
日付 種目

溝口　塁生  11.31 (-1.6) 土居　采暉  11.48 (-1.6) 佐藤　隼  11.78 (-1.6) 和田　一晃  11.79 (-1.6) 山本　秀成  11.96 (-1.6) 笹倉　佑斗  12.27 (-1.6) 井之上　誠真  12.32 (-1.6) 川元　龍誠  12.44 (-1.6)

野々池 青雲 押部谷 玉津 衣川 姫路灘 大久保北 姫路灘

枝川　尚輝  23.42 (-2.6) 松尾　悠人  24.61 (-2.6) 田邉　綜真  24.70 (-2.6) 今井　瑛人  25.65 (-2.5) 山本　丈翔  25.79 (-2.6) 青山　和馬  26.04 (-2.6) 三宅　優翔  26.06 (-2.6) 寒竹　志勇  26.13 (-2.5)

押部谷 青雲 兵教大附属 二見 平岡 朝霧 江井島 衣川

神戸　翔伍  53.83 西尾　咲人  54.90 桃井　祐輔  55.57 高見　侑来  57.07 甲　大樹  57.63 江口　幸翼  58.11 佐々木　哉斗  58.91 佐尾山　広人  58.96

江井島 野々池 大白書 神吉 赤穂西 平岡 本多聞 本多聞

大林　洸己  2:07.13 福田　亘基  2:09.35 北村　嶺樹  2:15.35 柳生　竜実  2:15.66 亀井　秀真  2:18.60 瀬戸　政貴  2:18.83 牧野　謙二  2:19.21 大村　淳一郎  2:22.05

青雲 大久保北 鹿島 朝霧 衣川 望海 大蔵 氷丘

前川　洋晴  4:12.54 山口　琉夜  4:20.13 高谷　唯斗  4:20.41 善波　優輝  4:27.45 荒木　玖仁  4:28.56 清水　悠斗  4:29.15 山内　亮弥  4:29.28 井上　昌希  4:29.51

平岡 五色 大白書 長峰 姫路灘 五色 魚住東 姫路灘

喜多村　慧  8:49.78 茨木　啓充  9:19.49 黒澤　匡喜  9:23.32 木下　凜太郎  9:27.52 國安　広人  9:29.12 山﨑　奨真  9:29.40 清水　敬晶  9:33.01 児山　幹季  9:34.60

鹿島 GR 玉津 神戸長坂 魚住 大久保 神吉 五色 大白書

飯牟田　空良  14.54 (+1.2) 幡中　涼太  15.36 (+1.2) 川畑　佳大  15.49 (+1.2) 宮川　祐京  16.03 (+1.2) 白丸　太一  16.17 (+1.2) 平尾　萌人樹  16.24 (+1.2) 寺田　星輝  17.18 (-3.1)

播磨 GR 姫路灘 野々池 平野 太山寺 稲美 望海

森川　敬友  16.24 (+1.2)

神大附属

姫路灘  46.58 押部谷A  46.90 玉津  47.09 野々池  47.15 衣川  47.63 太山寺  47.80 播磨  48.20 魚住東  48.58

富田　大輝 松井　将 岡村　大悟 角田　爽 寒竹　志勇 佐藤　大介 三國　翔太 横山　瑞樹

川元　龍誠 児玉　遼太 池畑　拓海 川畑　佳大 日坂　明日翔 白丸　太一 飯牟田　空良 山本　樹

幡中　涼太 山本　央 溝内　海斗 秦　悠貴 藤本　大翔 栗山　航汰 橋本　武侍 三輪　玲於

笹倉　佑斗 佐藤　隼 和田　一晃 西尾　咲人 山本　秀成 松井　洋輔 大霜　完太 二橋　夏葵

小宮路　大翔  1.70 天田　侑輝  1.70 橎田　和志  1.60 山本　凌  1.55 川上　宰  1.55 赤穂　寛亮  1.50 金本　宙大  1.40

押部谷 太山寺 平野 野々池 二見 二見 野々池

﨑久保　翔太  1.40

平野

田中　慎也  1.40

平野

岡野　悠生  5.56 (-1.2) 横山　瑞樹  5.53 (-0.7) 田村　隆士  5.33 (-1.0) 松本　心音  5.22 (-0.9) 栗山　航希  5.16 (-1.4) 栗山　航汰  5.14 (+0.9) 友松　正宙  5.09 (-0.8) 宮脇　涼介  5.08 (-1.6)

本山南 魚住東 魚住 平野 太山寺 太山寺 望海 啓明学院

楓　龍之介  11.98 立花　元希  11.22 長谷川　拓海  10.83 田中　智也  10.42 長谷川　稔晃  10.31 谷口　洋平  9.39 萩原　遼仁  9.22 廣瀬　聡真  9.16

大蔵 大蔵 魚住 野々池 本山南 衣川 平野 姫路灘

橋本　隆佐  30.87 澤田　幸志  29.34 須藤　勇海  27.41 横田　紘季  27.35 小宮路　大隼  27.05 立岩　武矩  26.65 富田　大輝  26.12 田渕　改次  25.51

