
期日・時刻 2018/6/17

競技場名

日付 種目

中川　稜麻(2)  25.12 (+0.3) 帆玉　翔一(1)  25.82 (+0.3) 三島　大世(2)  25.91 (+0.3) 清水　晃俊(2)  26.49 (+0.3)

篠山東 篠山 篠山 篠山東

小山　直樹(3)  54.57 髙山　優希(2)  54.72 井関　孝輔(2)  1:08.80

篠山 篠山東 篠山東

デヂンルーカス　龍輝(3)  2:12.35 髙山　優希(2)  2:14.73 谷後　涼悠(3)  2:16.41 小田　伊織(2)  2:24.11 畑　友剛(3)  2:34.24 森本　健人(2)  2:42.73

篠山東 篠山東 丹南 篠山 篠山 丹南

山下　幸星(3)  4:30.07 荒木　宇宙(3)  4:31.75 谷後　涼悠(3)  4:43.08 小田　伊織(2)  4:44.85 森本　健人(2)  5:29.39

篠山東 篠山東 丹南 篠山 丹南

月森　公貴(3)  10:16.94 荒木　宇宙(3)  10:29.13 酒井　優樹(3)  10:29.17

篠山 篠山東 篠山

阪本　昂太(3)  16.06 (+1.6)

篠山東

篠山東  47.96 丹南  51.49

阪本　昂太(3) 平野　晴人(3)

岸本　広大(2) 赤井　伊夫貴(3)

青野　寛大(3) 堂本　翔太(2)

中川　稜麻(2) 俣野　武斗(1)

赤井　伊夫貴(3)  1.70 芦田　光基(2)  1.45

丹南 丹南

青野　寛大(3)  5.49 (+1.1) 井関　良太(3)  5.23 (+0.7) 堂本　翔太(2)  4.74 (+0.7) 平野　晴人(3)  4.51 (-0.7) 金津　斗真(1)  4.05 (-0.1)

篠山東 篠山東 丹南 丹南 篠山

井関　良太(3)  w10.44 (+2.8)

篠山東

金崎　樹(3)  9.31

篠山東

金崎　樹(3)  26.65

篠山東

俣野　武斗(1)  12.58 (+0.5) 帆玉　翔一(1)  12.64 (+0.5) 長澤　翔夢(1)  13.30 (+0.5) 竹本　悠也(1)  13.39 (+0.5) 森岡　蓮太(1)  14.00 (+0.5) 鈴木　伽埜(1)  14.11 (+0.5)

丹南 篠山 丹南 篠山 篠山東 篠山東

平山　元喜(1)  5:07.10 藤木　康綺(1)  5:10.10 西田　陽規(1)  5:16.26 栗田　耕一(1)  5:19.63

篠山 篠山東 篠山東 篠山

中川　稜麻(2)  12.12 (+2.0) 岸本　広大(2)  12.39 (+2.0) 三島　大世(2)  12.49 (+2.0) 芦田　光基(2)  13.30 (+2.0) 堂本　翔太(2)  13.72 (+2.0)

篠山東 篠山東 篠山 丹南 丹南

小山　直樹(3)  12.25 (-0.1) 阪本　昂太(3)  12.37 (-0.1) 青野　寛大(3)  12.47 (-0.1) 赤井　伊夫貴(3)  12.84 (-0.1) 平野　晴人(3)  14.20 (-0.1)

篠山 篠山東 篠山東 丹南 丹南

篠山  51.52 篠山東  51.62

小田　伊織(2) 清水　晃俊(2)

帆玉　翔一(1) 鈴木　伽埜(1)

竹本　悠也(1) 森岡　蓮太(1)

三島　大世(2) 髙山　優希(2)

金津　斗真(1)  13.55 (+1.3) 小林　拓矢(1)  13.79 (+1.3) 山本　夢人(1)  14.30 (+1.3) 佐藤　隼人(1)  14.74 (+1.3) 石津　大翔(1)  16.08 (+1.3)

篠山 篠山 篠山東 篠山 篠山

畑　友剛(3)  5:00.51

篠山

篠山東 １２５点 篠山 ６８点 丹南 ５４点
ＧＲ：大会新

DSQ (DiSQualified) : 失格

6月17日 1500m

篠山市男子総合

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

篠山オープン男子 6月17日 100m

篠山3年男子 6月17日 100m

篠山低学年男子 6月17日 4x100mR

6月17日 1500m

篠山2年男子 6月17日 100m

6月17日 円盤投

篠山1年男子 6月17日 100m

6月17日 三段跳

6月17日 砲丸投

6月17日 走高跳

6月17日 走幅跳

6月17日 4x100mR

6月17日 3000m

6月17日 110mH

6月17日 800m

6月17日 1500m

6位

篠山共通男子 6月17日 200m

6月17日 400m

1位 2位 3位 4位 5位

主催団体名 丹波市・篠山市中学校体育連盟 陸協名 篠山市・丹波市中体連陸上競技部

競技会名 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
審判長 大槻　隆浩

加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 東浦　一裕


