xxx |                    

フクイ　ヤマト キタコウベ  
福井　大和 |o   |-   |xr  |                    

佐藤　大地                                     

DNS:欠場  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  r:試技放棄  

スズキ　シュンスケ ミキヒガシ  
鈴木　駿介 |xxo |xxx |                         

サトウ　ダイチ



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
 ZEN 

1 21121 3 上野 3 4.00

21124 3 上野 1 NM

11340 3 園田 2 NM

ZEN:全日中参加標準記録突破  NM:記録なし  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  

杉本　惺昭 |-   |xxx |               
ヤスモト　ツバサ ソノダ |-   |-   |xxx |          
安本　翔咲                           

口原　睦生 |-   |o   |-   |o   |xxx |
スギモト　サトアキ ウエノ |-   |-   |-   |-   |-   |

競技者名 |3.60|3.80|3.90|4.00|4.10|
クチハラ　ムツキ ウエノ |-   |-   |-   |-   |-   |

〈〈 決勝 〉〉

A組
|2.80|3.00|3.20|3.40|3.50|

共通男子棒高跳
全日中参加標準記録突破 4.00    7/3 11:00 

大会記録 4.61 浅野　喜洋 （神戸・広陵）  加古川

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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



予選
決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

1 20567 3 御影 23 q 6.47 (+1.8)

2 45997 3 安室 18 q 6.32 ( 0.0)

3 29249 3 有野 6 q w6.21 (+2.3) 公認:6.11(1.2)

4 17365 3 山手台 3 q 6.19 (+0.9)

5 13068 3 苦楽園 13 q w6.19 (+2.3) 公認:5.80(1.0)

6 60623 3 けやき台 1 q w6.12 (+2.3)

7 74006 3 五色 14 q 6.05 (+0.8)

8 70422 3 由良 7 q w5.96 (+2.8)

9 27422 3 桜が丘 11 q 5.95 (+1.0)

10 51133 3 龍野東 22 q 5.95 (+1.2)

11 40824 3 山陽 5 q w5.91 (+2.4)

12 40132 3 増位 25 q 5.88 (+1.6)

13 35403 3 緑が丘 8 w5.82 (+2.5)

14 41569 3 朝日 26 5.79 (+2.0)

15 32276 3 大久保北 12 5.78 (-0.2)

10984 3 小田 2 NM

14202 3 塩瀬 4 NM

12701 3 西宮浜義務 16 NM

28971 3 滝川 17 NM

39716 3 播磨南 19 NM

33410 3 浜の宮 20 NM

32134 3 二見 21 NM

40822 3 山陽 24 NM

33418 3 浜の宮 9 DNS

32135 3 二見 10 DNS

16617 3 高司 15 DNS丸井　蒼空 |     |     |     |

q:規則第180条15による進出    w:追風参考  NM:記録なし  DNS:欠場  x:無効試技  -:パス  

ウエダ　ハルト フタミ                                      

上田　悠斗 |     |     |     |
マルイ　ソラ

イハラ　アオバ フタミ                                      

井原　碧葉 |    x|    x|    -|
ヤマモト　ユウキ サンヨウ                                      

タカツカサ                                      

山本　祐生 |   ↓|    x|    x|
ヨシダ　コウキ ハマノミヤ                                      

吉田　幸輝 |     |     |     |

ミズノ　ソウマ ハリマミナミ                                      

水野　颯真 |    x|    x|   ↓|
タカタ　ショウタ ハマノミヤ                                      

高田　翔太 |   ↓|   ↓|   ↓|

イソヤマ　フクタロウ ニシノミヤハマギム                                      

磯山　福太郎 |    x|   ↓|   ↓|
オオハラ　ユウヤ タキガワ                                      

大原　悠椰 |    x|    x|    x|

ノヅ　コウキ オダ                                      

野津　昊希 |    x|    x|    x|
クドウ　ヒロナリ シオセ                                      

工藤　弘成 |    x|    x|    x|

イワサキ　ハヤト アサヒ         +2.0                         

岩﨑　隼人 |    x| 5.79|   ↓|
ヒロナガ　リョウ オオクボキタ   -0.2                               

廣長　凌 | 5.78|   ↓|    x|

カシマ　マサキ マスイ   +1.6        +1.1                   

鹿島　聖規 | 5.88|   ↓| 5.88|
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ   +2.5                               

片山　朝陽 | 5.82|   ↓|   ↓|

タカハシ　リュウキ タツノヒガシ               +1.2                   

髙橋　龍輝 |    x|   ↓| 5.95|
ナカムラ　タクマ サンヨウ         +2.2  +2.4                   

中村　琢磨 |    x| 5.77| 5.91|

ヤスイ　ハルト ユラ   +3.0        +2.8                   

安井　陽音 | 5.81|   ↓| 5.96|
タマイ　カズマ サクラガオカ         +0.1  +1.0                   

玉井　一真 |    x| 5.91| 5.95|

タノウエ　ダイキ ケヤキダイ   +2.3        +2.5                   

田上　大貴 | 6.12|    x| 5.92|
ヤマサキ　シン ゴシキ         +0.6  +0.8                   

山﨑　心 |    x| 5.95| 6.05|

ヤマモト　ケイタ ヤマテダイ   +0.9  -0.1  +1.4                   

山本　景太 | 6.19| 6.01| 6.16|
ナカジマ　ケイゴ クラクエン   +1.0  +2.1  +2.3                   

中島　圭梧 | 5.80| 6.08| 6.19|

ミヤガワ　コウ ヤスムロ          0.0  +1.4                   

宮川　航 |    x| 6.32| 6.07|
ツジモト　ソウマ アリノ   +2.3  +1.2  +3.0                   

辻本　蒼馬 | 6.21| 6.11| 6.10|

ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ   +0.2        +1.8                   

平川　靖士 | 6.37|    x| 6.47|

〈〈 予選 〉〉

A組

競技者名 |  1  |  2  |  3  |

大会記録 6.94 樋口　直人 （神戸・西落合）  王子 7/2 14:00 

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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

共通男子走幅跳
全日中参加標準記録突破 6.55    7/2 11:00 



予選
決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
 ZEN 

1 20567 3 御影 8 6.72 (+1.6)

2 29249 3 有野 7 6.22 (+1.0)

3 45997 3 安室 6 6.21 (+1.1)

4 51133 3 龍野東 2 6.13 (+0.2)

5 40824 3 山陽 3 6.06 (+0.6)

6 74006 3 五色 10 6.06 (+0.3)

7 60623 3 けやき台 12 6.02 (+0.9)

8 13068 3 苦楽園 9 6.01 ( 0.0)

9 70422 3 由良 11 5.98 (+2.0)

10 17365 3 山手台 5 5.97 (+1.2)

11 40132 3 増位 4 5.61 (-0.8)

27422 3 桜が丘 1 NM

ZEN:全日中参加標準記録突破  NM:記録なし  x:無効試技  -:パス  

鹿島　聖規 | 5.55| 5.61|    x|     |     |     |

タマイ　カズマ サクラガオカ                                      

玉井　一真 |    x|    x|    x|     |     |     |

  +0.3   0.0  +0.6  +0.9  +0.2  +0.1 

カシマ　マサキ マスイ   +1.4  -0.8                         

中島　圭梧 | 5.73| 6.01| 5.62| 5.94| 5.51| 5.63|

ヤスイ　ハルト ユラ         +0.6  +2.0                   

安井　陽音 |    x| 5.68| 5.98|     |     |     |

ヤマモト　ケイタ ヤマテダイ   +1.2         0.0                   

山本　景太 | 5.97|    x| 4.96|     |     |     |

田上　大貴 | 5.75| 5.63| 6.02| 5.68| 5.86|    x|

ナカムラ　タクマ サンヨウ   +0.3        +0.6  +1.1  +0.2       

中村　琢磨 | 6.00|    x| 6.06| 5.90| 5.76|    x|

ヤマサキ　シン ゴシキ   +0.3        +0.3              +2.0 

山﨑　心 | 5.78|    x| 6.06|    x|    x| 6.00|

ナカジマ　ケイゴ クラクエン

宮川　航 | 6.08| 5.79|    x|    x| 6.21| 6.09|

タノウエ　ダイキ ケヤキダイ   +1.1  +0.1  +0.9  +0.8  +0.8       

タカハシ　リュウキ タツノヒガシ   +1.6  +0.2  +0.9  +0.8             

髙橋　龍輝 | 5.68| 6.13| 5.82| 5.74|    x|    x|

辻本　蒼馬 | 5.93|    x| 6.20| 6.15| 6.22| 6.20|

ミヤガワ　コウ ヤスムロ   +1.6  +1.0              +1.1  -0.2 

競技者名 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ   +0.5  +1.6                    +1.0 

ツジモト　ソウマ アリノ   +1.3        +1.7   0.0  +1.0  +3.2 

平川　靖士 | 6.31| 6.72|    -|    x|    -| 6.37|

〈〈 決勝 〉〉

A組

共通男子走幅跳
全日中参加標準記録突破 6.55    7/2 11:00 

大会記録 6.94 樋口　直人 （神戸・西落合）  王子 7/2 14:00 

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
 ZEN 

1 12707 3 西宮浜義務 12 13.45
 ZEN 

2 81052 3 香住第一 5 13.35
 ZEN 

3 25318 3 高倉 13 13.07

4 65345 3 市島 14 12.28

5 13830 3 鳴尾 4 11.92

6 50673 3 赤穂東 18 11.67

7 41043 3 飾磨東 1 11.30

8 16208 3 宝梅 6 11.30

9 31326 3 衣川 7 11.10

10 32142 3 二見 15 10.89

11 33331 2 平岡南 9 10.86

12 32970 3 氷丘 2 10.61

13 40581 3 東光 17 10.54

14 41059 2 飾磨東 8 10.50

15 33231 3 平岡 16 10.18

16 19554 3 天王寺川 10 10.17

17 33408 3 浜の宮 11 10.04

18 45624 3 姫路東 3 9.82

河野　亜蓮 |10.04| 8.97| 9.95|     |     |     |

ヤナイ　タイチ ヒメジヒガシ                                      

柳井　汰智 | 9.79| 9.52| 9.82|     |     |     |

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

井上　人斉 | 9.58|10.17|10.03|     |     |     |

コウノ　アレン ハマノミヤ                                      

ZEN:全日中参加標準記録突破  x:無効試技  

ナラザキ　レン シカマヒガシ                                      

楢﨑　蓮 |10.50|10.28|10.46|     |     |     |

アサノ　コウタ ヒラオカ                                      

浅野　晄汰 |10.18| 9.55| 9.37|     |     |     |

ハラ　コウキ ヒオカ                                      

原　幸輝 |10.32|10.61| 9.92|     |     |     |

アラキ　ユウシ トウコウ                                      

荒木　悠志 |10.31|10.54|10.52|     |     |     |

ブラウン　チャドカナメ フタミ                                      

ブラウン　チャド叶 |10.29|10.83|10.89|     |     |     |

タケノ　ヤマト ヒラオカミナミ                                      

竹野　倭虎 |10.27|10.86|10.25|     |     |     |

カジ　ユキノリ ホウバイ                                      

加地　由紀智 |    x|    x|11.21|11.13|10.60|11.30|

スギモト　ハンジ キヌガワ                                      

杉本　帆志 |11.10|10.89|10.81|     |     |     |

ミシマ　コウタロウ アコウヒガシ                                      

三島　光太郎 |10.89|11.67|11.54|10.39|10.76|11.07|

ナカノ　リョウヤ シカマヒガシ                                      

中野　椋哉 |11.26|11.01|11.25|11.30|11.29|10.90|

トノムラ　シュン イチジマ                                      

殿村　峻 |10.50|11.07|11.71|11.69|10.76|12.28|

ウト　アツキ ナルオ                                      

宇都　篤基 |11.08|    x|11.16|11.20|11.27|11.92|

シミズ　レンタ カスミダイイチ                                      

清水　蓮大 |    x|    x|13.35|12.85|    x|12.92|

オガワ　リュウ タカクラ                                      

小河　琉 |12.90|12.65|12.93|12.89|13.07|12.78|

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

蕭　理恩 |13.17|13.45|12.56|12.91|12.80|12.14|

〈〈 決勝 〉〉

A組

競技者名 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

大会記録 15.38 執行　大地 （神戸・平野）  加古川

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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 [5kg]
全日中参加標準記録突破 13.00    7/3 10:00 



  P  1  
期日・時刻 審判長

競技場名 記録主任

陸協名 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

オダ　カナメ オシベダニ 15.46 (+1.2) 12.17 1.76 53.32
織田　要(3) 押部谷 795[795] 617[1412] 593[2005] 668[2673]

ホリカワ　テッタ ヤマダ 15.81 (+1.2) 10.86 1.76 53.59
堀川　徹太(3) 山田 754[754] 537[1291] 593[1884] 657[2541]

カジ　ユキノリ ホウバイ 16.28 ( 0.0) 11.81 1.58 58.28
加地　由紀智(3) 宝梅 702[702] 595[1297] 449[1746] 474[2220]

クロダ　リョウタ タイシャ 15.95 (+1.2) 9.29 1.73 58.85
黒田　涼太(3) 大社 738[738] 443[1181] 569[1750] 453[2203]

