
日付 種目

松尾　悠人(3)  11.53 (-0.9) 八尾　藍麻(2)  11.70 (-0.9) 藤本　陽紀(3)  11.82 (-0.9) 藤井　蓮(3)  11.86 (-1.7) 堀口　智貴(3)  11.88 (-1.1) 下里　日向汰(2)  11.92 (-0.9) 安楽　竜斗(2)  11.99 (-0.9) 新美　晴彦(2)  12.07 (-1.7)

青雲 塩瀬 瓦木 山口 神河 塩瀬 山口 学文

藤本　真生(3)  23.43 (+0.9) 藤本　陽紀(3)  23.54 (+0.9) 藤井　蓮(3)  23.56 (+0.9) 大村　好葵(3)  23.56 (+0.9) 田中　聖龍(3)  23.58 (+0.9) 小池　翔太(3)  23.78 (+0.9) 八尾　藍麻(2)  23.88 (+0.5) 下里　日向汰(2)  23.92 (+0.9)

社 瓦木 山口 由良 加美 武庫東 塩瀬 塩瀬

田中　一輝(3)  53.25 島　真之介(2)  53.49 小山　直樹(3)  53.81 嘉㔟　悠夏(3)  54.90 三千田　雅治(3)  55.65 奥野　颯太(3)  55.98 新　裕司(2)  56.49 水谷　匠(2)  57.61

緑が丘 三田学園 篠山 立花 学文 けやき台 本多聞 上甲子園

奥野　颯太(3)  2:07.06 山下　慶馬(2)  2:09.00 藤井　一憲(2)  2:09.06 髙山　優希(2)  2:09.48 植田　順也(3)  2:10.34 三千田　雅治(3)  2:10.58 青木　蓮斗(3)  2:11.16 長谷川　速士(2)  2:11.63

けやき台 立花 西脇南 篠山東 狭間 学文 春日 神河

野村　怜(2)  4:15.85 東　秀太(3)  4:28.09 新美　朋彦(2)  4:28.77 山下　慶馬(2)  4:29.90 岩野　史弥(2)  4:30.27 田路　隼平(3)  4:30.85 山下　結人(2)  4:32.28 宮本　暉北(3)  4:33.51

けやき台 八景 学文 立花 ゆりのき台 猪名川 西脇南 八景

新美　朋彦(2)  9:35.50 吉井　奎登(3)  9:36.23 松本　匠世(3)  9:37.21 北村　拓斗(3)  9:37.65 植田　順也(3)  9:37.76 青木　蓮斗(3)  9:38.11 黒葛野　瑞希(3)  9:38.44 氏原　功志郎(2)  9:38.47

学文 猪名川 甲武 三木 狭間 春日 園田 狭間

堀口　智貴(3)  15.32 (+1.1) 清水　祐哉(3)  15.98 (+1.1) 山田　那央(2)  16.14 (+1.1) 阪本　昂太(3)  16.40 (+1.1) 前中　大樹(3)  16.77 (+1.1) 谷　寿恵琉(3)  16.96 (+1.1) 宮本　周吾(3)  17.89 (+1.1)

神河 三木 加美 篠山東 けやき台 篠山東 園田

梅垣　朋宏(2)  17.89 (+1.1)

氷上

加美  45.83 塩瀬A  46.14 西脇南  47.49 氷上A  47.68 山口A  48.21 緑が丘  48.39 八景A  48.50

園田　駿(3) 伊藤　太輔(1) 村田　潤(3) 太田　温也(2) 田中　遥(2) 吉村　猛(2) 大塚　奏(2)

山田　那央(2) 和田　純弥(1) 八杉　凌司(2) 矢尾　健太郎(2) 政岡　大智(2) 谷生　悠真(2) 石川　輝朗(2)

青山　東義(3) 下里　日向汰(2) 松本　陸(2) 梅垣　朋宏(2) 小林　大和(2) 山内　大遥(2) 東山　明輝(2)

田中　聖龍(3) 八尾　藍麻(2) 宇仁菅　祥太(3) 清水　結太(2) 安楽　竜斗(2) 登山　晴夫(2) 浅倉　慶太(2)

甲武  47.68

駒倉　璃弥(2)

岩本　樹弥(2)

藤井　大地(2)

東　光流(2)

赤井　伊夫貴(3)  1.72 前薗　岳歩(3)  1.69 堀井　渉真(2)  1.50 壷井　翔(3)  1.50 小西　悠(2)  1.50 浅倉　慶太(2)  1.45

丹南 大津 山南 旭丘 甲武 八景

宮本　琉生(1)  1.45

市島

松本　陸(2)  1.45

西脇南

宮田　晴人(3)  5.93 (-0.2) 藤井　大樹(3)  5.92 (-0.1) 藤原　大将(3)  5.74 (0.0) 海道　藍真(3)  5.72 (-0.5) 倉　凌雅(3)  5.56 (-0.2) 石川　輝朗(2)  5.51 (-0.6) 足立　隼人(2)  5.50 (-0.4) 田口　空輝(3)  5.47 (0.0)

