
期日・時刻 2018/6/17

競技場名

日付 種目

清水　結太(2)  24.25 (+0.6) 小西　開登(3)  24.75 (+0.6) 垣内　郁未(3)  24.76 (+0.6) 森本　健太朗(3)  25.10 (+0.6) 久下　陸斗(3)  25.31 (+0.6) 足立　幸(3)  25.55 (+0.7)

氷上 春日 山南 青垣 春日 青垣

武川　真絹(3)  55.22 矢尾　健太郎(2)  55.80 垣内　郁未(3)  56.31 深田　元貴(3)  57.86 足立　風馬(3)  58.23 久下　陸斗(3)  58.38

春日 氷上 山南 山南 青垣 春日

荻野　健一郎(3)  2:10.24 矢尾　健太郎(2)  2:16.01 堀　充義(2)  2:16.63 森田　文龍(3)  2:19.62 武川　真絹(3)  2:20.31 杉本　拓未(3)  2:22.61

市島 氷上 柏原 春日 春日 青垣

青木　蓮斗(3)  4:31.54 中道　裕太(2)  4:33.35 大槻　楓太(3)  4:34.48 荻野　健一郎(3)  4:36.94 深田　元貴(3)  4:44.57 小橋　稿太朗(3)  4:50.38

春日 柏原 青垣 市島 山南 春日

青木　蓮斗(3)  9:48.23 中道　裕太(2)  9:49.67 徳田　隆汰(2)  10:12.42 阪本　翔吾(2)  10:20.58 須原　祐斗(3)  11:12.90

春日 柏原 柏原 市島 市島

荒木　竜也(3)  17.84 (+1.3) 壇　奏都(3)  18.42 (+1.3) 岡部　晃昌(3)  18.78 (+1.3) 上田　隼也(2)  19.32 (+1.3) 上田　和也(2)  19.69 (+1.3) 髙見　響(2)  20.14 (+1.3)

市島 青垣 春日 氷上 柏原 市島

春日  46.13 氷上  47.20 山南  48.00 青垣  48.10 市島  48.13 柏原  48.65

小西　開登(3) 太田　温也(2) 前田　憲吾(3) 壇　奏都(3) 山内　真尋(3) 上田　空(3)

久下　陸斗(3) 清水　結太(2) 山田　晴天(3) 足立　風馬(3) 坂東　壱星(3) 堀　充義(2)

前田　壮一朗(3) 足立　昌聡(3) 深田　元貴(3) 足立　幸(3) 荒木　竜也(3) 村上　琉斗(2)

舟川　凌叶(3) 藤澤　龍吾(3) 垣内　郁未(3) 森本　健太朗(3) 水嶋　鼓太朗(2) 上田　雅斗(3)

前田　壮一朗(3)  1.60 高田　翔太(3)  1.50 津田　翔汰(2)  1.50 梅垣　朋宏(2)  1.45 髙見　響(2)  1.45 上田　空(3)  1.40

春日 氷上 春日 氷上 市島 柏原

舟川　凌叶(3)  5.81 (+0.1) 足立　昌聡(3)  5.40 (+1.3) 秋山　鴻太(3)  5.33 (+0.6) 太田　温也(2)  5.24 (-0.5) 坂東　壱星(3)  5.24 (-0.3) 前田　憲吾(3)  5.24 (-0.8)

春日 氷上 春日 氷上 市島 山南

藤澤　龍吾(3)  11.58 (+1.7) 村上　琉斗(2)  11.55 (+1.1) 秋山　鴻太(3)  w11.36 (+6.0) 前田　壮一朗(3)  w11.35 (+2.5) 足立　昌聡(3)  11.33 (+1.4) 坂東　壱星(3)  w11.09 (+2.2)

氷上 柏原 春日 春日 氷上 市島

山内　真尋(3)  11.78 水嶋　鼓太朗(2)  10.52 山本　倫也(2)  9.46 村上　匠(3)  9.27 畑　諒太郎(3)  9.20 堀　陽大(3)  8.74

市島 市島 春日 山南 春日 柏原

山内　真尋(3)  29.96 足立　武斗(3)  27.34 堀　陽大(3)  26.68 荒木　竜也(3)  25.40 村上　匠(3)  24.80 上田　雅斗(3)  23.85