ミヤカワ　トモキ ソノダヒガシ 16.25 (+1.2) 10.86 1.45 54.90
宮川　友希(3) 園田東 705[705] 537[1242] 352[1594] 603[2197]

フジモト　シュンキ ソノダ 15.95 ( 0.0) DNS DNS DNS
藤本　駿希(3) 園田 738[738] -[-] -[-] -[-]
イノクチ　コウスケ ホウバイ 14.67 ( 0.0) DNS DNS DNS
猪口　幸祐(3) 宝梅 890[890] -[-] -[-] -[-]
ムラタ　シュン タチバナ 14.16 ( 0.0) DNS DNS DNS
村田　隼(3) 立花 954[954] -[-] -[-] -[-]
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 15.06 ( 0.0) DNS DNS DNS
松下　直生(3) 飾磨東 842[842] -[-] -[-] -[-]
モリタ　サク マスイ 16.13 (+1.2) 9.26 DNS DNS
森田　朔空(3) 増位 718[718] 441[1159] -[-] -[-]

DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破

4 41033 - -

6 40136 - -

2 16204 - -

3 11173 - -

10 11817 2197 5

1 11343 - -

5 16208 2220 3

8 12923 2203 4

7 27502 2673 1 ZEN 

9 23104 2541 2 ZEN 

競技会名 全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

主催団体名 （公財）日本陸上競技連盟 /（公財）日本中学校体育連盟 /（一財）兵庫陸上競技協会 兵庫県中学校体育連盟 兵庫陸上競技協会 [28]

種目 共通 男子 四種競技 決勝 22/7/2 橋本　昌明



審判長
記録主任

決勝

(0.0 m/s) (+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
ムラタ　シュン タチバナ 954 オダ　カナメ オシベダニ 795 

1 11173 村田　隼(3) 立花 14.16 1 27502 織田　要(3) 押部谷 15.46
イノクチ　コウスケ ホウバイ 890 ホリカワ　テッタ ヤマダ 754 

2 16204 猪口　幸祐(3) 宝梅 14.67 2 23104 堀川　徹太(3) 山田 15.81
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ 842 クロダ　リョウタ タイシャ 738 

3 41033 松下　直生(3) 飾磨東 15.06 3 12923 黒田　涼太(3) 大社 15.95
フジモト　シュンキ ソノダ 738 モリタ　サク マスイ 718 

4 11343 藤本　駿希(3) 園田 15.95 4 40136 森田　朔空(3) 増位 16.13
カジ　ユキノリ ホウバイ 702 ミヤカワ　トモキ ソノダヒガシ 705 

5 16208 加地　由紀智(3) 宝梅 16.28 5 11817 宮川　友希(3) 園田東 16.25

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

全日中参加標準記録突破 15.00    7/2  9:15 
大会記録 13.98 久保田　倖輔 （東播・播磨南）  加古川

共通男子110mH [91.4cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
593 

1 27502 3 押部谷 9 1.76
593 

2 23104 3 山田 8 1.76
569 

3 12923 3 大社 1 1.73
449 

4 16208 3 宝梅 6 1.58
352 

5 11817 3 園田東 2 1.45
- 

40136 3 増位 3 DNS
- 

41033 3 飾磨東 4 DNS
- 

11343 3 園田 5 DNS
- 

11173 3 立花 7 DNS
- 

16204 3 宝梅 10 DNS
イノクチ　コウスケ ホウバイ                                
猪口　幸祐                                

DNS:欠場  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  

村田　隼                                

マツシタ　ナオキ シカマヒガシ                                
松下　直生                                
フジモト　シュンキ ソノダ                                
藤本　駿希                                
ムラタ　シュン タチバナ                                

加地　由紀智                                
ミヤカワ　トモキ ソノダヒガシ |o   |xxx |                    
宮川　友希                                
モリタ　サク マスイ                                
森田　朔空                                

黒田　涼太 |xxo |o   |o   |xxx |          
カジ　ユキノリ ホウバイ |o   |o   |o   |xo  |xxx |     

堀川　徹太 |xo  |xo  |o   |xxo |xxx |     
クロダ　リョウタ タイシャ |-   |o   |o   |o   |o   |o   |

ホリカワ　テッタ ヤマダ |-   |-   |-   |xo  |o   |xxo |

競技者名 |1.67|1.70|1.73|1.76|1.79|     
オダ　カナメ オシベダニ

織田　要 |o   |xxo |xo  |xxo |xxx |     
|-   |-   |-   |-   |-   |o   |

〈〈 四種競技 〉〉

A組
|1.45|1.50|1.55|1.58|1.61|1.64|

共通男子走高跳
全日中参加標準記録突破 1.85    7/2 13:00 

大会記録 1.95 松下　翔一 （神戸・桃山台）  加古川

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 審判長 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
617 

1 27502 3 押部谷 7 12.17
595 

2 16208 3 宝梅 9 11.81
537 

3 11817 3 園田東 1 10.86
537 

4 23104 3 山田 4 10.86
443 

5 12923 3 大社 5 9.29
441 

6 40136 3 増位 3 9.26
- 

16204 3 宝梅 2 DNS
- 

11173 3 立花 6 DNS
- 

41033 3 飾磨東 8 DNS
- 

11343 3 園田 10 DNS
フジモト　シュンキ ソノダ                                      

藤本　駿希 |     |     |     |

DNS:欠場  x:無効試技  

松下　直生 |     |     |     |

イノクチ　コウスケ ホウバイ                                      

猪口　幸祐 |     |     |     |
ムラタ　シュン タチバナ                                      

村田　隼 |     |     |     |
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ                                      

堀川　徹太 |10.65|10.86| 9.56|
クロダ　リョウタ タイシャ                                      

黒田　涼太 | 8.87| 9.28| 9.29|
モリタ　サク マスイ                                      

森田　朔空 | 9.26| 8.93| 9.00|

宮川　友希 |10.84|10.86|10.45|
ホリカワ　テッタ ヤマダ                                      

加地　由紀智 |11.81|    x|    x|
ミヤカワ　トモキ ソノダヒガシ                                      

カジ　ユキノリ ホウバイ                                      

競技者名 |  1  |  2  |  3  |
オダ　カナメ オシベダニ

織田　要 |12.00|12.17|10.47|
                                     

〈〈 四種競技 〉〉

A組

共通男子砲丸投 [4kg]
7/2 11:00 

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 審判長 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オダ　カナメ オシベダニ 668 

1 27502 織田　要(3) 押部谷 53.32
ホリカワ　テッタ ヤマダ 657 

2 23104 堀川　徹太(3) 山田 53.59
ミヤカワ　トモキ ソノダヒガシ 603 

3 11817 宮川　友希(3) 園田東 54.90
カジ　ユキノリ ホウバイ 474 

4 16208 加地　由紀智(3) 宝梅 58.28
クロダ　リョウタ タイシャ 453 

5 12923 黒田　涼太(3) 大社 58.85

〈〈 四種競技 〉〉

1組

全日中参加標準記録突破 51.60    7/2 15:30 
大会記録 49.66 中川　諒 （但馬・豊岡南）  加古川

共通男子400m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+0.6 m/s) (+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
サカモト　ホノカ ソノダヒガシ タカヤマ　アオイ ヨコオ

1 11812 坂本　帆乃香(3) 園田東 Q 12.71 1 25426 髙山　碧(3) 横尾 Q 12.59
アゲムラ　ユイ イナガワ タニワキ　ホノカ ソノダヒガシ

2 18567 揚村　優衣(3) 猪名川 Q 12.74 2 11815 谷脇　穂香(3) 園田東 Q 12.84
ヤマニシ　メイ セイウン マルオ　ミユウ ヒメジナダ

3 70236 山西　芽衣(3) 青雲 Q 12.76 3 40915 丸尾　望友(3) 姫路灘 Q 12.96
オクムラ　アヤカ イブキダイ シラネ　アイ シオセ

4 29645 奥村　彩加(3) 井吹台 q 12.95 4 14224 白根　亜依(3) 塩瀬 13.09
タカダ　マオ タカツカサ ヤマダ　スズハ タツヤマ

5 16612 髙田　真央(3) 高司 13.11 5 36385 山田　涼華(3) 竜山 13.26
コバヤシ　リコ イブキダイ コジマ　ナギサ イボガワ

6 29638 小林　莉子(3) 井吹台 13.34 6 51844 児島　凪咲(3) 揖保川 13.35
アライ　ミヤビ ハリマミナミ キタグチ　サクラ ヤマサキヒガシ

7 39760 新居　みやび(3) 播磨南 13.35 7 54152 北口　さくら(3) 山崎東 13.39
イシダ　アガサ ハマノミヤ サカエ　ナナミ ヒメジコウリョウ

8 33421 石田　有華咲(3) 浜の宮 13.36 8 40219 酒江　菜々美(3) 姫路広嶺 13.53
ナンコウ　アヤナ ワダヤマ

9 83472 南光　彩那(3) 和田山 13.57

(+1.3 m/s) (+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
マツシタ　ミユ タイシャ ヨネダ　ナナ テンノウジガワ

1 12980 松下　心優(3) 大社 Q 12.78 1 19520 米田　七菜(3) 天王寺川 Q 12.79
ナカジマ　アオイ ムコヒガシ ゴンドウ　ユリコ ヒオカ

2 12293 中嶋　葵花(3) 武庫東 Q 12.85 2 32933 権藤　百合子(3) 氷丘 Q 12.84
ナカジマ　トモカ ホンタモン ヒガシババ　アサ アリノキタ

3 27055 中島　朋香(3) 本多聞 Q 13.00 3 29311 東馬場　杏咲(3) 有野北 Q 12.86
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ ナカモト　ソラナ タイサンジ

4 20618 西川　真加(3) 本山南 13.07 4 28160 中本　空菜(3) 太山寺 q 12.93
オオヤネ　リサ コウリョウ オオツカ　ユウカ ヒラノ

5 13211 大矢根　理紗(3) 甲陵 13.31 5 27824 大塚　悠華(3) 平野 q 13.03
テラキタ　ココメ リョウナン シロシタ　チリア トヨオカミナミ

6 33941 寺北　ここめ(3) 陵南 13.37 6 80163 城下　千璃亜(3) 豊岡南 13.07
タナカ　シホ ヒメジタカオカ タイ　リナ ヒオカ

7 40393 田中　志歩(3) 姫路高丘 13.48 7 32934 田井　里奈(3) 氷丘 13.08
コニシ　マオ アラマキ ヤマグチ　ナツミ セイウン

19701 小西　麻央(3) 荒牧 DNS 70234 山口　菜摘(3) 青雲 DQ FS

(+3.0 m/s) (+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
ミナギ　モモカ カミコウシエン コンドウ　ユイ カスガ

1 13623 皆木　萌々華(3) 上甲子園 Q w12.84 1 65191 近藤　優衣(3) 春日 Q w12.52
タニ　ユアン コウヨウ [841] ヒラノ　ミキ リョウナン

2 20061 谷　優杏(3) 向洋 Q w12.85 2 33945 平野　美紀(3) 陵南 Q w12.80
タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ [848] シオエ　マオ アコウ

3 81224 谷垣　友理(3) 日高東 Q w12.85 3 50510 汐江　真央(3) 赤穂 Q w12.91
ナガイ　ハルカ コウブ [943] ナガヤマ　ミキ リョウナン

4 13479 永井　遼(3) 甲武 q w12.95 4 33944 永山　未希(3) 陵南 q w12.98
ハマキ　アズサ ムコヒガシ [947] イムラ　アヤミ ノノイケ

5 12291 浜木　梓(3) 武庫東 q w12.95 5 31403 井村　綾実(3) 野々池 w13.05
フジワラ　マナ ヒメジナダ マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

6 40914 藤原　愛菜(3) 姫路灘 w13.15 6 33160 松岡　愛菜(3) 加古川中部 w13.22
ヤマモト　サヤ タイサンジ オグラ　リア オノミナミ

7 28170 山本　紗也(3) 太山寺 w13.19 7 37001 小倉　梨愛(3) 小野南 w13.35
イワネ　コハル ボウカイ コニシ　アユミ リョウナン

31591 岩根　小春(3) 望海 DNS 8 33943 小西　亜由弓(3) 陵南 w13.51

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6組

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  DQ:失格  FS:不正スタート  w:追風参考  

11.8 奥埜めぐみ （東播・竜山）  加古川 7/2 15:10 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 11:55 (6-3+6)
大会記録 11.88 竹内　彩華 （神戸・御影）  加古川 7/2 14:00 (3-2+2)

３年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+0.5 m/s) (+1.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
マツシタ　ミユ タイシャ コンドウ　ユイ カスガ  ZEN 

1 12980 松下　心優(3) 大社 Q 12.80 1 65191 近藤　優衣(3) 春日 Q 12.40
ナカジマ　アオイ ムコヒガシ ヤマニシ　メイ セイウン

2 12293 中嶋　葵花(3) 武庫東 Q 12.84 2 70236 山西　芽衣(3) 青雲 Q 12.67
サカモト　ホノカ ソノダヒガシ ミナギ　モモカ カミコウシエン

3 11812 坂本　帆乃香(3) 園田東 12.91 3 13623 皆木　萌々華(3) 上甲子園 q 12.70
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ タニ　ユアン コウヨウ