けやき台 緑が丘 神河 五色 猪名川 八景 神河 三木

宮田　晴人(3)  13.24 (+0.8) 阿部　慶人(3)  12.47 (-0.4) 藤原　大将(3)  12.30 (+0.6) 桐谷　透二(3)  11.69 (+0.7) 足立　昌聡(3)  11.06 (+0.3) 村上　琉斗(2)  10.98 (+1.3) 池田　昴輝(2)  10.75 (+1.9) 井関　良太(3)  10.69 (+1.7)

けやき台 狭間 神河 学文 氷上 柏原 大津 篠山東

小宮路　大隼(3)  12.50 菅野　壱心(3)  11.95 梅﨑　瑛介(3)  11.56 山内　真尋(3)  11.04 水嶋　鼓太朗(2)  10.53 金崎　樹(3)  10.06 吉村　猛(2)  9.95 山名　敦也(3)  9.40

押部谷 山口 けやき台 市島 市島 篠山東 緑が丘 神河

原田　優飛(3)  39.52 小宮路　大隼(3)  36.81 久保　勇人(3)  33.02 山内　真尋(3)  30.39 長濵　一輝(3)  27.73 吉村　猛(2)  27.35 山名　敦也(3)  25.14 浮田　拓哉(2)  24.78

播磨 押部谷 学文 市島 五色 緑が丘 神河 大津

山本　湧斗(2)  1943 沖田　翔(3)  1831 山内　大遥(2)  1744 谷生　悠真(2)  1534 小松　宙生(2)  1526 東山　明輝(2)  1171 山口　一吹(2)  947 宮路　拓実(1)  658

播磨 五色 緑が丘 緑が丘 小田北 八景 緑が丘 ゆりのき台

8月9日 110mH

8月9日 砲丸投

8月9日 走高跳

8月9日 400m

競技会名 第３回丹有地区中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2018/8/9 トラック：大槻隆浩　跳躍：高橋浩之

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 投てき：奥野耕太郎

主催団体名 丹波市陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

7位 8位

男子 8月9日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月9日 1500m

8月9日 3000m

8月9日 400m

8月9日 800m

8月9日 走高跳

8月9日 走幅跳

8月9日 110mH

8月9日 円盤投

8月9日 四種競技

8月9日 三段跳

8月9日 砲丸投

 20.83 (+0.6)

 8.20  9.25  7.29  7.84  7.30  7.00  5.82  5.05

 17.20 (0.0)  17.41 (0.0)  16.87 (0.0)  19.45 (0.0)  19.99 (+0.6)  21.27 (+0.6)

 1.25 NM

 58.96  58.77  1:00.59  1:00.56  59.66  1:00.70  1:07.81  1:08.20

 1.66  1.45  1.50  1.50  1.55  1.25

審判長

8月9日 4x100mR

8月9日 200m

 20.59 (0.0)



日付 種目

競技会名 第３回丹有地区中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2018/8/9 トラック：大槻隆浩　跳躍：高橋浩之

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 投てき：奥野耕太郎

主催団体名 丹波市陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

審判長

有賀　ひより(3)  12.78 (+0.6) 横田　桃子(3)  12.78 (+0.6) 内山　花(3)  12.86 (+0.6) 上住　小夏(3)  13.05 (+0.6) 谷口　璃奈(2)  13.07 (+1.5) 藤浦　由宇(3)  13.12 (+1.5) 加田　実優(1)  13.13 (+0.9) 山下　来夏(2)  13.19 (+1.5)

長坂 苦楽園 学文 赤穂西 天王寺川 長坂 由良 学文

上住　小夏(3)  26.53 (-0.1) 赤松　海咲(2)  26.77 (-0.1) 谷口　璃奈(2)  26.93 (-0.1) 長舩　日美(3)  27.61 (-0.1) 鈴木　冴(2)  28.17 (+0.1) 川﨑　涼(2)  28.28 (-0.4)

赤穂西 瓦木 天王寺川 五色 瓦木 けやき台

吉岡　唯菜(1)  28.17 (-0.6)

五色

山下　来夏(2)  28.17 (-0.4)

学文

吉田　優音(2)  2:26.99 大塩　愛(2)  2:27.43 熊代　宙乃(2)  2:27.77 蔦川　真優(1)  2:28.24 楠田　綾音(1)  2:29.76 安田　瑠捺(1)  2:30.07 藤後　楓花(1)  2:30.91 尾野　風奈(3)  2:32.48

加美 旭丘 学文 泉 丹南 小田北 神河 神河

大西　文香(2)  4:48.21 蔦川　真優(1)  4:56.95 安田　瑠捺(1)  4:59.17 熊代　宙乃(2)  5:00.90 坂本　日真莉(2)  5:01.14 松風　萌(2)  5:01.86 今門　芹菜(3)  5:02.67 齊藤　里桜奈(3)  5:03.69

