
日付 種目

柏木　秀也(2)  24.46 (-1.6) 田民　周吾(2)  24.74 (-1.6) 清水　結太(2)  24.83 (-1.6) 中川　稜麻(2)  25.43 (-1.6) 田中　大二朗(2)  25.93 (-1.6) 帆玉　翔一(1)  26.03 (-1.6) 小島　碧斗(2)  26.21 (-1.6) 俣野　武斗(1)  26.23 (-1.6)

三田学園 ゆりのき台 氷上 篠山東 ゆりのき台 篠山 三田学園 丹南

島　真之介(2)  53.86 髙山　優希(2)  55.04 矢尾　健太郎(2)  56.19 西村　知隼(2)  58.92 堀　充義(2)  1:00.25 東山　明輝(2)  1:00.64 原田　航希(2)  1:00.67 光山　倖生(2)  1:01.54

三田学園 篠山東 氷上 狭間 柏原 八景 富士 けやき台

野村　怜(2)  2:03.19 島　真之介(2)  2:08.83 髙山　優希(2)  2:09.16 矢尾　健太郎(2)  2:13.59 野一色　雄善(2)  2:14.08 土持　奏(2)  2:16.23 小田　伊織(2)  2:17.20 髙山　和暉(2)  2:20.26

けやき台 GR 三田学園 篠山東 氷上 八景 ゆりのき台 篠山 富士

三島　大世(2)  17.99 (-1.5) 大塚　奏(2)  18.10 (-1.5) 上田　隼也(2)  18.31 (-1.5) 梅垣　朋宏(2)  18.73 (-1.5) 竹内　漣(2)  19.31 (-1.5) 上田　和也(2)  19.64 (-1.5) 畑　樹生(2)  19.66 (-1.5) 髙見　響(2)  19.68 (-1.5)

篠山 八景 氷上 氷上 ゆりのき台 柏原 柏原 市島

三田学園  46.73 氷上  47.56 ゆりのき台  47.60 八景  48.06 篠山東  48.18 柏原  48.49 篠山  49.59 狭間  49.69

東浦　良昌(2) 太田　温也(2) 鈴木　友翔(2) 吉田　海唯(2) 岸本　広大(2) 原田　晃英(2) 金津　斗真(1) 岸本　拓歩(2)

小島　碧斗(2) 矢尾　健太郎(2) 田中　大二朗(2) 石川　輝朗(2) 中川　稜麻(2) 村上　琉斗(2) 帆玉　翔一(1) 西村　知隼(2)

島　真之介(2) 梅垣　朋宏(2) 田民　周吾(2) 東山　明輝(2) 髙山　優希(2) 西山　未來(2) 竹本　悠也(1) 溝上　隼史(2)

柏木　秀也(2) 清水　結太(2) 藤平　直弘(1) 浅倉　慶太(2) 清水　晃俊(2) 堀　充義(2) 三島　大世(2) 楠本　知斗(1)

堀井　渉真(2)  1.59 羽立　敬(2)  1.59 浅倉　慶太(2)  1.53 芦田　光基(2)  1.50 津田　翔汰(2)  1.45 宮本　琉生(1)  1.35

山南 けやき台 八景 丹南 春日 市島

岸本　広大(2)  5.69 (+2.0) 石川　輝朗(2)  5.52 (+1.6) 村上　琉斗(2)  5.48 (+0.3) 藤平　直弘(1)  5.21 (0.0) 太田　温也(2)  5.12 (0.0) 西村　知隼(2)  5.10 (+1.1) 山中　優太(1)  5.00 (0.0) 鈴木　友翔(2)  4.86 (0.0)

篠山東 八景 柏原 ゆりのき台 氷上 狭間 氷上 ゆりのき台

村上　琉斗(2)  11.38 (-0.1) 羽立　敬(2)  10.90 (-0.1) 津田　翔汰(2)  10.57 (0.0) 木元　志誠(2)  10.44 (0.0) 和田　颯大(2)  10.39 (0.0) 高杉　大斗(2)  10.37 (+1.5) 髙見　瞬(2)  10.32 (0.0) 畑　樹生(2)  10.09 (+0.6)