4 32933 権藤　百合子(3) 氷丘 13.04 4 20061 谷　優杏(3) 向洋 q 12.79
ヒガシババ　アサ アリノキタ ナガヤマ　ミキ リョウナン [834]

5 29311 東馬場　杏咲(3) 有野北 13.09 5 33944 永山　未希(3) 陵南 12.84
ナガイ　ハルカ コウブ アゲムラ　ユイ イナガワ [839]

6 13479 永井　遼(3) 甲武 13.10 6 18567 揚村　優衣(3) 猪名川 12.84
シオエ　マオ アコウ ナカジマ　トモカ ホンタモン

7 50510 汐江　真央(3) 赤穂 13.11 7 27055 中島　朋香(3) 本多聞 12.86
オクムラ　アヤカ イブキダイ ナカモト　ソラナ タイサンジ

8 29645 奥村　彩加(3) 井吹台 13.15 8 28160 中本　空菜(3) 太山寺 12.91

(+0.4 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タカヤマ　アオイ ヨコオ

1 25426 髙山　碧(3) 横尾 Q 12.82
ヒラノ　ミキ リョウナン

2 33945 平野　美紀(3) 陵南 Q 12.88
タニワキ　ホノカ ソノダヒガシ

3 11815 谷脇　穂香(3) 園田東 12.99
ヨネダ　ナナ テンノウジガワ

4 19520 米田　七菜(3) 天王寺川 13.02
マルオ　ミユウ ヒメジナダ

5 40915 丸尾　望友(3) 姫路灘 13.13
タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ

6 81224 谷垣　友理(3) 日高東 13.21
ハマキ　アズサ ムコヒガシ

7 12291 浜木　梓(3) 武庫東 13.26
オオツカ　ユウカ ヒラノ

8 27824 大塚　悠華(3) 平野 13.41

1組 2組

3組

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    

〈〈 準決勝 〉〉

11.8 奥埜めぐみ （東播・竜山）  加古川 7/2 15:10 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 11:55 (6-3+6)
大会記録 11.88 竹内　彩華 （神戸・御影）  加古川 7/2 14:00 (3-2+2)

３年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+2.0 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
コンドウ　ユイ カスガ

1 65191 近藤　優衣(3) 春日 12.55
マツシタ　ミユ タイシャ

2 12980 松下　心優(3) 大社 12.71
タカヤマ　アオイ ヨコオ

3 25426 髙山　碧(3) 横尾 12.79
ヒラノ　ミキ リョウナン

4 33945 平野　美紀(3) 陵南 12.81
ヤマニシ　メイ セイウン

5 70236 山西　芽衣(3) 青雲 12.84
ナカジマ　アオイ ムコヒガシ [866]

6 12293 中嶋　葵花(3) 武庫東 12.87
ミナギ　モモカ カミコウシエン [868]

7 13623 皆木　萌々華(3) 上甲子園 12.87
タニ　ユアン コウヨウ

8 20061 谷　優杏(3) 向洋 12.96

〈〈 決勝 〉〉

1組

11.8 奥埜めぐみ （東播・竜山）  加古川 7/2 15:10 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 11:55 (6-3+6)
大会記録 11.88 竹内　彩華 （神戸・御影）  加古川 7/2 14:00 (3-2+2)

３年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.5 m/s) (+2.5 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 イワモト　モモカ カコガワ

1 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台 Q 12.99 1 32890 岩本　萌々果(2) 加古川 Q w12.76
ニカイドウ　サキ タカツカサ オダガキ　ユナ ヤブ

2 16621 二階堂　咲(2) 高司 Q 13.03 2 82220 小田垣　柚奈(2) 養父 Q w12.98
アマガツカ　ユメ ハナダ ヤマモト　アヤナ アコウニシ

3 41920 尼ヶ塚　結愛(2) 花田 Q 13.37 3 50706 山本　彩永(2) 赤穂西 Q w13.15
ハヤシ　ユア タカツカサ ツクダ　ミサ タイシヒガシ

4 16623 林　佑亜(2) 高司 Q 13.39 4 51620 佃　実紗(2) 太子東 Q w13.18
アンドウ　マホ ミカゲ ムラカミ　サアヤ ヒメジナダ

5 20560 安藤　真歩(2) 御影 13.47 5 40923 村上　桜彩(2) 姫路灘 q w13.37
サトウ　アヤネ コウリョウ サクマ　カエ オゾノ

6 13255 佐藤　絢音(2) 甲陵 13.49 6 12304 佐久間　華恵(2) 小園 w13.45
ナガシマ　アミ ササヤマ ツツミ　セイカ ヒオカ

7 62145 長島　歩未(2) 篠山 13.55 7 32942 堤　清香(2) 氷丘 w13.46
シラキ　ユリ サンヨウ ナガヤス　マナミ アボシ

8 40811 白木　友理(2) 山陽 13.74 41456 長安　愛海(2) 網干 DNS

(+1.6 m/s) (+0.6 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 ユキナガ　マナミ ヒロハタ

1 31631 伊藤　紗英(2) 大久保 Q 12.69 1 41358 幸長　愛美(2) 広畑 Q 12.84
フジタニ　ミウ アリノキタ ナダ　アヤカ イカワダニ

2 29322 藤谷　心詩(2) 有野北 Q 13.05 2 27265 灘　彩夏(2) 伊川谷 Q 13.03
カメタキ　ノノ ヤマダ スギヤマ　サイ マサゴ

3 23130 亀滝　のの(2) 山田 Q 13.09 3 14412 杉山　さい(2) 真砂 Q 13.17
ツジシタ　リイコ ミドリダイ セントク　マミコ ハマノミヤ

4 18472 辻下　梨依子(2) 緑台 Q 13.18 4 33443 千徳　真心子(2) 浜の宮 Q 13.31
サガラ　ルナ キタコウベ タダ　ユイカ シオセ

5 24168 相良　月奏(2) 北神戸 q 13.31 5 14244 多田　優衣香(2) 塩瀬 q 13.35
ヤマシロ　サキ ヒラキ クワバラ　スミレ コウリョウ

6 13311 山城　紗希(2) 平木 q 13.32 6 13254 桑原　菫花(2) 甲陵 13.46
ハナヤマ　ヒヨリ セイシン オカダ　ヒナキ シオセ

7 29406 花山　陽葉里(2) 西神 13.44 7 14242 岡田　雛妃(2) 塩瀬 13.54
エトウ　コトネ アサヒ

8 41563 榮藤　琴音(2) 朝日 13.71

(+1.4 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(2) 両荘 Q 12.76
イケダ　ヒナ イタミミナミ

2 19310 池田　妃那(2) 伊丹南 Q 13.16
ヤマシタ　メイカ タカツカサ

3 16620 山下　芽歌(2) 高司 Q 13.28
ナカムラ　アンリ ヤマテダイ [362]

4 17351 中村　杏梨(2) 山手台 Q 13.37
イノウエ　リナ カワラギ [368]

5 13561 井上　梨奈(2) 瓦木 q 13.37
ヤスイ　フウカ ユリノキダイ

6 60930 安井　風歌(2) ゆりのき台 13.46
ヤスフク　リコ ミカゲ

7 20567 安福　梨子(2) 御影 13.61

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

Q:順位による通過者    w:追風参考  q:プラスによる進出    DNS:欠場  

12.2 小畑　麻里 （但馬・豊岡南）  王子 7/2 15:00 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 11:10 (5-4+4)
大会記録 12.18 加田　実優 （淡路・由良）  加古川 7/2 13:40 (3-2+2)

２年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.5 m/s) (+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
ヤマノ　マオ リョウソウ コバヤシ　ルカ ユリノキダイ

1 33638 山野　麻緒(2) 両荘 Q 12.58 1 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台 Q 12.88
ユキナガ　マナミ ヒロハタ イワモト　モモカ カコガワ

2 41358 幸長　愛美(2) 広畑 Q 12.73 2 32890 岩本　萌々果(2) 加古川 Q 12.95
フジタニ　ミウ アリノキタ ナダ　アヤカ イカワダニ

3 29322 藤谷　心詩(2) 有野北 13.07 3 27265 灘　彩夏(2) 伊川谷 13.14
イケダ　ヒナ イタミミナミ ヤマシタ　メイカ タカツカサ

4 19310 池田　妃那(2) 伊丹南 13.11 4 16620 山下　芽歌(2) 高司 13.28
アマガツカ　ユメ ハナダ カメタキ　ノノ ヤマダ

5 41920 尼ヶ塚　結愛(2) 花田 13.29 5 23130 亀滝　のの(2) 山田 13.31
ツクダ　ミサ タイシヒガシ [447] ツジシタ　リイコ ミドリダイ

6 51620 佃　実紗(2) 太子東 13.45 6 18472 辻下　梨依子(2) 緑台 13.36
ヤマシロ　サキ ヒラキ [449] タダ　ユイカ シオセ

7 13311 山城　紗希(2) 平木 13.45 7 14244 多田　優衣香(2) 塩瀬 13.40
ハヤシ　ユア タカツカサ サガラ　ルナ キタコウベ

16623 林　佑亜(2) 高司 DNS 8 24168 相良　月奏(2) 北神戸 13.50

(+2.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イトウ　サエ オオクボ

1 31631 伊藤　紗英(2) 大久保 Q w12.59
ニカイドウ　サキ タカツカサ

2 16621 二階堂　咲(2) 高司 Q w12.73
スギヤマ　サイ マサゴ

3 14412 杉山　さい(2) 真砂 q w12.94
オダガキ　ユナ ヤブ

4 82220 小田垣　柚奈(2) 養父 q w12.95
ナカムラ　アンリ ヤマテダイ [051]

5 17351 中村　杏梨(2) 山手台 w13.06
ヤマモト　アヤナ アコウニシ [055]

6 50706 山本　彩永(2) 赤穂西 w13.06
イノウエ　リナ カワラギ

7 13561 井上　梨奈(2) 瓦木 w13.11
ムラカミ　サアヤ ヒメジナダ

8 40923 村上　桜彩(2) 姫路灘 w13.15
セントク　マミコ ハマノミヤ

9 33443 千徳　真心子(2) 浜の宮 w13.22

1組 2組

3組

Q:順位による通過者    DNS:欠場  w:追風参考  q:プラスによる進出    

〈〈 準決勝 〉〉

12.2 小畑　麻里 （但馬・豊岡南）  王子 7/2 15:00 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 11:10 (5-4+4)
大会記録 12.18 加田　実優 （淡路・由良）  加古川 7/2 13:40 (3-2+2)

２年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(-0.5 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(2) 両荘 12.77
イトウ　サエ オオクボ

2 31631 伊藤　紗英(2) 大久保 12.89
ユキナガ　マナミ ヒロハタ

3 41358 幸長　愛美(2) 広畑 12.94
イワモト　モモカ カコガワ

4 32890 岩本　萌々果(2) 加古川 13.17
ニカイドウ　サキ タカツカサ

5 16621 二階堂　咲(2) 高司 13.20
スギヤマ　サイ マサゴ

6 14412 杉山　さい(2) 真砂 13.21
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ

7 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台 13.23
オダガキ　ユナ ヤブ

8 82220 小田垣　柚奈(2) 養父 13.28

〈〈 決勝 〉〉

1組

12.2 小畑　麻里 （但馬・豊岡南）  王子 7/2 15:00 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 11:10 (5-4+4)
大会記録 12.18 加田　実優 （淡路・由良）  加古川 7/2 13:40 (3-2+2)

２年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+0.4 m/s) (+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
タイ　リオ ヒオカ ズシ　ミナミ ヤマグチ

1 32945 田井　理捺(1) 氷丘 Q 13.64 1 14122 図師　みなみ(1) 山口 Q 13.17
ヨシミ　ワカナ ヒメジタカオカ オサキ　カナミ ソノダヒガシ

2 40315 吉見　若菜(1) 姫路高丘 Q 13.88 2 11853 尾﨑　奏月(1) 園田東 Q 13.20
トダ　ヒナタ トヨオカキタ イブシ　ノノカ ハマワキ

3 80241 戸田　陽(1) 豊岡北 Q 13.96 3 12869 飯伏　暖花(1) 浜脇 Q 13.53
オオタ　アイリ ワダヤマ マエカワ　ノノハ ヤシロ

4 83480 太田　愛理(1) 和田山 14.03 4 38158 前川　希羽(1) 社 q 13.63
ハナノ　カノン タイシヒガシ リュウモン　サホ ナガサカ

5 51630 花野　花音(1) 太子東 14.06 5 60440 竜門　紗帆(1) 長坂 q 13.64
カワグチ　ユラ シカマヒガシ タナベ　ヒナ コウベナガサカ

6 41072 川口　優桜(1) 飾磨東 14.07 6 27116 田鍋　陽菜(1) 神戸長坂 q 13.68
ナカガワ　ユイカ ベフ コヤマ　サキ ヒダカヒガシ

7 33523 中川　結華(1) 別府 14.28 7 81256 小山　紗季(1) 日高東 13.93
シゲマツ　アオイ カワラギ

13589 重松　葵(1) 瓦木 DNS

(+1.7 m/s) (+2.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツダ　マナカ アサヒ フクタ　ハナ カミカワ

1 41570 津田　愛果(1) 朝日 Q 13.28 1 43535 福田　花奏(1) 神河 Q w12.86
モリガキ　コハネ シカマヒガシ ニシオカ　ハナ ヨカワ

