
日付 種目

吉里 憧大 54.22 辰巳 蒼真 55.03 宮本 周吾 56.00 藤原 琉暉 56.29 渡邊 航多 56.54 西田 楓真 56.69 宮平 泰旗 56.72 片井 駿汰 56.81

報徳 御殿山 園田 小田 伊丹東 武庫 園田東 報徳

並川 颯晟 4:30.12 藏元 初 4:30.28 市川 幸育 4:30.37 小島 翠斗 4:31.37 福井 陸斗 4:34.04 関 碧生 4:34.61 勝木 純陽 4:37.80 林 陽登 4:38.56

常陽 大成 武庫 今津 塩瀬 関西学院 深津 大成

松井 莉久 15.89 (-1.4)髙木 悠斗 16.09 (-1.4)宮本 周吾 16.39 (-1.4)吉井 智志 17.19 (-1.4)国重 陽生 17.83 (+0.4)高濱 智也 18.00 (-1.4)近藤 聡志 18.04 (+0.4)安冨 獅門 18.24 (-1.4)

武庫 緑台 園田 今津 東谷 明峰 西宮浜 宝梅

岡 優作 3.30 高橋 颯真 2.90 田本 俊士 2.50 鹿又 友太 2.30

大成 小園 真砂 深津

松浦 剛 w5.43 (+5.3)江藤 怜真 w5.43 (+3.4)宮﨑 塔哉 w5.34 (+2.6)廣永 蒼太 5.19 (-0.1)宮本 恵成 w5.16 (+3.2)玉樹 悠 w5.05 (+3.2)牧田 真治 5.02 (+0.5)矢野 寛太 4.89 (+1.7)

大成 日新 深津 浜脇 小田北 小田 川西 猪名川

菅野 壱心 34.28 古川 凜人 33.49 中尾 飛奈太 29.87 中西 火々良 29.79 宇都宮 諒平 28.86 松原 生 26.21 乙部 隼 25.94 鏡園 空吾 25.80

山口 大成 常陽 武庫 安倉 小園 深津 武庫東

竹井 杏 15.32 (+0.8)林 愛梨 15.47 (+0.8)海沼 杏実 15.77 (+0.8)田中 なつみ 15.99 (+0.8)吉村 心 w16.15 (+2.9)山岡 月 16.24 (+0.8)福井 萌愛 16.25 (+0.8)谷口 七恵 w16.28 (+2.9)

大社 日新 瓦木 園田東 武庫東 小田 平木 鳴尾

荒木 まりな 1.54 舟戸 咲穂 1.51 松島 朋花 1.48 坂下 楓花 1.45 葛原 凜 1.45 入谷 成美 1.40

大社 武庫東 天王寺川 上甲子園 小田 武庫東

辻 彩音 1.40

日新

一樋 菜穂 1.40

天王寺川

松田 凜々子 11.73 岩瀬 循子 10.40 礒邉 美蘭 10.15 覚前 友佳梨 9.66 松田 明香里 9.32 樋口 千佳子 8.89 足立 望々花 8.68 安田 悠夏 8.62

山手台 武庫東 西宮浜 塩瀬 小園 瓦木 天王寺川 天王寺川

赤松 海咲 w12.91 (+2.1)山下 来夏 w13.11 (+2.1)塚本 明歩 13.34 (+0.9)谷口 璃奈 w13.38 (+2.1)松本 晃奈 w13.39 (+2.1)田中 彩波 w13.42 (+5.7)海沼 杏実 w13.44 (+2.1)

瓦木 学文 平木 天王寺川 関西学院 光ガ丘 瓦木

大谷 めぐみ 13.44 (+0.9)

苦楽園

高井 優衣 w13.44 (+2.1)

鳴尾

西脇 愛美 w13.27 (+4.7)橋本 ひなの w13.28 (+4.7)吉森 あかり w13.29 (+4.7)石山 羽歌音 w13.48 (+4.7)基山 今日 w13.48 (+4.7)栁 美幸 w13.67 (+4.7)吉田 心美 w13.72 (+4.7)

瓦木 苦楽園 甲陵 上ヶ原 天王寺川 安倉 瓦木

山本 そら w13.72 (+3.4)

甲陵

台風20号接近のために、１１：２０暴風警報が発令されたため、競技会を中止。トラック競技は２年女子１００ｍ１６組、フィールド競技は１２：００までの分を実施。
w (wind assist):追風参考

1年女子 8月23日 100m

2年女子 8月23日 100m

8月23日 砲丸投

共通女子 8月23日 100m H

8月23日 走高跳

8月23日 円盤投

8月23日 走幅跳

8月23日 棒高跳

8月23日 110m H

8月23日 1500m

共通男子 8月23日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 阪神中学校体育連盟陸上競技部

審判長 家門 廣嘉

競技場名 尼崎市記念公園陸上競技場 記録主任 鴻池 弘敏
競技会名 阪神中学生陸上競技競技記録会

期日・時刻 2018/8/23


