
日付 種目
中川　稜麻  26.34 (-6.4) 俣野　武斗  27.41 (-6.4) 長澤　翔夢  27.94 (-6.4) 清水　晃俊  27.95 (-6.4) 竹本　悠也  28.78 (-6.4)
篠山東 丹南 丹南 篠山東 篠山
髙山　優希  56.10 西田　陽規  1:08.66 滑川　友晴  1:10.25 栗田　耕一  1:10.62
篠山東 GR 篠山東 篠山 篠山
髙山　優希  2:15.51 小田　伊織  2:17.77 藤木　康綺  2:31.65 平山　元喜  2:31.78
篠山東 篠山 篠山東 篠山
山本　夢人  w20.60 (+2.2) 三島　大世  w21.30 (+2.2) 佐藤　隼人  w26.71 (+2.2)
篠山東 篠山 篠山
篠山東  48.57 篠山  49.81 丹南  51.17

清水　晃俊 金津　斗真 堂本　翔太

岸本　広大 帆玉　翔一 俣野　武斗

髙山　優希 竹本　悠也 芦田　光基

中川　稜麻 三島　大世 長澤　翔夢

芦田　光基  1.35
丹南
岸本　広大  w5.44 (+5.3) 堂本　翔太  w4.98 (+2.1) 金津　斗真  4.91 (+1.0) 清水　晃俊  w4.38 (+3.2) 石津　大翔  3.27 (+1.1)
篠山東 丹南 篠山 篠山東 篠山
鈴木　伽埜  5.81
篠山東
俣野　武斗  w12.43 (+4.1) 竹本　悠也  w12.64 (+4.1) 長澤　翔夢  w12.95 (+4.1) 鈴木　伽埜  w13.60 (+4.1) 森岡　蓮太  w13.62 (+4.1)
丹南 GR 篠山 丹南 篠山東 篠山東
藤木　康綺  5:16.18 西田　陽規  5:19.49
篠山東 篠山東
岸本　広大  w12.02 (+4.0) 三島　大世  w12.04 (+4.0) 中川　稜麻  w12.16 (+4.0) 芦田　光基  w13.03 (+4.0) 堂本　翔太  w13.25 (+4.0)
篠山東 篠山 篠山東 丹南 丹南
小田　伊織  4:52.99 井関　孝輔  5:31.45 森本　健人  5:36.91
篠山 篠山東 丹南
井関　孝輔  11:41.3 森本　健人  11:52.7
篠山東 丹南
金津　斗真  w12.42 (+5.6) 佐藤　隼人  w14.36 (+5.6) 石津　大翔  w15.73 (+5.6) 梶原　悠生  w16.45 (+5.6)
篠山 篠山 篠山 篠山

篠山東 ９４点 篠山 ５３点 丹南 ４８点
酒井　世奈  31.59 (-6.3) 芳賀　真白  34.22 (-6.3) 堀　悠菜  34.48 (-6.3) 小野　麗菜  40.54 (-6.3)
丹南 丹南 篠山東 篠山
楠田　綾音  5:15.64 北野　こころ  5:24.73 後藤　菜々海  5:27.62 礒貝　咲良  5:35.89
丹南 篠山東 篠山東 篠山
山内　真結花  w16.59 (+3.1) 酒井　世奈  18.85 (+2.0) 瀬戸　朝光  w21.60 (+3.1)
篠山東 丹南 篠山
篠山東  55.28 丹南  55.32 篠山  1:02.11

桑形　奈央 酒井　世奈 金井　くるみ

山内　真結花 鹿島　かりん 桐山　悠菜

北野　こころ 和泉　葵彩 瀬戸　朝光

波部　みかる 楠田　綾音 小野　麗菜

宮本　葵  1.20
丹南
桑形　奈央  5.00 (+2.0) 和泉　葵彩  w4.38 (+2.7) 河南　歩花  w3.80 (+5.8)
篠山東 GR 丹南 #NAME? 丹南
金井　くるみ  10.78
篠山 GR
金井　くるみ  26.97
篠山 SJ-GR
波部　みかる  w1850
篠山東

10月6日 100mH

10月6日 走高跳

10月6日 砲丸投

10月6日 200m

山内　真結花  w14.02 (+8.2) 宮本　葵  w15.49 (+8.2) 小野　麗菜  w16.90 (+8.2)
篠山東 丹南 篠山
楠田　綾音  2:41.00 後藤　菜々海  2:47.92 堀　悠菜  2:49.97 新家　礼響  2:57.88
丹南 篠山東 篠山東 篠山
桐山　悠菜  w13.09 (+5.3) 鹿島　かりん  w13.27 (+5.3) 和泉　葵彩  w13.43 (+5.3) 桑形　奈央  w13.99 (+5.3) 瀬戸　朝光  w15.78 (+5.3)
篠山 丹南 丹南 篠山東 篠山
北野　こころ  2:45.10 石田　菫  2:53.09
篠山東 丹南
芳賀　真白  w14.59 (+6.8) 河南　歩花  w14.98 (+6.8) 石田　菫  w15.27 (+6.8)
丹南 丹南 丹南

丹南 ６８点 篠山東 ６１点 篠山 ４１点

競技会名 平成30年度三田・篠山・丹波・三木市新人陸上競技大会
期日・時刻 2018/10/6 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

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 三田・篠山・丹波・三木市中体連 陸協名

10月6日 800m

10月6日 110mH

篠山共通男子 10月6日 200m

10月6日 400m

10月6日 走高跳

10月6日 4x100mR
GR

篠山1年男子 10月6日 100m

10月6日 1500m

10月6日 走幅跳

10月6日 砲丸投

10月6日 3000m

篠山オープン男子 10月6日 100m

篠山2年男子 10月6日 100m

10月6日 1500m

10月6日 1500m

10月6日 100mH

篠山共通女子 10月6日 200m

10月6日 走高跳

10月6日 4x100mR

10月6日 円盤投

10月6日 四種競技

10月6日 走幅跳

10月6日 砲丸投

 1.25

w 16.61 (+2.6)

 7.92

SJ : 篠山市中学記録

篠山男子総合

篠山女子総合
w (wind assist) : 追風参考

篠山オープン女子 10月6日 100m

篠山2年女子 10月6日 100m

10月6日 800m

篠山1年女子 10月6日 100m

10月6日 800m

w 30.38 (+6.2)