2 41074 森垣　虹羽(1) 飾磨東 Q 13.50 2 35937 西岡　花菜(1) 吉川 Q w13.33
オカダ　リコ タツヤマ ナガサカ　ユナ カミコウシエン

3 36312 丘田　莉子(1) 竜山 Q 13.73 3 13671 長坂　結奈(1) 上甲子園 Q w13.61
エトウ　サクラ フタバ ホクエ　リン カンキ

4 50301 榮藤　さくら(1) 双葉 13.79 4 33706 北江　凛(1) 神吉 q w13.64
ナルセ　アンナ ハナダ スズキ　サヤ カミコウシエン

5 41927 成瀬　杏奈(1) 花田 13.83 5 13674 鈴木　沙彩(1) 上甲子園 w13.80
クワタ　レノン イタミヒガシ ヒラマツ　アカリ ツナ

6 19169 桒田　怜音(1) 伊丹東 14.02 6 74412 平松　明莉(1) 津名 w13.93
カワサキ　コトハ ヒラオカ カモ　リナ カミコウシエン

7 33234 川﨑　琴葉(1) 平岡 14.07 7 13673 加茂　莉奈(1) 上甲子園 w14.07

1組 2組

3組 4組

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    w:追風参考  

〈〈 予選 〉〉

12.5 水野久美子 （東播・朝霧）  明石 7/2 14:50 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 10:45 (4-3+4)
大会記録 12.55 寺本　葵 （中播・夢前）  加古川 7/2 13:25 (2-3+2)

１年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+0.6 m/s) (+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
フクタ　ハナ カミカワ ズシ　ミナミ ヤマグチ

1 43535 福田　花奏(1) 神河 Q 12.98 1 14122 図師　みなみ(1) 山口 Q 13.34
オサキ　カナミ ソノダヒガシ ツダ　マナカ アサヒ

2 11853 尾﨑　奏月(1) 園田東 Q 13.36 2 41570 津田　愛果(1) 朝日 Q 13.45
タイ　リオ ヒオカ ニシオカ　ハナ ヨカワ

3 32945 田井　理捺(1) 氷丘 Q 13.67 3 35937 西岡　花菜(1) 吉川 Q 13.53
タナベ　ヒナ コウベナガサカ ホクエ　リン カンキ

4 27116 田鍋　陽菜(1) 神戸長坂 q 13.68 4 33706 北江　凛(1) 神吉 13.76
マエカワ　ノノハ ヤシロ モリガキ　コハネ シカマヒガシ [803]

5 38158 前川　希羽(1) 社 q 13.73 5 41074 森垣　虹羽(1) 飾磨東 13.81
イブシ　ノノカ ハマワキ ナガサカ　ユナ カミコウシエン [807]

6 12869 飯伏　暖花(1) 浜脇 13.76 6 13671 長坂　結奈(1) 上甲子園 13.81
ヨシミ　ワカナ ヒメジタカオカ オカダ　リコ タツヤマ

7 40315 吉見　若菜(1) 姫路高丘 13.98 7 36312 丘田　莉子(1) 竜山 13.90
トダ　ヒナタ トヨオカキタ リュウモン　サホ ナガサカ

8 80241 戸田　陽(1) 豊岡北 14.29 8 60440 竜門　紗帆(1) 長坂 13.91

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    

〈〈 準決勝 〉〉

1組 2組

12.5 水野久美子 （東播・朝霧）  明石 7/2 14:50 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 10:45 (4-3+4)
大会記録 12.55 寺本　葵 （中播・夢前）  加古川 7/2 13:25 (2-3+2)

１年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+2.6 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
フクタ　ハナ カミカワ

1 43535 福田　花奏(1) 神河 w12.77
ズシ　ミナミ ヤマグチ

2 14122 図師　みなみ(1) 山口 w13.17
オサキ　カナミ ソノダヒガシ

3 11853 尾﨑　奏月(1) 園田東 w13.27
ツダ　マナカ アサヒ

4 41570 津田　愛果(1) 朝日 w13.31
ニシオカ　ハナ ヨカワ

5 35937 西岡　花菜(1) 吉川 w13.41
タナベ　ヒナ コウベナガサカ

6 27116 田鍋　陽菜(1) 神戸長坂 w13.53
タイ　リオ ヒオカ

7 32945 田井　理捺(1) 氷丘 w13.64
マエカワ　ノノハ ヤシロ

8 38158 前川　希羽(1) 社 w13.78

w:追風参考  

〈〈 決勝 〉〉

1組

12.5 水野久美子 （東播・朝霧）  明石 7/2 14:50 

全日中参加標準記録突破 12.53    7/2 10:45 (4-3+4)
大会記録 12.55 寺本　葵 （中播・夢前）  加古川 7/2 13:25 (2-3+2)

１年女子100m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
決勝

(-1.4 m/s) (-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
ユキナガ　マナミ ヒロハタ マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

1 41358 幸長　愛美(2) 広畑 Q 26.13 1 33160 松岡　愛菜(3) 加古川中部 Q 27.17
コンドウ　ユイ カスガ タカダ　マオ タカツカサ

2 65191 近藤　優衣(3) 春日 Q 27.09 2 16612 髙田　真央(3) 高司 Q 27.42
フクタ　ハナ カミカワ ヤマニシ　メイ セイウン

3 43535 福田　花奏(1) 神河 q 27.44 3 70236 山西　芽衣(3) 青雲 q 27.45
タニワキ　ホノカ ソノダヒガシ ナカジマ　アオイ ムコヒガシ

4 11815 谷脇　穂香(3) 園田東 27.83 4 12293 中嶋　葵花(3) 武庫東 27.46
イワモト　モモカ カコガワ ミツナガ　サエラ ベフ

5 32890 岩本　萌々果(2) 加古川 27.92 5 33517 満永　彩愛(3) 別府 28.23
カリタ　ユウキ ヒロハタ ナカジマ　トモカ ホンタモン

6 41346 苅田　優月(3) 広畑 28.03 6 27055 中島　朋香(3) 本多聞 28.43
ハヤシ　ユア タカツカサ ヤマダ　スズハ タツヤマ

7 16623 林　佑亜(2) 高司 28.29 7 36385 山田　涼華(3) 竜山 28.66
ヤマグチ　ナツミ セイウン ヤマシロ　サキ ヒラキ

8 70234 山口　菜摘(3) 青雲 28.30 8 13311 山城　紗希(2) 平木 28.90
アオキ　カリン カワラギ

13538 青木　花梨(3) 瓦木 DNS

(-2.9 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タカヤマ　アオイ ヨコオ

1 25426 髙山　碧(3) 横尾 Q 26.86
ヒガシババ　アサ アリノキタ

2 29311 東馬場　杏咲(3) 有野北 Q 27.24
ミナギ　モモカ カミコウシエン

3 13623 皆木　萌々華(3) 上甲子園 27.49
ナカモト　ソラナ タイサンジ [543]

4 28160 中本　空菜(3) 太山寺 27.55
ヒラノ　ミキ リョウナン [545]

5 33945 平野　美紀(3) 陵南 27.55
タニガキ　ユウリ ヒダカヒガシ

6 81224 谷垣　友理(3) 日高東 27.63
フジタニ　ミウ アリノキタ

7 29322 藤谷　心詩(2) 有野北 27.82
ナガヤマ　ミキ リョウナン

8 33944 永山　未希(3) 陵南 27.97

1組 2組

3組

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  

〈〈 予選 〉〉

24.0 奥埜めぐみ （東播・竜山）  王子

全日中参加標準記録突破 25.80    7/3 11:20 (3-2+2)
大会記録 24.56 好井　愛結 （東播・氷丘）  加古川 7/3 15:10 

共通女子200m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
決勝

(-1.3 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ユキナガ　マナミ ヒロハタ

1 41358 幸長　愛美(2) 広畑 26.06
コンドウ　ユイ カスガ

2 65191 近藤　優衣(3) 春日 26.85
タカヤマ　アオイ ヨコオ

3 25426 髙山　碧(3) 横尾 26.87
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

4 33160 松岡　愛菜(3) 加古川中部 26.93
ヒガシババ　アサ アリノキタ

5 29311 東馬場　杏咲(3) 有野北 26.97
タカダ　マオ タカツカサ

6 16612 髙田　真央(3) 高司 27.32
フクタ　ハナ カミカワ

7 43535 福田　花奏(1) 神河 27.53
ヤマニシ　メイ セイウン

70236 山西　芽衣(3) 青雲 DNS

共通女子200m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 25.80    7/3 11:20 (3-2+2)
大会記録 24.56 好井　愛結 （東播・氷丘）  加古川 7/3 15:10 

24.0 奥埜めぐみ （東播・竜山）  王子

DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

1組



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
タネ　チサト トウコウ イケノ　カイリ タイサンジ  ZEN 

1 40553 種　知里(3) 東光 q 2:17.95 1 28150 池野　絵莉(3) 太山寺 q 2:14.52
クマベ　ミナト ユメサキ テラダ　ヒオリ ヒメジナダ

2 45503 隈部　湊(3) 夢前 q 2:20.04 2 40910 寺田　妃織(3) 姫路灘 q 2:19.55
ヨシカワ　ヒナ イナミ オオノ　ハルカ アサギリ

3 39422 吉川　陽菜(3) 稲美 q 2:21.79 3 31124 王野　遥(3) 朝霧 q 2:21.30
スギモト　マヤナ オオイケ アズマ　ハル ミナトガワ

4 23012 杉本　麻椰菜(2) 大池 q 2:22.32 4 22364 東　はる(2) 湊川 q 2:22.96
ミズタ　アヤカ カワラギ タカタ　アユ シカタ

5 13531 水田　彩花(3) 瓦木 2:23.24 5 33805 高田　彩佑(2) 志方 2:23.56
イグチ　アヤノ ナルオミナミ トリイ　ユリナ ニッシン

6 14305 井口　綾乃(3) 鳴尾南 2:27.32 6 10381 鳥居　佑璃那(3) 日新 2:24.02
ホリ　カリナ ハリマミナミ ブンギョク　サチ ハリマ

7 39777 堀　香里奈(2) 播磨南 2:27.71 7 39658 分玉　彩智(3) 播磨 2:27.64
タムラ　カナ タイシャ フジイ　アオ イナミ

8 12981 田村　佳菜(3) 大社 2:29.60 8 39420 藤井　青緒(3) 稲美 2:29.30
ヨシカワ　ナオ イナミ カガワ　ハルカ タイサンジ

39425 吉川　菜緒(3) 稲美 DNS 28177 香川　悠(3) 太山寺 DNS

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  ZEN ミキ　コトハ オオマト

1 33942 吉田　笑麻(3) 陵南 q 2:16.36 1 45880 三木　琴葉(1) 大的 q 2:19.82
ツツミ　マドカ シカマニシ フジタ　リサ アコウニシ

2 41234 堤　円花(2) 飾磨西 q 2:21.88 2 50707 藤田　莉沙(2) 赤穂西 q 2:20.15
トモムネ　サアヤ フクサキニシ マエダ　ミノリ タイシャ

3 42430 友宗　沙彩(3) 福崎西 q 2:22.22 3 12991 前田　美詞(2) 大社 q 2:21.12
イナオカ　サキハ アライ オイマツ　ワカナ アライ

4 36155 稲岡　咲羽(2) 荒井 q 2:22.56 4 36156 老松　和奏(2) 荒井 q 2:21.98
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ オオガミ　イロハ オオクボ

5 27134 黒川　絆奈(2) 神戸長坂 2:25.22 5 31637 大神　彩羽(2) 大久保 2:26.33
ハセガワ　マリ カミカワ アラキ　リオ ハリマミナミ

6 43523 長谷川　真理(2) 神河 2:25.82 6 39778 荒木　理緒(2) 播磨南 2:26.36
オガワ　カエノ イナミキタ ヌリタ　マユ ヒメジナダ

7 39590 小川　楓乃(3) 稲美北 2:26.29 7 40933 塗田　真由(1) 姫路灘 2:26.63
ワタナベ　マヒロ ハリマ ヤシキ　モエコ ミキヒガシ

8 39659 渡邉　真優(3) 播磨 2:28.66 8 35610 屋敷　萌子(3) 三木東 2:27.67
カワイ　リコ セイリョウダイ

9 29512 河合　里恋(3) 星陵台 2:30.42

1組 2組

3組 4組

q:プラスによる進出    DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破  

〈〈 予選 〉〉

全日中参加標準記録突破 2:16.50    7/3 10:40 (4-0+16)
大会記録 2:10.38 小林祐梨子 （東播・旭丘）  加古川 7/3 14:45 

共通女子800m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



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
アズマ　ハル ミナトガワ イケノ　カイリ タイサンジ

1 22364 東　はる(2) 湊川 2:21.22 1 28150 池野　絵莉(3) 太山寺 2:17.19
スギモト　マヤナ オオイケ タネ　チサト トウコウ

2 23012 杉本　麻椰菜(2) 大池 2:22.17 2 40553 種　知里(3) 東光 2:18.36
オイマツ　ワカナ アライ フジタ　リサ アコウニシ