柏原 けやき台 春日 八景 狭間 氷上 市島 柏原

水嶋　鼓太朗(2)  11.42 原田　晃英(2)  9.71 岸本　拓歩(2)  9.67 山本　倫也(2)  9.45 深田　凌冶(2)  7.88 木下　仁(1)  7.57 田尻　風詩(1)  7.05 友井　海翔(1)  6.85

市島 GR 柏原 狭間 春日 山南 市島 ゆりのき台 柏原

山本　倫也(2)  28.21 髙見　瞬(2)  24.66 原田　晃英(2)  23.60 西中　雄一(2)  19.82 柴　拓誠(2)  19.20 車木　俊貴(2)  18.58 角木　白虎(1)  18.00 深田　凌冶(2)  17.58

春日 市島 柏原 八景 青垣 八景 市島 山南

浅倉　慶太(2)  1679 梅垣　朋宏(2)  1664 堀　充義(2)  1498 高杉　大斗(2)  1235 石山　敬士郎(2)  1172 東山　明輝(2)  1165 稲葉　真之介(2)  1057

八景 氷上 柏原 氷上 富士 八景 ゆりのき台

8月26日 110mH

8月26日 砲丸投

8月26日 走高跳

8月26日 400m

藤平　直弘(1)  12.45 (-1.8) 畑　晋太郎(1)  12.85 (-1.8) 帆玉　翔一(1)  12.89 (-1.8) 長澤　翔夢(1)  13.11 (-1.8) 美除　大地(1)  13.12 (-1.8) 池本　海透(1)  13.24 (-1.8) 竹本　悠也(1)  13.26 (-1.8)

ゆりのき台 春日 篠山 丹南 八景 氷上 篠山

丈野　想空(1)  4:54.45 木下　温喜(1)  4:55.89 嶌本　悠人(1)  4:59.52 前川　圭吾(1)  4:59.95 久米　健斗(1)  5:00.60 溝本　琉斗(1)  5:03.47 藤木　康綺(1)  5:03.57 金剛　大輔(1)  5:06.47

長坂 ゆりのき台 けやき台 八景 柏原 長坂 篠山東 けやき台

石川　輝朗(2)  11.94 (-1.6) 柏木　秀也(2)  12.08 (-1.6) 清水　結太(2)  12.13 (-1.6) 田民　周吾(2)  12.22 (-1.6) 小島　碧斗(2)  12.30 (-1.6) 三島　大世(2)  12.37 (-1.6) 太田　温也(2)  12.40 (-1.6) 田中　大二朗(2)  12.50 (-1.6)

八景 三田学園 氷上 ゆりのき台 三田学園 篠山 氷上 ゆりのき台

野村　怜(2)  4:13.81 岩野　史弥(2)  4:24.28 久山　大祐(2)  4:28.40 野一色　雄善(2)  4:30.35 氏原　功志郎(2)  4:31.02 進藤　大輝(2)  4:32.73 中道　裕太(2)  4:35.33 小田　伊織(2)  4:35.52

けやき台 GR ゆりのき台 狭間 八景 狭間 八景 柏原 篠山

氏原　功志郎(2)  9:41.81 岩野　史弥(2)  9:45.15 久山　大祐(2)  9:51.33 進藤　大輝(2)  9:57.38 中道　裕太(2)  10:02.87 徳田　隆汰(2)  10:19.91 阪本　翔吾(2)  10:21.68 梶谷　忠弘(2)  10:38.35

狭間 ゆりのき台 狭間 八景 柏原 柏原 市島 けやき台

八景 ゆりのき台 氷上 柏原 三田学園 狭間 けやき台 篠山東
８６点 ６９点 ６７点 ６０点 ４４点 ４３点 ３９点 ３２点

競技会名 丹有地区総合体育大会新人大会　陸上競技
期日・時刻 2018/8/27 審判長 大槻　隆浩

競技場名 三木総合防災運動公園陸上競技場 記録主任 火置　達磨

主催団体名 丹有地区中学校体育連盟 陸協名 兵庫陸上競技協会

8月26日 800m

8月27日 110mH

7位 8位

共通男子 8月26日 200m

8月27日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月26日 走幅跳

8月27日 三段跳

8月27日 4x100mR

8月27日 走高跳

8月26日 四種競技

 17.94 (-2.3)  18.33 (-2.3)  19.61 (-2.3)

8月27日 砲丸投

8月26日 円盤投

 19.87 (-2.3)  20.25 (-2.3)  21.10 (-2.3)  21.69 (-2.3)