平岡 泉 小田北 学文 長坂 甲武 赤穂西 甲武

内山　花(3)  14.63 (-0.3) 増田　千佳(3)  14.87 (-0.3) 藤原　かれん(2)  14.89 (-0.3) ハッサン　リナ(3)  14.96 (-0.3) 田民　栞理(3)  15.36 (-0.3) 中西　桃美(2)  15.59 (-1.0) 玉木　きらら(3)  15.69 (-0.3) 海沼　杏実(2)  15.79 (-0.9)

学文 神河 神河 甲武 ゆりのき台 塩瀬 ゆりのき台 瓦木

神河  50.44 由良  51.88 天王寺川A  52.79 けやき台  52.92 氷上  53.22 塩瀬A  53.60 柏原  54.53 甲武  54.92

安部　愛菜(3) 花野　咲希(3) 日浦　ほのか(2) 花谷　風南(2) 佐々木　春菜(2) 町田　恵菜(2) 下井　彩那(3) 梅田　優姫(2)

藤原　かれん(2) 加田　実優(1) 谷口　璃奈(2) 川﨑　涼(2) 藤澤　智菜(1) 久保　美佳(2) 荻野　愛子(3) 山下　恵奈(2)

松本　百音(3) 須恵　樹杏良(1) 玉野　汐梨(2) 嶋原　美奈子(2) 川上　怜子(1) 前田　奈美(2) 工藤　さくら(2) 田口　ひなの(2)

増田　千佳(3) 加田　実咲(1) 基山　今日(1) 木村　優来(2) 小林　あこ(2) 中西　桃美(2) 酒井　陽菜(3) 清水　綾乃(2)

増田　千佳(3)  1.58 舟戸　咲穂(3)  1.55 山下　愛生(2)  1.49 坂下　楓花(2)  1.49 入谷　成美(3)  1.49 玉木　きらら(3)  1.46 花谷　風南(2)  1.40 町田　恵菜(2)  1.40

神河 武庫東 けやき台 上甲子園 武庫東 ゆりのき台 けやき台 塩瀬

桑形　奈央(2)  4.99 (+0.7) 水守　佑佳(3)  4.84 (+0.4) 中田　優希(3)  4.80 (+0.6) 田中　彩夏(2)  4.73 (+1.0) 坂田　美海(3)  4.73 (+0.2) 末戸　さくら(1)  4.59 (+0.2) 和泉　葵彩(2)  4.48 (-0.1) 前谷　優梨菜(2)  4.42 (0.0)

篠山東 赤穂西 立花 押部谷 武庫東 神河 丹南 青雲

宮本　真里(3)  11.05 岩瀬　循子(2)  10.68 八木　南帆(3)  10.61 溝口　留菜(2)  10.59 大符　妃菜(2)  10.03 金井　くるみ(2)  9.92 片山　乃愛(2)  9.90 金山　明美花(3)  9.55

市島 武庫東 武庫東 五色 市島 篠山 青雲 山南

金井　くるみ(2)  24.35 土井　心侑叶(2)  23.11 寺下　寧々(3)  22.54 重岡　優希(2)  22.16 覚前　友佳梨(2)  21.33 嶋　優友歌(2)  21.26 松尾　蓮花(2)  21.10 大符　妃菜(2)  20.71

篠山 五色 西脇南 天王寺川 塩瀬 平岡 青雲 市島

藤井　香帆(2)  2590 大中　さくら(3)  2377 山下　恵奈(2)  2115 松島　朋花(2)  1969 芳本　望楓(2)  1895 小寺山　莉沙(2)  1886 齊藤　春那(3)  1816 木田　侑里奈(2)  1745

播磨 神河 甲武 天王寺川 播磨 園田 五色 本多聞

8月9日 100mH

8月9日 走高跳

8月9日 砲丸投

8月9日 200m

女子

8月9日 200m

8月9日 100mH

8月9日 4x100mR

8月9日 800m

8月9日 1500m

8月9日 砲丸投

8月9日 円盤投

8月9日 走高跳

8月9日 走幅跳

 17.72 (0.0)

 1.55  1.43  1.46  1.46  1.35

8月9日 四種競技

 15.70 (0.0)  15.70 (0.0)  16.68 (0.0)

 7.65  7.46  7.04  6.38  8.41

 17.23 (0.0)  16.58 (0.0)  17.13 (0.0)  18.69 (-0.7)

NM (No Mark) : 記録無し

 6.49

 28.30 (-1.1)  28.68 (-1.1)  29.35 (-1.1)  30.38 (-1.1)  30.43 (-1.1)  28.39 (-1.1)  30.35 (-1.1)  28.84 (-1.3)

 1.30  1.40  1.25

 10.37  9.61

8月9日 100m