3 36156 老松　和奏(2) 荒井 2:22.37 3 50707 藤田　莉沙(2) 赤穂西 2:18.47
オオノ　ハルカ アサギリ ヨシダ　エマ リョウナン

4 31124 王野　遥(3) 朝霧 2:23.16 4 33942 吉田　笑麻(3) 陵南 2:18.79
ヨシカワ　ヒナ イナミ ミキ　コトハ オオマト

5 39422 吉川　陽菜(3) 稲美 2:23.50 5 45880 三木　琴葉(1) 大的 2:19.50
ツツミ　マドカ シカマニシ クマベ　ミナト ユメサキ

6 41234 堤　円花(2) 飾磨西 2:23.91 6 45503 隈部　湊(3) 夢前 2:21.45
トモムネ　サアヤ フクサキニシ テラダ　ヒオリ ヒメジナダ

7 42430 友宗　沙彩(3) 福崎西 2:25.29 7 40910 寺田　妃織(3) 姫路灘 2:23.08
イナオカ　サキハ アライ マエダ　ミノリ タイシャ

8 36155 稲岡　咲羽(2) 荒井 2:30.95 8 12991 前田　美詞(2) 大社 2:27.00

〈〈 決勝 〉〉

B組 A組

全日中参加標準記録突破 2:16.50    7/3 10:40 (4-0+16)
大会記録 2:10.38 小林祐梨子 （東播・旭丘）  加古川 7/3 14:45 

共通女子800m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
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
イケノ　カイリ タイサンジ  ZEN ミナト　ユウキ イナミ

1 28150 池野　絵莉(3) 太山寺 4:32.84 1 39419 湊　友希(3) 稲美 4:49.62
タネ　チサト トウコウ  ZEN ナカタ　ソラ ヤスムロ

2 40553 種　知里(3) 東光 4:34.00 2 45922 仲田　そら(2) 安室 4:53.95
フジタ　リサ アコウニシ シモムラ　イチカ キヌガワ

3 50707 藤田　莉沙(2) 赤穂西 4:38.57 3 31346 霜村　一華(2) 衣川 4:54.92
クマベ　ミナト ユメサキ カネコ　セナ マイコ

4 45503 隈部　湊(3) 夢前 4:39.86 4 26817 金子　聖奈(3) 舞子 4:55.12
ヨシカワ　ヒナ イナミ オオノ　ハルカ アサギリ

5 39422 吉川　陽菜(3) 稲美 4:41.19 5 31124 王野　遥(3) 朝霧 4:56.04
ミキ　コトハ オオマト キシハラ　ミル カコガワチュウブ

6 45880 三木　琴葉(1) 大的 4:44.87 6 33156 岸原　珠琉(3) 加古川中部 4:59.82
オイマツ　ワカナ アライ ハセガワ　マリ カミカワ

7 36156 老松　和奏(2) 荒井 4:51.94 7 43523 長谷川　真理(2) 神河 5:00.36
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ イトウ　ユイラ カコガワチュウブ

8 40910 寺田　妃織(3) 姫路灘 4:51.97 8 33152 伊東　結良(3) 加古川中部 5:01.23
ツツミ　マドカ シカマニシ フジイ　アオ イナミ

9 41234 堤　円花(2) 飾磨西 4:58.70 9 39420 藤井　青緒(3) 稲美 5:02.44
イナオカ　サキハ アライ ハシモト　ジュナ アコウ

10 36155 稲岡　咲羽(2) 荒井 5:00.76 10 50514 橋本　樹奈(3) 赤穂 5:17.84
トモムネ　サアヤ フクサキニシ ヤマカワ　エリナ トウコウ

11 42430 友宗　沙彩(3) 福崎西 5:04.55 11 40559 山川　恵里奈(3) 東光 5:19.47
ヨシカワ　ナオ イナミ カガワ　ハルカ タイサンジ

39425 吉川　菜緒(3) 稲美 DNS 28177 香川　悠(3) 太山寺 DNS

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アズマ　ハル ミナトガワ

1 22364 東　はる(2) 湊川 4:56.86
マエダ　ミノリ タイシャ

2 12991 前田　美詞(2) 大社 4:58.56
フジタ　コノア ホウジョウ

3 37530 藤田　このあ(2) 北条 4:59.29
ワシキタ　マユ ユリノキダイ

4 60903 鷲北　茉優(3) ゆりのき台 4:59.68
アンドウ　サキ イナガワ

5 18500 安藤　咲希(2) 猪名川 4:59.78
オオガミ　イロハ オオクボ

6 31637 大神　彩羽(2) 大久保 5:01.77
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ

7 35610 屋敷　萌子(3) 三木東 5:02.39
タカタ　アユ シカタ

8 33805 高田　彩佑(2) 志方 5:05.30
キヨタ　ナツキ カンキ

9 33746 清田　菜月(2) 神吉 5:05.72
ナガオカ　ユイ アボシ

10 41424 永岡　由衣(3) 網干 5:07.17
ツジオカ　ミソラ タツヤマ

11 36303 辻岡　美空(2) 竜山 5:07.25
トリイ　ユリナ ニッシン

12 10381 鳥居　佑璃那(3) 日新 5:07.49

1組 2組

3組

ZEN:全日中参加標準記録突破  DNS:欠場  

〈〈 決勝 〉〉

全日中参加標準記録突破 4:38.00    7/2  9:40 
大会記録 4:26.94 小林祐梨子 （東播・旭丘）  加古川

共通女子1500m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.9 m/s) (+3.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ  ZEN ナガイ　ハルカ コウブ

1 42426 宮内　綾花(3) 福崎西 Q 14.41 1 13479 永井　遼(3) 甲武 Q w14.70
カメタキ　ノノ ヤマダ テラキタ　ココメ リョウナン

2 23130 亀滝　のの(2) 山田 Q 14.93 2 33941 寺北　ここめ(3) 陵南 Q w15.30
モリ　チヒロ タイサンジ イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ

3 28169 森　千裕(3) 太山寺 Q 15.17 3 60601 稲垣　泰羽(3) けやき台 Q w15.64
タカス　フウコ ノノイケ ヤマシタ　メイビ カイバラ

4 31406 髙巣　楓子(3) 野々池 Q 15.19 4 64142 山下　萌妃(3) 柏原 Q w15.67
ニカイドウ　サキ タカツカサ マツカワ　タカコ タイシャ

5 16621 二階堂　咲(2) 高司 q 15.26 5 12982 松川　貴子(3) 大社 w15.68
アゲムラ　ユイ イナガワ ナカガワ　ユラ タイシャ

6 18567 揚村　優衣(3) 猪名川 q 15.55 6 12985 中川　優来(3) 大社 w16.17
アライ　ミヤビ ハリマミナミ クジメ　サキ タルミ

7 39760 新居　みやび(3) 播磨南 q 15.65 26533 久次米　咲季(3) 垂水 DNS
カタオカ　ナナ ニシワキ モトイ　ユウナ アボシ

8 34584 片岡　奈菜(3) 西脇 15.79 41419 本井　佑奈(3) 網干 DNS

(+3.1 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
コウダマ　イチカ タイサンジ タナカ　ユラ オオハラ  ZEN 

1 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺 Q w14.61 1 29173 田中　ゆら(3) 大原 Q 14.78
ハマキ　アズサ ムコヒガシ セントク　マミコ ハマノミヤ

2 12291 浜木　梓(3) 武庫東 Q w14.83 2 33443 千徳　真心子(2) 浜の宮 Q 15.16
キモト　ユキノ キタコウベ ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ

3 24157 木元　雪乃(3) 北神戸 Q w15.19 3 33189 額田　初枝(2) 加古川中部 Q 15.48
モリタ　ココ ソノダ カヤマ　モモハ タイサンジ

4 11366 森田　瑚々(3) 園田 Q w15.40 4 28178 香山　百葉(3) 太山寺 Q 15.71
キシ　ヒナノ ニシワキ アオキ　カリン カワラギ

5 34585 來住　ひなの(3) 西脇 q w15.61 5 13538 青木　花梨(3) 瓦木 15.90
イエウジ　ミワ ヒメジナダ ナガシマ　アミ ササヤマ

6 40918 家氏　美和(2) 姫路灘 w15.83 6 62145 長島　歩未(2) 篠山 15.97
ナカタ　リノハ トウコウ マツモト　アヤナ シカマヒガシ

7 40555 仲田　梨華(3) 東光 w15.95 7 41035 松本　彩那(3) 飾磨東 16.09
ハマサキ　レイリ オオツ マエカワ　ヒマリ ヤシロ

8 46141 濵嵜　玲李(3) 大津 w16.15 8 38108 前川　羽葵(3) 社 16.17

(+3.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モリシタ　サキ モモヤマダイ [025]

1 26125 森下　咲輝(3) 桃山台 Q w15.03
ナカムラ　メイ カイバラ [025]

1 64143 中村　芽生(3) 柏原 Q w15.03
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

3 33422 河本　鼓(3) 浜の宮 Q w15.06
ニシモト　ネネ カミカワ

4 43513 西本　寧々(3) 神河 Q w15.46
ナカムラ　アンリ ヤマテダイ

5 17351 中村　杏梨(2) 山手台 w15.82
イイダ　マミ ヒメジタカオカ

6 40390 飯田　真実(3) 姫路高丘 w15.84
アオ　ユカ アサギリ

7 31130 阿尾　優栞(2) 朝霧 w16.00
ウメツ　モモカ ミドリガオカ

8 35441 梅津　ももか(3) 緑が丘 w16.31

〈〈 予選 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組

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  DNS:欠場  

7/3 15:25 

全日中参加標準記録突破 14.80    7/3 11:55 (5-4+4)
大会記録 14.00 松下　美咲 （丹有・ゆりのき台）  加古川 7/3 13:45 (3-2+2)

共通女子100mH [76.2cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+1.5 m/s) (+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
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ  ZEN コウダマ　イチカ タイサンジ  ZEN 

1 42426 宮内　綾花(3) 福崎西 Q 14.33 1 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺 Q 14.44
ハマキ　アズサ ムコヒガシ カメタキ　ノノ ヤマダ

2 12291 浜木　梓(3) 武庫東 Q 14.98 2 23130 亀滝　のの(2) 山田 Q 14.98
モリシタ　サキ モモヤマダイ カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

3 26125 森下　咲輝(3) 桃山台 15.12 3 33422 河本　鼓(3) 浜の宮 q 15.09
モリ　チヒロ タイサンジ ナカムラ　メイ カイバラ

4 28169 森　千裕(3) 太山寺 15.20 4 64143 中村　芽生(3) 柏原 15.13
キモト　ユキノ キタコウベ ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ

5 24157 木元　雪乃(3) 北神戸 15.35 5 33189 額田　初枝(2) 加古川中部 15.40
ニシモト　ネネ カミカワ モリタ　ココ ソノダ

6 43513 西本　寧々(3) 神河 15.57 6 11366 森田　瑚々(3) 園田 15.58
アライ　ミヤビ ハリマミナミ キシ　ヒナノ ニシワキ

7 39760 新居　みやび(3) 播磨南 15.98 7 34585 來住　ひなの(3) 西脇 15.61
ヤマシタ　メイビ カイバラ カヤマ　モモハ タイサンジ

8 64142 山下　萌妃(3) 柏原 16.05 8 28178 香山　百葉(3) 太山寺 15.73

(+3.1 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ユラ オオハラ

1 29173 田中　ゆら(3) 大原 Q w14.61
ナガイ　ハルカ コウブ

2 13479 永井　遼(3) 甲武 Q w14.65
タカス　フウコ ノノイケ

3 31406 髙巣　楓子(3) 野々池 q w15.08
セントク　マミコ ハマノミヤ

4 33443 千徳　真心子(2) 浜の宮 w15.19
ニカイドウ　サキ タカツカサ

5 16621 二階堂　咲(2) 高司 w15.25
テラキタ　ココメ リョウナン

6 33941 寺北　ここめ(3) 陵南 w15.27
アゲムラ　ユイ イナガワ

7 18567 揚村　優衣(3) 猪名川 w15.54
イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ

8 60601 稲垣　泰羽(3) けやき台 w15.65

1組 2組

3組

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  

〈〈 準決勝 〉〉

7/3 15:25 

全日中参加標準記録突破 14.80    7/3 11:55 (5-4+4)
大会記録 14.00 松下　美咲 （丹有・ゆりのき台）  加古川 7/3 13:45 (3-2+2)

共通女子100mH [76.2cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



審判長
記録主任

予選
準決勝

決勝

(+2.2 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

1 42426 宮内　綾花(3) 福崎西 w14.29
コウダマ　イチカ タイサンジ

2 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺 w14.57
タナカ　ユラ オオハラ

3 29173 田中　ゆら(3) 大原 w14.65
ナガイ　ハルカ コウブ

4 13479 永井　遼(3) 甲武 w14.67
ハマキ　アズサ ムコヒガシ

5 12291 浜木　梓(3) 武庫東 w14.80
カメタキ　ノノ ヤマダ

6 23130 亀滝　のの(2) 山田 w15.03
タカス　フウコ ノノイケ

7 31406 髙巣　楓子(3) 野々池 w15.12
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ

8 33422 河本　鼓(3) 浜の宮 w15.19

共通女子100mH [76.2cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

全日中参加標準記録突破 14.80    7/3 11:55 (5-4+4)
大会記録 14.00 松下　美咲 （丹有・ゆりのき台）  加古川 7/3 13:45 (3-2+2)