 6.95  7.98  8.66  7.56  8.02  7.24  7.49

 1.61  1.49  1.35  1.35  1.25  1.25  1.35

1年生男子 8月27日 100m

8月26日 1500m

 1:01.21  59.66  59.58  1:05.25  1:05.08  1:01.65  1:06.87

8月26日 3000m

2年生男子 8月27日 100m

8月27日 1500m

総合



日付 種目

競技会名 丹有地区総合体育大会新人大会　陸上競技
期日・時刻 2018/8/27 審判長 大槻　隆浩

競技場名 三木総合防災運動公園陸上競技場 記録主任 火置　達磨

主催団体名 丹有地区中学校体育連盟 陸協名 兵庫陸上競技協会

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

坂東　佳奈(2)  27.08 (-1.4) 桐山　悠菜(2)  28.20 (-1.4) 竜門　香奈(2)  28.42 (-1.4) 川﨑　涼(2)  28.73 (-1.4) 中　保田李(2)  28.99 (-1.4) 小池　美咲(2)  29.42 (-1.4) 花谷　風南(2)  29.52 (-1.4) 川上　怜子(1)  30.07 (-1.4)

長坂 篠山 長坂 けやき台 八景 三田学園 けやき台 氷上

坂本　日真莉(2)  5:05.97 楠田　綾音(1)  5:09.51 水野　果穂(1)  5:10.15 藤原　志歩(2)  5:14.44 荻野　弥空(1)  5:18.23 由良　和桜(1)  5:18.49 中尾　友香(2)  5:19.44 上野　詩奈(1)  5:20.72

長坂 丹南 ゆりのき台 柏原 春日 春日 柏原 氷上

山口　空(2)  16.58 (-2.4) 鹿島　かりん(2)  16.85 (-2.4) 富永　一葉(2)  17.31 (-2.4) 山内　真結花(1)  17.36 (-2.4) 髙橋　侑李(1)  17.38 (-2.4) 木村　優来(2)  17.55 (-2.4) 森澤　澪(2)  17.97 (-2.4) 磯　陽菜(2)  18.40 (-2.4)

八景 丹南 狭間 篠山東 ゆりのき台 けやき台 長坂 八景

長坂  52.21 けやき台  53.07 氷上  53.43 丹南  54.34 三田学園  55.48 ゆりのき台  55.53 春日  56.36 八景  57.97

森澤　澪(2) 花谷　風南(2) 佐々木　春菜(2) 酒井　世奈(2) 福田　弥生(2) 山口　茉優(1) 足立　佳奈香(2) 藤井　実結(2)

竜門　香奈(2) 川﨑　涼(2) 藤澤　智菜(1) 鹿島　かりん(2) 藤田　真凪(1) 髙橋　侑李(1) 近藤　魅桜(1) 山口　空(2)

坂東　佳奈(2) 嶋原　美奈子(2) 川上　怜子(1) 和泉　葵彩(2) 清水　あいり(1) 久須美　果林(1) 岡田　結衣(2) 青木　穂乃花(1)

山口　真依(2) 野﨑　碧海(2) 小林　あこ(2) 楠田　綾音(1) 小池　美咲(2) 石丸　夕夏(2) 近藤　なつき(2) 中　保田李(2)

山下　愛生(2)  1.45 花谷　風南(2)  1.30 藤井　百々果(2)  1.30 近藤　なつき(2)  1.25 久須美　果林(1)  1.15 園田　真楓(2)  1.15 宮本　葵(1)  1.15

けやき台 けやき台 青垣 春日 ゆりのき台 柏原 丹南

下田　心奈(2)  1.15

氷上

桑形　奈央(2)  5.13 (+1.7) 酒井　心那(2)  w4.95 (+3.6) 和泉　葵彩(2)  4.62 (+1.6) 小林　あこ(2)  4.42 (+1.7) 野﨑　碧海(2)  w4.36 (+3.4) 嶋原　美奈子(2)  4.30 (0.0) 中島　美結(1)  w4.22 (+3.8) 足立　佳奈香(2)  4.14 (0.0)