野々池 平野 二見 平野 押部谷 氷丘 姫路灘 大久保

松浦　星乃  13.21 (-1.7) 松尾　日向  13.35 (-1.7) 倉元　実子  13.55 (-1.9) 多田　あいり  13.57 (-1.7) 吉岡　彩里  13.61 (-1.9) 谷川　愛花  13.63 (-1.7) 檜垣　真由  13.64 (-1.7) 毛利　寧々  13.70 (-1.7)

野々池 赤穂西 太山寺 星陵台 五色 魚住東 啓明学院 小部

山田　逸子  26.67 (-1.9) 山本　朱里  26.76 (-1.9) 釜江　愛香  28.56 (-1.4) 石場　望愛  29.14 (-1.9) 松岡　慶恵  29.22 (-1.4) 宇野　琴音  29.29 (-1.9) 澤田　遙菜  29.85 (-1.9) 島﨑　凜桜  30.04 (-1.9)

青雲 野々池 鹿島 兵教大附属 氷丘 姫路灘 氷丘 鹿島

長岡　あず  2:23.24 内匠　ありさ  2:26.54 喜多山　瑞帆  2:26.80 松山　由佳  2:28.67 前田　璃子  2:28.75 久保　綾音  2:33.48 渡辺　萌々香  2:33.73 木曽　藍月  2:35.06

姫路灘 野々池 大久保 魚住東 赤穂西 江井島 本多聞 魚住東

土井　葉月  4:47.75 村井　佑衣  4:50.76 羽田　有希  4:52.06 松井　晶  4:52.23 正垣　早彩  4:53.87 太田　美月  4:54.28 大西　芽依  4:54.53 大村　萌衣  4:56.56

姫路灘 稲美 神吉 稲美北 大蔵 王塚台 魚住東 稲美

太田　朋華  15.02 (-1.0) 山本　せな  15.51 (-1.0) 長谷川　ひな  15.79 (-1.0) 大木　花  16.96 (-1.0) 藤本　愛梨  17.09 (-1.7) 菅　鈴菜  17.11 (-1.7) 髙橋　ひかる  17.23 (-1.8) 蓬莱　千里  17.41 (-3.0)

須磨北 青雲 稲美 本多聞 大久保北 魚住 押部谷 神吉

野々池  51.88 赤穂西  52.07 五色  52.42 本山南  52.63 押部谷Ａ  53.85 太山寺  54.20 朝霧  54.25 魚住  54.38

市　柚月 竹本　琴音 前川　七海 荻生　美穂 大西　琉衣 髙橋　愛加 吉岡　瑚々奈 村尾　梨歩

松浦　星乃 上住　小夏 長舩　日美 竹内　のどか 高橋　花歩 渡辺　夏実 奥住　夏帆 小山　心

藤原　汐音 丸尾　明代 坂東　七穂 房安　華音 髙橋　ひかる 米田　千夏 藤谷　明穂 西岡　真穂

山本　朱里 松尾　日向 吉岡　彩里 石野　彩奈 荒川　佳乃 倉元　実子 升井　百々果 草野　愛

山本　陽菜  1.54 脇本　遼  1.48 丸尾　明代  1.40 横山　愛華  1.40 石野　彩奈  1.35 大路　紗璃  1.35

播磨 神吉 赤穂西 二見 本山南 播磨南

日下部　鈴  1.40 竹内　のどか  1.35 香村　朱音  1.35
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主催団体名 明石市陸上競技協会 陸協名 明石市陸上競技協会

競技会名 第１回明石市中学生陸上競技記録会
期日・時刻 2017/3/20 審判長 奥野耕太郎･栗林秀行

競技場名 アサダスタジアム（明石公園陸上競技場） 記録主任 橋本崇



播磨 本山南 兵教大附属

和田　真佑佳  4.60 (-1.5) 藤原　萌衣  4.54 (-0.7) 北田　真実  4.47 (-1.0) 古家　佑唯  4.42 (-0.6) 豊島　輝夕  4.39 (-1.6) 佐藤　晴香  4.36 (-0.5) 坂東　七穂  4.36 (-1.4) 水守　佑佳  4.29 (-1.2)

二見 神吉 神戸長坂 大久保北 大的 氷丘 五色 赤穂西

巽　麻衣子  10.91 仲村　鈴  10.02 竹本　百花  10.02 生地　夏奈子  9.45 德田　愛佳  9.16 石野　佑歩  8.90 池田　楓  8.89 荻野　優美  8.84

神吉 播磨南 神吉 小部 本山南 二見 朝霧 二見

山尾　真悠  27.32 山本　柊  27.16 澤井　乃愛  25.34 堤　玲奈  23.84 理上　真優花  20.23 藤本　菜緒  19.96 関本　奈知明  19.90 今西　里実  17.76

朝霧 播磨南 朝霧 二見 須磨北 鹿島 野々池 朝霧

3月20日 砲丸投

3月20日 円盤投

3月20日 走高跳

3月20日 走幅跳