7/3 15:25 

w:追風参考  

〈〈 決勝 〉〉

1組



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 52.08 6 53.22

2 52.85 7 53.29

3 52.88 8 53.46

4 52.91 9 53.56

5 53.17

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 51.00 5 52.21

2 51.83 6 52.73

3 51.85 7 52.98

4 52.18 8 53.32

[3] タカハシ　サワ [4] イトウ　サエ [3] ヤマナカ　アヤネ [4] ヤマシロ　サキ

31628 髙橋 沙羽(2) 31631 伊藤 紗英(2) 13372 山中 絢音(3) 13311 山城 紗希(2)

大久保 平木
[1] カワイ　ハル [2] ヒライ　リナ [1] ツカモト　サエ [2] シバハシ　ミク

31633 川井 波瑠(2) 31625 平位 りな(2) 13371 塚本 紗衣(3) 13304 柴橋 美来(2)

[3] サガワ　ヒマリ [4] ユキナガ　マナミ [3] オオエ　ユメ [4] トクナガ　ハルカ

41347 佐川 ひまり(3) 41358 幸長 愛美(2) 17320 大江 優芽(3) 17323 徳永 春花(3)
オオクボ ヒラキ

広畑 山手台
[1] タカムロ　ルナ [2] カリタ　ユウキ [1] ヨシムラ　サナ [2] ナカムラ　アンリ

41354 髙室 瑠奈(2) 41346 苅田 優月(3) 17335 吉村 彩奈(3) 17351 中村 杏梨(2)

[3] サトウ　サキナ [4] アオキ　カリン [3] セキグチ　オトミ [4] イノウエ　ヒナ

13534 佐藤 咲菜(3) 13538 青木 花梨(3) 40671 関口 音海(2) 40662 井上 陽菜(3)
ヒロハタ ヤマテダイ

瓦木 白鷺小中
[1] ニシモト　ユキカ [2] イノウエ　リナ [1] カツマ　コトネ [2] キヨハラ　ソヨン

13569 西本 雪華(2) 13561 井上 梨奈(2) 40670 勝間 琴音(2) 40672 清原 咲瑛(2)

[3] ムラカミ　サアヤ [4] マルオ　ミユウ [3] カワヒラ　リカ [4] ハシモト　ヒナ

40923 村上 桜彩(2) 40915 丸尾 望友(3) 12392 川平 瑠華(3) 12386 橋本 妃菜(3)
カワラギ ハクロショウチュウ

ヒメジナダ オゾノ

姫路灘 小園
[1] フジワラ　マナ [2] イエウジ　ミワ [1] ナカバヤシ　ミサキ [2] サクマ　カエ

40914 藤原 愛菜(3) 40918 家氏 美和(2) 12385 中林 美咲(3) 12304 佐久間 華恵(2)

[3] ミヨシ　ユナ [4] ニシカワ　マナカ

20621 三好 佑奈(3) 20618 西川 真加(3)

2組

本山南
[1] キタムラ　ミユ [2] タカギシ　マナミ

20614 喜多村 心優(3) 20615 高岸 愛心(3)

[3] イイダ　マミ [4] ハナバタ　ナルミ [3] ニシタニ　マホ [4] ニシオカ　ハナ

40390 飯田 真実(3) 40397 花畑 愛歩(3) 35926 西谷 真穂(2) 35937 西岡 花菜(1)
モトヤマミナミ

姫路高丘 吉川
[1] タナカ　シホ [2] クマガイ　ハルナ [1] コバヤシ　アヤ [2] クドウ　サクラ

40393 田中 志歩(3) 40392 熊谷 遥菜(3) 35909 小林 彩(3) 35907 工藤 さくら(3)

[3] ウェルズ　ラナ [4] マツダ　マオ [3] トミナガ　ヒナタ [4] ニシイ　コズエ

18452 ウェルズ 蘭奈(3) 18457 松田 真緒(3) 28175 冨永 陽(3) 28106 西井 梢(2)
ヒメジタカオカ ヨカワ

ミドリダイ タイサンジ

緑台 太山寺
[1] マキノ　イロハ [2] ツジシタ　リイコ [1] ヤマモト　サヤ [2] ナカモト　ソラナ

18456 牧野 衣葉(3) 18472 辻下 梨依子(2) 28170 山本 紗也(3) 28160 中本 空菜(3)

39661 近藤 菜々子(3) 39658 分玉 彩智(3) 33186 橘 里紗(2) 33160 松岡 愛菜(3)
[3] オオニシ　カレン [4] ワタナベ　マヒロ [3] イシグチ　カエデ [4] ヌカダ　ハツエ

39660 大西 花連(3) 39659 渡邉 真優(3) 33150 石口 楓(3) 33189 額田 初枝(2)

33943 小西 亜由弓(3) 33945 平野 美紀(3) 37142 藤原 成美(3) 37141 大山 璃姫(3)
ハリマ カコガワチュウブ

播磨 加古川中部
[1] コンドウ　ナナコ [2] ブンギョク　サチ [1] タチバナ　リサ [2] マツオカ　マナナ

33944 永山 未希(3) 33941 寺北 ここめ(3) 37108 前山 晴華(2) 37103 大野 生織(2)
[3] コニシ　アユミ [4] ヒラノ　ミキ [3] フジワラ　ナルミ [4] オオヤマ　アキ

陵南 小野
[1] ナガヤマ　ミキ [2] テラキタ　ココメ [1] マエヤマ　ハルカ [2] オオノ　イオリ

〈〈 予選 〉〉

1組

リョウナン オノ

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR
全日中参加標準記録突破 47.5    7/3  9:15 (5-0+8)

大会記録 48.09 木原・佐岡・谷口・光安 （東播・平岡）  加古川 7/3 15:50 



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 50.98 5 52.65

2 q 51.47 6 52.77

3 52.29 7 52.99

4 52.39 8 53.91

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 50.90 5 51.83

2 q 51.14 6 52.43

3 q 51.69 7 53.44

4 51.80 8 53.92

[3] タネイチ　モエ [4] オクムラ　アヤカ [3] サワダ　ノア [4] ヤマモト　アヤナ

29636 種市 萌(3) 29645 奥村 彩加(3) 50701 澤田 望愛(2) 50706 山本 彩永(2)

井吹台 赤穂西
[1] オオヤマ　ヒナタ [2] コバヤシ　リコ [1] マエダ　コマコ [2] ヒラヤマ　ユウナ

29639 大山 ひなた(3) 29638 小林 莉子(3) 50789 前田 駒子(3) 50705 平山 結奈(2)

[3] サトウ　アヤネ [4] スズキ　コトミ [3] コバヤシ　ミユ [4] ヒガシババ　アサ

13255 佐藤 絢音(2) 13212 鈴木 琴水(3) 29321 小林 心優(2) 29311 東馬場 杏咲(3)
イブキダイ アコウニシ

甲陵 有野北
[1] オオヤネ　リサ [2] クワバラ　スミレ [1] ヤマモト　アヤナ [2] フジタニ　ミウ

13211 大矢根 理紗(3) 13254 桑原 菫花(2) 29325 山本 彩愛(2) 29322 藤谷 心詩(2)

[3] サトウ　マナ [4] ハマキ　アズサ [3] エトウ　コトネ [4] ツダ　マナカ

12287 佐藤 舞奈(3) 12291 浜木 梓(3) 41563 榮藤 琴音(2) 41570 津田 愛果(1)
コウリョウ アリノキタ

武庫東 朝日
[1] ナガモト　カナエ [2] ナカジマ　アオイ [1] コジマ　リン [2] ウツミ　アリ

12207 永本 奏瑛(2) 12293 中嶋 葵花(3) 41564 小嶋 凛(2) 41556 内海 彩里(3)

[3] カワグチ　サキネ [4] タニワキ　ホノカ [3] モリタ　ココ [4] ヤマシタ　アイリ

11801 川口 紗稀音(3) 11815 谷脇 穂香(3) 11366 森田 瑚々(3) 11372 山下 愛梨(3)
ムコヒガシ アサヒ

ソノダヒガシ ソノダ

園田東 園田
[1] ツバキヤマ　ルキア [2] サカモト　ホノカ [1] タダ　ワカナ [2] イワモト　クルミ

11836 椿山 流季彩(2) 11812 坂本 帆乃香(3) 11378 夛田 和香那(3) 11367 岩本 くるみ(3)

[3] イムタ　アン [4] ヤマニシ　メイ [3] アカギ　ココロ [4] カワベ　アキラ

70238 藺牟田 杏(2) 70236 山西 芽衣(3) 39401 赤木 こころ(2) 39411 河邊 聖(2)

4組

青雲 稲美
[1] モリ　ユイナ [2] ヤマグチ　ナツミ [1] タキモト　リンカ [2] サカモト　アイ

70233 森 由依奈(3) 70234 山口 菜摘(3) 39427 滝本 鈴夏(3) 39426 坂元 愛(3)

[3] マツカワ　タカコ [4] マツシタ　ミユ [3] イトウ　レイ [4] カイハラ　ナナエ

12982 松川 貴子(3) 12980 松下 心優(3) 62142 伊藤 怜(2) 62132 貝原 那苗(3)
セイウン イナミ

大社 篠山
[1] イシバシ　コナツ [2] ナカガワ　ユラ [1] オオニシ　リン [2] ナガシマ　アミ

12996 石橋 小夏(2) 12985 中川 優来(3) 62143 大西 琳(2) 62145 長島 歩未(2)

[3] シギョウ　メイ [4] オカダ　ヒナキ [3] タカハラ　アヤノ [4] シバタ　サラ

14223 執行 芽生(3) 14242 岡田 雛妃(2) 42433 高原 彩乃(3) 42432 柴田 幸来(3)
タイシャ ササヤマ

塩瀬 福崎西
[1] シラネ　アイ [2] タダ　ユイカ [1] オサキ　ユウカ [2] ミヤウチ　アヤカ

14224 白根 亜依(3) 14244 多田 優衣香(2) 42427 尾﨑 優花(3) 42426 宮内 綾花(3)

[3] ハヤシ　ユア [4] タカダ　マオ [3] クリタ　クレハ [4] マツイ　ユナ

16623 林 佑亜(2) 16612 髙田 真央(3) 80181 栗田 來羽(2) 80173 松井 裕菜(3)
シオセ フクサキニシ

[1] ヤマシタ　メイカ [2] ニカイドウ　サキ [1] シロシタ　チリア [2] タニグチ　アイハ

16620 山下 芽歌(2) 16621 二階堂 咲(2) 80163 城下 千璃亜(3) 80165 谷口 愛華(3)

3組

タカツカサ トヨオカミナミ

高司 豊岡南

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



審判長
記録主任

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 q 50.61 5 52.76

2 q 51.47 6 53.84 L

3 51.88 7 54.79

4 52.25 DNS

[3] アズマ　ミズキ [4] セントク　マミコ

33420 東 瑞稀(3) 33443 千徳 真心子(2)

q:プラスによる進出    L:1回目のレーン侵害  DNS:欠場  

浜の宮 荒牧
[1] カワモト　ツヅミ [2] イシダ　アガサ

33422 河本 鼓(3) 33421 石田 有華咲(3)

[3] タカス　フウコ [4] イムラ　アヤミ [3] フクダ　ユナ [4] ナカオ　ミレイ

31406 髙巣 楓子(3) 31403 井村 綾実(3) 64147 福田 結菜(3) 64151 中尾 心玲(2)
ハマノミヤ アラマキ

野々池 柏原
[1] ナカニシ　ミナ [2] マツイ　ミサキ [1] フクダ　リン [2] ヤマシタ　メイビ

31409 中西 美菜(3) 31412 松井 美咲希(3) 64141 福田 鈴(3) 64142 山下 萌妃(3)

[3] ツツミ　セイカ [4] ゴンドウ　ユリコ [3] キムラ　ハルカ [4] ナガセ　サキ

32942 堤 清香(2) 32933 権藤 百合子(3) 13624 木村 春香(3) 13642 長瀬 早紀(2)
ノノイケ カイバラ

氷丘 上甲子園
[1] タイ　リオ [2] タイ　リナ [1] ドバシ　ミツキ [2] ミナギ　モモカ

32945 田井 理捺(1) 32934 田井 里奈(3) 13621 土橋 美月(3) 13623 皆木 萌々華(3)

[3] キモト　ユキノ [4] イノウエ　ナギサ [3] オオニシ　アズミ [4] ナガイ　ハルカ

24157 木元 雪乃(3) 24150 井上 凪紗(3) 13477 大西 彩純(3) 13479 永井 遼(3)
ヒオカ カミコウシエン

[1] トモフジ　ミユ [2] サガラ　ルナ [1] ワトウ　モモカ [2] キノシタ　ユイカ

24151 友藤 美優(3) 24168 相良 月奏(2) 13485 和唐 萌々花(3) 13414 木下 結賀(2)

5組

キタコウベ コウブ

北神戸 甲武

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



審判長
記録主任

予選
決勝

順位 所属 記録 順位 所属 記録

1 50.44 5 51.15

2 50.76 6 51.29

3 51.10 7 51.49

4 51.11 8 51.60

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 信近　清志
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