篠山東 GR 狭間 丹南 氷上 けやき台 けやき台 山南 春日

大符　妃菜(2)  10.81 金井　くるみ(2)  9.83 中林　奈緒子(2)  9.51 西中村　涼香(2)  9.49 平原　咲来(2)  8.93 古賀　菜乃香(2)  8.25 石丸　夕夏(2)  8.21 岡村　玲佳(2)  7.99

市島 篠山 春日 富士 ゆりのき台 青垣 ゆりのき台 柏原

金井　くるみ(2)  25.38 田中　祐輝(2)  21.22 岡村　玲佳(2)  20.95 大符　妃菜(2)  20.90 平原　咲来(2)  20.11 山川　佳菜子(2)  19.50 中尾　真菜(2)  18.93 野見山　陽可(2)  17.81

篠山 柏原 柏原 市島 ゆりのき台 市島 青垣 富士

木村　優来(2)  2066 西中村　涼香(2)  1740 髙橋　侑李(1)  1721 磯　陽菜(2)  1515 小谷　梨乃(1)  1462 山﨑　桃子(1)  1349 芦田　利都(2)  1181 山口　茉優(1)  1097

けやき台 富士 ゆりのき台 八景 柏原 狭間 氷上 ゆりのき台

8月26日 100mH

8月26日 走高跳

8月26日 砲丸投

8月26日 200m

藤田　真凪(1)  13.98 (-1.3) 川上　怜子(1)  14.12 (-1.3) 山内　真結花(1)  14.18 (-1.3) 藤澤　智菜(1)  14.20 (-1.3) 清水　あいり(1)  14.49 (-1.3) 塩田　珠恵(1)  14.63 (-1.3) 西脇　愛(1)  14.68 (-1.3) 青木　穂乃花(1)  14.76 (-1.3)

三田学園 氷上 篠山東 氷上 三田学園 けやき台 柏原 八景

楠田　綾音(1)  2:32.32 荻野　弥空(1)  2:33.34 杉原　麻央(1)  2:33.80 南　晴陽(1)  2:37.34 上野　詩奈(1)  2:37.69 由良　和桜(1)  2:39.40 後藤　菜々海(1)  2:41.59 安部　真梨子(1)  2:44.95

丹南 春日 長坂 長坂 氷上 春日 篠山東 三田学園

坂東　佳奈(2)  13.15 (+0.5) 桐山　悠菜(2)  13.51 (+0.5) 鹿島　かりん(2)  13.56 (+0.5) 川﨑　涼(2)  13.62 (+0.5) 竜門　香奈(2)  13.72 (+0.5) 山口　空(2)  13.92 (+0.5) 佐々木　春菜(2)  13.95 (+0.5) 和泉　葵彩(2)  14.04 (+0.5)

長坂 篠山 丹南 けやき台 長坂 八景 氷上 丹南

坂本　日真莉(2)  2:30.30 北野　こころ(2)  2:30.63 藤原　志歩(2)  2:31.23 亀井　美来(2)  2:34.38 下田　心奈(2)  2:36.33 細川　瑛梨華(2)  2:38.24 待場　渚羽(2)  2:42.64 坂口　琉那(2)  2:43.99

長坂 篠山東 柏原 柏原 氷上 八景 山南 けやき台

長坂 けやき台 丹南 柏原 氷上 ゆりのき台 春日 篠山
６３点 ５６点 ４１．５点 ４１点 ３８．５点 ３４点 ３１点 ２９点

共通女子 8月26日 200m

8月27日 4x100mR

8月27日 走高跳

8月27日 1500m

8月27日 100mH

8月26日 円盤投

8月26日 四種競技

8月26日 走幅跳

8月27日 砲丸投

 31.66 (-2.3)  30.22 (-2.3)

 8.08  9.35  6.24  6.13  5.63  6.91

 20.72 (-1.7)  18.75 (-1.7)

 1.45  1.25  1.30  1.15  1.20  1.20  1.20 NM

 18.02 (-1.4)  19.42 (-1.4)  18.01 (-1.7)  17.26 (-1.4)  18.65 (-1.4)  19.48 (-1.7)

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

総合

2年生女子 8月27日 100m

8月26日 800m

1年生女子 8月27日 100m

8月26日 800m

 5.69  5.12

 28.28 (-0.8)  29.17 (-0.8)  29.22 (-0.8)  31.20 (-0.8)  30.06 (-2.3)  31.85 (-0.8)