市島 春日 柏原 市島 山南 柏原

堀　充義(2)  1626 梅垣　朋宏(2)  1485 上田　空(3)  1403 髙見　瞬(2)  1304 上田　隼也(2)  957

柏原 氷上 柏原 市島 氷上

6月17日 110mH

6月17日 砲丸投

6月17日 走高跳

6月17日 400m

畑　晋太郎(1)  12.50 (+0.7) 山中　優太(1)  13.28 (+0.7) 山田　陸翔(1)  13.42 (+0.7) 池本　海透(1)  13.47 (+0.7) 西山　旺佑(1)  13.54 (+0.7) 宮本　琉生(1)  13.56 (+0.7)

春日 氷上 春日 氷上 市島 市島

村上　快成(1)  5:09.91 小山　尚真(1)  5:26.88 川口　理駆(1)  5:26.96 南野　詩音(1)  5:32.21 髙見　波也斗(1)  5:40.61 荻野　浩輔(1)  5:47.67

柏原 氷上 氷上 柏原 市島 市島

清水　結太(2)  11.90 (+1.0) 太田　温也(2)  12.24 (+1.0) 柴原　朋生(2)  12.36 (+0.5) 水嶋　鼓太朗(2)  12.60 (+1.0) 井上　翔海(2)  12.77 (+1.0) 上田　斗希愛(2)  12.84 (+1.0)

氷上 氷上 春日 市島 春日 柏原

舟川　凌叶(3)  12.07 (-0.2) 足立　風馬(3)  12.25 (-0.2) 藤澤　龍吾(3)  12.25 (-0.2) 小西　開登(3)  12.47 (-0.2) 山田　晴天(3)  12.64 (-0.2)

春日 青垣 氷上 春日 山南

足立　幸(3)  12.64 (-0.2)

青垣

春日  49.52 市島  51.36 柏原  54.33 氷上  54.73

井上　翔海(2) 髙見　響(2) 西山　未來(2) 梅垣　朋宏(2)

畑　晋太郎(1) 西山　旺佑(1) 南野　詩音(1) 池本　海透(1)

山田　陸翔(1) 宮本　琉生(1) 村上　快成(1) 山中　優太(1)

柴原　朋生(2) 髙見　瞬(2) 上田　斗希愛(2) 矢尾　健太郎(2)

岸部　大星(3)  12.80 (0.0) 大木　健(3)  13.12 (0.0) 大原　結(3)  13.38 (0.0) 一瀬　蓮(1)  13.47 (0.0) 宮野　真一(2)  13.99 (0.0) 上田　貴郎(2)  14.12 (-1.9)

春日 氷上 氷上 春日 柏原 氷上

細見　建心(2)  4:52.87 近藤　悠斗(3)  4:55.70 来島　悠斗(2)  4:56.07 山河　悠生(1)  5:33.01 冨村　亮介(1)  5:36.21 足立　遥音(1)  5:52.39

春日 春日 柏原 柏原 柏原 氷上

春日 １１１点 氷上 ９０点 市島 ６４点 柏原 ５７点 青垣 ２５．５点 山南 ２４．５点
ＧＲ：大会新

審判長 大槻　隆浩

記録主任 東浦　一裕
競技会名

主催団体名 陸協名

丹波共通男子 6月17日 200m

6月17日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月17日 3000m

6月17日 110mH

6月17日 800m

6月17日 1500m

6月17日 走幅跳

6月17日 三段跳

6月17日 4x100mR

6月17日 走高跳

6月17日 四種競技

 18.84 (+1.8)  18.31 (+1.8)  20.00 (+1.8)

6月17日 砲丸投

6月17日 円盤投

 19.83 (+1.8) DSQ

 8.85  7.49  7.76  8.36  7.77

 1:04.59  1:02.85

 1.35  1.35  1.40  1.35  1.35

丹波1年男子 6月17日 100m

6月17日 1500m

 58.13  1:01.26  1:00.85

丹波低学年男子 6月17日 4x100mR

丹波2年男子 6月17日 100m

丹波3年男子 6月17日 100m

丹波市男子総合

丹波オープン男子 6月17日 100m

6月17日 1500m

加古川運動公園陸上競技場　

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

DSQ (DiSQualified) : 失格

第７１回篠山市・第７０回丹波市総合体育大会　陸上競技選手権大会

丹波市・篠山市中学校体育連盟 篠山市・丹波市中体連陸上競技部