共通女子4x100mR
全日中参加標準記録突破 47.5    7/3  9:15 (5-0+8)

大会記録 48.09 木原・佐岡・谷口・光安 （東播・平岡）  加古川 7/3 15:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組

キタコウベ ソノダヒガシ

北神戸 園田東
[1] トモフジ　ミユ [2] サガラ　ルナ [1] ツバキヤマ　ルキア [2] サカモト　ホノカ

24151 友藤 美優(3) 24168 相良 月奏(2) 11836 椿山 流季彩(2) 11812 坂本 帆乃香(3)
[3] キモト　ユキノ [4] イノウエ　ナギサ [3] カワグチ　サキネ [4] タニワキ　ホノカ

24157 木元 雪乃(3) 24150 井上 凪紗(3) 11801 川口 紗稀音(3) 11815 谷脇 穂香(3)
タカツカサ ヒオカ

高司 氷丘
[1] ヤマシタ　メイカ [2] ニカイドウ　サキ [1] タイ　リオ [2] タイ　リナ

16620 山下 芽歌(2) 16621 二階堂 咲(2) 32945 田井 理捺(1) 32934 田井 里奈(3)
[3] ハヤシ　ユア [4] タカダ　マオ [3] ツツミ　セイカ [4] ゴンドウ　ユリコ

16623 林 佑亜(2) 16612 髙田 真央(3) 32942 堤 清香(2) 32933 権藤 百合子(3)
ヒメジナダ シオセ

姫路灘 塩瀬
[1] フジワラ　マナ [2] イエウジ　ミワ [1] シラネ　アイ [2] タダ　ユイカ

40914 藤原 愛菜(3) 40918 家氏 美和(2) 14224 白根 亜依(3) 14244 多田 優衣香(2)
[3] ムラカミ　サアヤ [4] マルオ　ミユウ [3] シギョウ　メイ [4] オカダ　ヒナキ

40923 村上 桜彩(2) 40915 丸尾 望友(3) 14223 執行 芽生(3) 14242 岡田 雛妃(2)
ムコヒガシ コウリョウ

武庫東 甲陵
[1] ナガモト　カナエ [2] ナカジマ　アオイ [1] オオヤネ　リサ [2] クワバラ　スミレ

12207 永本 奏瑛(2) 12293 中嶋 葵花(3) 13211 大矢根 理紗(3) 13254 桑原 菫花(2)
[3] サトウ　マナ [4] ハマキ　アズサ [3] サトウ　アヤネ [4] スズキ　コトミ

12287 佐藤 舞奈(3) 12291 浜木 梓(3) 13255 佐藤 絢音(2) 13212 鈴木 琴水(3)



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
 ZEN 

1 24150 3 北神戸 10 1.63
 ZEN 

2 33438 3 浜の宮 2 1.60

3 29176 3 大原 12 1.57

4 10380 3 日新 9 1.51

5 27510 2 押部谷 3 1.51

6 64452 3 氷上 13 1.45

7 13642 2 上甲子園 1 1.45

7 15580 3 精道 4 1.45

9 17332 3 山手台 6 1.40

9 40900 3 姫路灘 7 1.40

9 29204 3 有野 8 1.40

9 12384 3 小園 11 1.40

9 32931 3 氷丘 14 1.40

14 45509 2 夢前 16 1.40

40184 3 増位 5 NM

11370 3 園田 15 NM

大会記録 1.68 今西　敏美 （神戸・住吉）  王子

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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    7/3 10:00 

井上　凪紗 |o   |xo  |xo  |xxx |     
マスモト　アヤナ ハマノミヤ |o   |xxo |xo  |o   |xo  |

〈〈 決勝 〉〉

A組
|1.40|1.45|1.48|1.51|1.54|

競技者名 |1.57|1.60|1.63|1.66|     
イノウエ　ナギサ キタコウベ |-   |o   |o   |o   |o   |

長瀬　早紀                           
ミナミグチ　ワカ セイドウ |o   |xxo |xxx |          

升元　絢菜 |o   |xo  |xxx |          
ヤマダ　マオ オオハラ |o   |o   |o   |o   |o   |
山田　麻央 |o   |xxx |               
タナカ　トウコ ニッシン |o   |xxo |o   |xo  |xxx |
田中　冬子                           
サイカイ　ミズキ オシベダニ |o   |xo  |o   |xxo |xxx |
西海　瑞葵                           
ウメガキ　ハナ ヒカミ |xo  |o   |xxx |          
梅垣　花菜                           
ナガセ　サキ カミコウシエン |o   |xxo |xxx |          

糀谷　優                           
コテラサワ　アンリ ユメサキ |xo  |xxx |               

南口　和花                           
ヤマモト　クルミ ヤマテダイ |o   |xxx |               
山本　來実                           
イケウチ　アユミ ヒメジナダ |o   |xxx |               
池内　歩美                           
タケノウチ　ヒヨリ アリノ |o   |xxx |               
竹ノ内　陽莉                           
ナガイ　リンナ オゾノ |o   |xxx |               
永井　凛奈                           
コウジタニ　ユウ ヒオカ |o   |xxx |               

小寺澤　杏俐                           
ナカオ　アズサ マスイ |xxx |                    
中尾　梓                           
ハタ　モモカ ソノダ |xxx |                    
秦　桃香                           

ZEN:全日中参加標準記録突破  NM:記録なし  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  



予選
決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

1 29645 3 井吹台 13 q w5.15 (+2.3) 公認:4.91(0.0)

2 32934 3 氷丘 3 q 5.03 (+0.2)

3 38145 2 社 14 q 4.90 (+1.4)

4 33943 3 陵南 18 q 4.89 (+0.7)

5 37520 2 北条 2 q 4.88 (+1.7)

6 13212 3 甲陵 16 q 4.85 (+1.8)

6 50523 2 赤穂 17 q 4.85 (+1.9)

8 12287 3 武庫東 12 q 4.84 (-0.2)

9 50683 3 赤穂東 5 q 4.81 (+1.0)

10 24151 3 北神戸 15 q 4.79 (+1.7)

11 31403 3 野々池 11 q 4.77 (+0.4)

12 12857 3 浜脇 8 q 4.75 (+0.2)

13 37002 3 小野南 10 4.75 (+0.3)

14 40397 3 姫路高丘 6 4.71 (+1.4)

16203 3 宝梅 1 NM

28173 3 太山寺 4 NM

33427 3 浜の宮 9 NM

64147 3 柏原 19 NM

33092 3 加古川山手 20 NM

14019 2 学文 21 NM

20061 3 向洋 22 NM

29171 3 大原 24 NM

41456 2 網干 7 DNS

31631 2 大久保 23 DNS

長安　愛海 |     |     |     |
イトウ　サエ オオクボ                                      

伊藤　紗英 |     |     |     |

イヨタ　ハル オオハラ                                      

伊與田　晴 |   ↓|   ↓|   ↓|
ナガヤス　マナミ アボシ                                      

w:追風参考  q:規則第180条15による進出    NM:記録なし  DNS:欠場  x:無効試技  

リュウモト　マリナ ガクブン                                      

龍本　まりな |   ↓|   ↓|   ↓|
タニ　ユアン コウヨウ                                      

谷　優杏 |   ↓|   ↓|   ↓|

フクダ　ユナ カイバラ                                      

福田　結菜 |   ↓|   ↓|    x|
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ                                      

長谷川　茜音 |   ↓|    x|   ↓|

コバシ　ワカナ タイサンジ                                      

小橋　若奈 |   ↓|   ↓|    x|
マジマ　モエカ ハマノミヤ                                      

間嶋　萌花 |    x|    x|   ↓|

ハナバタ　ナルミ ヒメジタカオカ               +1.4                   

花畑　愛歩 |   ↓|   ↓| 4.71|
イトウ　リオ ホウバイ                                      

伊藤　梨音 |   ↓|   ↓|   ↓|

イケガミ　キヨリ ハマワキ   +0.2  +0.6                         

池上　嬉和 | 4.75| 4.72|    x|
カネツク　サナ オノミナミ               +0.3                   

鐘撞　紗楠 |   ↓|    x| 4.75|

トモフジ　ミユ キタコウベ   +1.7        +2.4                   

友藤　美優 | 4.79|    x| 4.76|
イムラ　アヤミ ノノイケ   +0.1  +0.4                         

井村　綾実 | 4.75| 4.77|   ↓|

サトウ　マナ ムコヒガシ         -0.2                         

佐藤　舞奈 |    x| 4.84|   ↓|
ウオズミ　メイ アコウヒガシ    0.0   0.0  +1.0                   

魚住　芽生 | 4.80| 4.71| 4.81|

スズキ　コトミ コウリョウ               +1.8                   

鈴木　琴水 |    x|   ↓| 4.85|
ハマモト　カオコ アコウ               +1.9                   

濱本　花央子 |   ↓|   ↓| 4.85|

コニシ　アユミ リョウナン   +0.6  -0.6  +0.7                   

小西　亜由弓 | 4.83| 4.84| 4.89|
オカ　アオイ ホウジョウ   +0.7  +1.7  +0.2                   

岡　蒼依 | 4.79| 4.88| 4.82|

タイ　リナ ヒオカ   +0.2  +0.6  +0.7                   

田井　里奈 | 5.03| 4.77| 4.96|
ヤマグチ　エレナ ヤシロ               +1.4                   

山口　恵玲奈 |   ↓|   ↓| 4.90|

オクムラ　アヤカ イブキダイ          0.0  +2.3                   

奥村　彩加 |    x| 4.91| 5.15|

〈〈 予選 〉〉

A組

競技者名 |  1  |  2  |  3  |

大会記録 5.86 宇都宮絵莉 （東播・平岡南）  加古川 7/2 12:30 

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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

共通女子走幅跳
全日中参加標準記録突破 5.45    7/2  9:30 



予選
決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録

1 32934 3 氷丘 5 w5.15 (+2.9)  公認:5.01(1.4)

2 29645 3 井吹台 6 w5.06 (+3.1)  公認:4.93(1.0)

3 37520 2 北条 12 5.03 (-0.3)

4 13212 3 甲陵 9 w5.03 (+2.3)  公認:4.82(0.9)

5 33943 3 陵南 8 5.02 (+2.0)

6 12857 3 浜脇 2 w5.01 (+2.4)  公認:5.01(1.7)

7 12287 3 武庫東 10 4.98 (+1.5)

8 24151 3 北神戸 4 w4.94 (+2.5)  公認:4.90(1.9)

9 50523 2 赤穂 11 4.84 (+2.0)

10 38145 2 社 7 4.69 (+0.2)

11 31403 3 野々池 1 4.66 (+0.7)

12 50683 3 赤穂東 3 4.56 (+1.5)

w:追風参考  x:無効試技  

井村　綾実 |    x| 4.66|    x|     |     |     |

ウオズミ　メイ アコウヒガシ   +0.5  +1.5  +1.9                   

魚住　芽生 | 4.18| 4.56| 4.46|     |     |     |

  +1.1        +1.9  +3.2  +2.5       

イムラ　アヤミ ノノイケ         +0.7                         

友藤　美優 | 4.79|    x| 4.90| 4.88| 4.94|    x|

ハマモト　カオコ アコウ   +1.2  +0.6  +2.0                   

濱本　花央子 | 4.77| 4.79| 4.84|     |     |     |

ヤマグチ　エレナ ヤシロ         +1.2  +0.2                   

山口　恵玲奈 |    x| 4.45| 4.69|     |     |     |

佐藤　舞奈 | 4.92| 4.60|    x| 4.98| 4.64| 4.95|

コニシ　アユミ リョウナン   +0.5  +2.0  +2.7  +1.9  +2.2  +1.8 

小西　亜由弓 | 4.77| 5.02| 4.88| 4.83| 4.91| 4.81|

イケガミ　キヨリ ハマワキ   +0.8        +2.4  +2.2        +1.7 

池上　嬉和 | 4.96|    x| 5.01| 4.84|    x| 5.01|

トモフジ　ミユ キタコウベ

岡　蒼依 | 5.03| 4.78| 4.81| 4.50| 4.97| 4.91|

サトウ　マナ ムコヒガシ   +2.5  +0.4        +1.5  +1.0  +1.9 

スズキ　コトミ コウリョウ   +0.9  +2.7  +1.2  +0.8        +2.3 

鈴木　琴水 | 4.82| 4.86| 4.68| 4.50|    x| 5.03|

奥村　彩加 | 4.92| 4.76| 4.93| 4.87| 5.06| 4.83|

オカ　アオイ ホウジョウ   -0.3  +1.4  +2.0  +2.7  +1.0  +2.7 

競技者名 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

タイ　リナ ヒオカ   +1.4  +0.7  +2.2  +0.6        +2.9 

オクムラ　アヤカ イブキダイ   +2.1  +0.2  +1.0  +2.7  +3.1  +1.8 

田井　里奈 | 5.01| 4.68| 4.97| 4.80|    x| 5.15|

〈〈 決勝 〉〉

A組

共通女子走幅跳
全日中参加標準記録突破 5.45    7/2  9:30 

大会記録 5.86 宇都宮絵莉 （東播・平岡南）  加古川 7/2 12:30 

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
 ZEN 

1 33801 3 志方 16 13.87

2 64855 3 青垣 18 11.93

3 33432 3 浜の宮 7 11.30

4 33741 2 神吉 14 11.30

5 27822 3 平野 11 11.20

6 16207 3 宝梅 9 11.04

7 16821 3 安倉 8 11.02

8 40185 3 増位 19 10.83

9 41730 3 豊富小中 5 10.56

10 33802 3 志方 17 10.54

11 31211 3 大蔵 6 10.46

12 43283 3 香寺 10 10.31

13 11372 3 園田 12 10.09

14 33091 3 加古川山手 20 10.08

15 50681 3 赤穂東 1 10.07

16 16211 3 宝梅 13 10.02

17 32940 2 氷丘 15 10.00

18 12856 3 浜脇 4 9.95

19 29635 3 井吹台 3 9.64

20 39665 2 播磨 2 9.56水野　結愛 | 9.56| 9.53| 8.32|     |     |     |

ZEN:全日中参加標準記録突破  x:無効試技  

スギノ　ミカ イブキダイ                                      

杉野　美香 | 8.87| 9.64| 8.99|     |     |     |

ミズノ　ユア

フナバシ　ヒナ ホウバイ                                      

舟橋　陽奈 | 8.94|10.02| 9.86|     |     |     |

タニガワ　コズエ ヒオカ                                      

ハリマ                                      

谷河　梢 | 9.51| 9.51|10.00|     |     |     |

アオキ　ユウカ ハマワキ                                      

青木　優香 | 9.95| 9.03| 9.40|     |     |     |

クスモト　レンゲ カコガワヤマテ                                      

楠本　れんげ | 9.75| 9.89|10.08|     |     |     |

マツモト　ナオ アコウヒガシ                                      

松本　南緒 |10.07| 9.77| 9.56|     |     |     |

タニセ　アヤノ コウデラ                                      

谷瀬　綾乃 |10.31|10.05| 9.86|     |     |     |

ヤマシタ　アイリ ソノダ                                      

山下　愛梨 |10.09| 9.32| 7.99|     |     |     |

ヤマダ　ユキナ シカタ                                      

山田　幸奈 |10.36|10.54|10.34|     |     |     |

タチバナ　ミサ オオクラ                                      

橘　未紗 | 8.56|10.46|10.12|     |     |     |

ナガタ　ヒナタ マスイ                                      

永田　陽菜乃 |10.42|10.64| 9.38|10.55|10.08|10.83|

コヒガシ　フミカ トヨトミショウチュウ                                      

小東　文香 | 9.66|10.56|10.16|     |     |     |

クロダ　ヒカル ホウバイ                                      

黒田　光瑠 |10.19|10.82|10.96| 9.96|10.42|11.04|

ナカジマ　コノカ アクラ                                      

中島　好叶 |10.37|10.60|10.62|10.24|10.33|11.02|

イシガ　マナ カンキ                                      

石賀　眞和 |10.85|10.31|10.58|10.02|10.47|11.30|

コミナミ　ユイ ヒラノ                                      

小南　結 |10.14|10.29|10.67|10.05|11.20|10.92|

トクオカ　ミオナ アオガキ                                      

徳岡　澪奈 |10.20|11.04|11.04|11.93|11.64|11.64|

ヤスイ　リオ ハマノミヤ                                      

安井　理央 |10.99|10.39|11.16|10.41|11.06|11.30|

ハセガワ　ユウ シカタ                                      

長谷川　有 |13.49|13.53|    x|13.58|13.86|13.87|

〈〈 決勝 〉〉

A組

競技者名 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

大会記録 15.59 助永　仁美 （神戸・神戸生田）  加古川

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 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 [2.72kg]
全日中参加標準記録突破 12.50    7/2  9:30 



  P  1  
期日・時刻 審判長

競技場名 記録主任

陸協名 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

イノウエ　ナギサ キタコウベ 14.36 ( 0.0) 1.65 8.49 26.68 (-3.5)

井上　凪紗(3) 北神戸 928[928] 795[1723] 431[2154] 739[2893]

ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 14.55 ( 0.0) 1.56 9.99 26.91 (-3.5)

宮内　綾花(3) 福崎西 902[902] 689[1591] 529[2120] 719[2839]

コウダマ　イチカ タイサンジ 14.64 ( 0.0) 1.47 8.65 27.46 (-3.5)

幸玉　いちか(3) 太山寺 890[890] 588[1478] 441[1919] 674[2593]

タナカ　ユラ オオハラ 14.94 ( 0.0) 1.47 9.04 28.16 (-3.5)

田中　ゆら(3) 大原 850[850] 588[1438] 467[1905] 618[2523]

モリ　チヒロ タイサンジ 15.40 ( 0.0) 1.47 8.98 28.81 (-3.5)

森　千裕(3) 太山寺 790[790] 588[1378] 463[1841] 568[2409]

ナカムラ　メイ カイバラ 15.43 ( 0.0) 1.47 8.97 28.90 (-3.5)

中村　芽生(3) 柏原 786[786] 588[1374] 462[1836] 562[2398]

ウメガキ　ハナ ヒカミ 16.34 ( 0.0) 1.50 9.66 28.92 (-3.5)

梅垣　花菜(3) 氷上 673[673] 621[1294] 507[1801] 560[2361]

イエウジ　ミワ ヒメジナダ 16.04 ( 0.0) 1.38 8.63 28.09 (-3.5)

家氏　美和(2) 姫路灘 709[709] 491[1200] 440[1640] 624[2264]

カヤマ　モモハ タイサンジ 15.97 ( 0.0) 1.41 7.69 29.67 (-3.5)

香山　百葉(3) 太山寺 718[718] 523[1241] 379[1620] 505[2125]

マスモト　アヤナ ハマノミヤ DNS DNS DNS DNS
升元　絢菜(3) 浜の宮 -[-] -[-] -[-] -[-]

DNS:欠場  ZEN:全日中参加標準記録突破

7 28178 2125 9

8 33438 - -

10 64452 2361 7

9 40918 2264 8

6 28169 2409 5

5 64143 2398 6

4 28172 2593 3

1 29173 2523 4

2 24150 2893 1 ZEN 

3 42426 2839 2 ZEN 

競技会名 全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨

主催団体名 （公財）日本陸上競技連盟 /（公財）日本中学校体育連盟 /（一財）兵庫陸上競技協会 兵庫県中学校体育連盟 兵庫陸上競技協会 [28]

種目 共通 女子 四種競技 決勝 22/7/2 橋本　昌明



審判長
記録主任

決勝

(0.0 m/s) (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
イノウエ　ナギサ キタコウベ 928 モリ　チヒロ タイサンジ 790 

1 24150 井上　凪紗(3) 北神戸 14.36 1 28169 森　千裕(3) 太山寺 15.40
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 902 カヤマ　モモハ タイサンジ 718 

2 42426 宮内　綾花(3) 福崎西 14.55 2 28178 香山　百葉(3) 太山寺 15.97
コウダマ　イチカ タイサンジ 890 イエウジ　ミワ ヒメジナダ 709 

3 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺 14.64 3 40918 家氏　美和(2) 姫路灘 16.04
タナカ　ユラ オオハラ 850 ウメガキ　ハナ ヒカミ 673 

4 29173 田中　ゆら(3) 大原 14.94 4 64452 梅垣　花菜(3) 氷上 16.34
ナカムラ　メイ カイバラ 786 マスモト　アヤナ ハマノミヤ - 

5 64143 中村　芽生(3) 柏原 15.43 33438 升元　絢菜(3) 浜の宮 DNS

DNS:欠場  

〈〈 四種競技 〉〉

1組 2組

全日中参加標準記録突破 14.80    7/2  9:25 
大会記録 14.00 松下　美咲 （丹有・ゆりのき台）  加古川

共通女子100mH [76.2cm]

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
795 

1 24150 3 北神戸 1 1.65
689 

2 42426 3 福崎西 4 1.56
621 

3 64452 3 氷上 9 1.50
588 

4 28169 3 太山寺 3 1.47
588 

4 29173 3 大原 7 1.47
588 

6 64143 3 柏原 10 1.47
588 

7 28172 3 太山寺 2 1.47
523 

8 28178 3 太山寺 5 1.41
491 

9 40918 2 姫路灘 8 1.38
- 

33438 3 浜の宮 6 DNS
マスモト　アヤナ ハマノミヤ                                          

升元　絢菜                                          

DNS:欠場  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  

家氏　美和                                          

コウダマ　イチカ タイサンジ |-   |-   |-   |o   |o   |o   |xo  |xxo |

幸玉　いちか |xxx |                                   

カヤマ　モモハ タイサンジ |-   |-   |o   |o   |o   |xo  |xxx |     

香山　百葉                                          

イエウジ　ミワ ヒメジナダ |-   |-   |o   |o   |o   |xxx |          

森　千裕 |xxx |                                   

タナカ　ユラ オオハラ |-   |-   |-   |-   |-   |o   |o   |o   |

田中　ゆら |xxx |                                   

ナカムラ　メイ カイバラ |-   |-   |-   |xo  |o   |xxo |xo  |xo  |

中村　芽生 |xxx |                                   

梅垣　花菜 |o   |xxx |                              

モリ　チヒロ タイサンジ |-   |o   |o   |o   |o   |o   |o   |o   |

宮内　綾花 |o   |o   |xo  |xxx |                    

ウメガキ　ハナ ヒカミ |-   |-   |-   |-   |-   |xo  |o   |xo  |

ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ |-   |-   |-   |-   |o   |-   |xo  |o   |

競技者名 |1.50|1.53|1.56|1.59|1.62|1.65|1.68|     

イノウエ　ナギサ キタコウベ

井上　凪紗 |o   |o   |xxo |xo  |xo  |o   |xxx |     

|-   |-   |-   |-   |-   |-   |o   |o   |

〈〈 四種競技 〉〉

A組
|1.20|1.25|1.30|1.35|1.38|1.41|1.44|1.47|

共通女子走高跳
全日中参加標準記録突破 1.60    7/2 11:00 

大会記録 1.68 今西　敏美 （神戸・住吉）  王子

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 審判長 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨



決勝

順位 Bibs 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
529 

1 42426 3 福崎西 10 9.99
507 

2 64452 3 氷上 5 9.66
467 

3 29173 3 大原 4 9.04
463 

4 28169 3 太山寺 6 8.98
462 

5 64143 3 柏原 2 8.97
441 

6 28172 3 太山寺 1 8.65
440 

7 40918 2 姫路灘 8 8.63
431 

8 24150 3 北神戸 9 8.49
379 

9 28178 3 太山寺 7 7.69
- 

33438 3 浜の宮 3 DNS
マスモト　アヤナ ハマノミヤ                                      

升元　絢菜 |     |     |     |

DNS:欠場  

香山　百葉 | 7.69| 6.93| 6.82|

イエウジ　ミワ ヒメジナダ                                      

家氏　美和 | 8.07| 8.05| 8.63|
イノウエ　ナギサ キタコウベ                                      

井上　凪紗 | 7.77| 7.54| 8.49|
カヤマ　モモハ タイサンジ                                      

森　千裕 | 7.83| 8.59| 8.98|
ナカムラ　メイ カイバラ                                      

中村　芽生 | 8.78| 8.66| 8.97|
コウダマ　イチカ タイサンジ                                      

幸玉　いちか | 8.49| 8.65| 8.02|

田中　ゆら | 8.54| 9.04| 8.94|
モリ　チヒロ タイサンジ                                      

梅垣　花菜 | 9.44| 9.35| 9.66|
タナカ　ユラ オオハラ                                      

ウメガキ　ハナ ヒカミ                                      

競技者名 |  1  |  2  |  3  |
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

宮内　綾花 | 9.99| 8.75| 9.46|
                                     

〈〈 四種競技 〉〉

A組

共通女子砲丸投 [2.72kg]
全日中参加標準記録突破 12.50    7/2 13:45 

大会記録 15.59 助永　仁美 （神戸・神戸生田）  加古川

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 審判長 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 記録主任 火置　達磨



審判長
記録主任

決勝

(-3.5 m/s)

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　ナギサ キタコウベ 739 

1 24150 井上　凪紗(3) 北神戸 26.68
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 719 

2 42426 宮内　綾花(3) 福崎西 26.91
コウダマ　イチカ タイサンジ 674 

3 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺 27.46
イエウジ　ミワ ヒメジナダ 624 

4 40918 家氏　美和(2) 姫路灘 28.09
タナカ　ユラ オオハラ 618 

5 29173 田中　ゆら(3) 大原 28.16
モリ　チヒロ タイサンジ 568 

6 28169 森　千裕(3) 太山寺 28.81
ナカムラ　メイ カイバラ 562 

7 64143 中村　芽生(3) 柏原 28.90
ウメガキ　ハナ ヒカミ 560 

8 64452 梅垣　花菜(3) 氷上 28.92
カヤマ　モモハ タイサンジ 505 

9 28178 香山　百葉(3) 太山寺 29.67

〈〈 四種競技 〉〉

1組

24.0 奥埜めぐみ （東播・竜山）  王子

全日中参加標準記録突破 25.80    7/2 15:40 
大会記録 24.56 好井　愛結 （東播・氷丘）  加古川

共通女子200m

リザルトリスト
全日本中学校通信陸上競技 兵庫県大会[22500178] 橋本　昌明
加古川運動公園陸上競技場　[281060] 火置　達磨


