
日付 種目
清水　結太  25.18 (-5.9) 畑　晋太郎  26.42 (-5.9) 井上　翔海  26.51 (-5.9) 上田　斗希愛  26.79 (-5.9) 西山　未來  27.55 (-5.9) 西山　旺佑  27.88 (-5.9) 上田　隼也  27.89 (-5.9) 山中　翔琉  30.83 (-5.9)
氷上 春日 春日 柏原 柏原 市島 氷上 市島
矢尾　健太郎  57.33 堀　充義  1:00.44 西山　未來  1:03.30 大森　岳斗  1:04.26 吉見　大  1:06.35 谷垣　虎次郎  1:09.65
氷上 柏原 柏原 氷上 市島 青垣
堀　充義  2:18.77 矢尾　健太郎  2:18.87 中川　祥汰  2:29.31 大森　岳斗  2:30.76 吉見　大  2:37.63 藤井　涼  2:41.60 辻　紳永門  2:52.65
柏原 氷上 柏原 氷上 市島 市島 青垣
上田　隼也  w18.11 (+3.6) 畑　樹生  w18.89 (+3.6) 上田　和也  w19.46 (+3.6)
氷上 柏原 柏原
氷上  47.28 春日  48.10 柏原  48.57 青垣  55.77

太田　温也 井上　翔海 原田　晃英 兒玉　一輝

清水　結太 畑　晋太郎 村上　琉斗 柴　拓誠

梅垣　朋宏 山田　陸翔 西山　未來 谷垣　虎次郎

矢尾　健太郎 柴原　朋生 堀　充義 辻　紳永門

髙見　響  1.53 津田　翔汰  1.51 堀井　渉真  1.50 宮本　琉生  1.50 難波　架良  1.35 上田　斗希愛  1.30
市島 春日 山南 市島 柏原 柏原

梅垣　朋宏  1.51
氷上

柴原　朋生  5.35 (+1.4) 村上　琉斗  w5.29 (+2.5) 太田　温也  w5.21 (+3.2) 兒玉　一輝  w5.18 (+2.7) 山田　陸翔  w5.10 (+3.2) 山中　優太  w4.85 (+2.9) 渕上　叶太  w4.68 (+6.2) 粟野　浩太  w4.57 (+2.7)
春日 柏原 氷上 青垣 春日 氷上 市島 市島
高杉　大斗  w10.88 (+3.4) 髙見　瞬  w10.58 (+5.8) 髙見　響  w10.34 (+5.0)
氷上 市島 市島

今岡　慧  w10.34 (+5.2)
氷上

水嶋　鼓太朗  11.69 原田　晃英  9.47 山本　倫也  8.90 木下　仁  8.29 深田　凌冶  7.48 友井　海翔  6.99 池本　海透  6.52 一瀬　蓮  5.71
市島 柏原 春日 市島 山南 柏原 氷上 春日
山本　倫也  27.22 原田　晃英  23.37 柴　拓誠  20.22 髙見　瞬  20.00 角木　白虎  19.47 友井　海翔  16.63 深田　凌冶  16.07 山田　志澄  11.81
春日 柏原 青垣 市島 市島 柏原 山南 山南
清水　結太  w11.49 (+6.2) 太田　温也  w11.89 (+6.2) 柴原　朋生  w12.06 (+6.2) 水嶋　鼓太朗  w12.35 (+6.2) 井上　翔海  w12.37 (+6.2) 粟野　浩太  w12.73 (+4.0) 兒玉　一輝  w12.84 (+4.0) 藤原　一貴  w13.37 (+4.0)
氷上 氷上 春日 市島 春日 市島 青垣 山南
中道　裕太  4:46.43 徳田　隆汰  4:51.58 阪本　翔吾  5:00.54 細見　建心  5:01.02
柏原 柏原 市島 春日
中道　裕太  9:47.1 徳田　隆汰  10:20.5 細見　建心  10:39.5 阪本　翔吾  10:50.1
柏原 柏原 春日 市島
畑　晋太郎  w12.19 (+2.4) 山中　優太  w12.77 (+2.4) 宮本　琉生  w12.88 (+2.4) 山田　陸翔  w12.94 (+2.4) 池本　海透  w12.96 (+2.4) 西山　旺佑  w13.00 (+2.4) 南野　詩音  w13.52 (+2.4) 徳丸　奏斗  w13.59 (+2.4)
春日 氷上 市島 春日 氷上 市島 柏原 柏原
久米　健斗  5:03.86 村上　快成  5:19.08 髙見　波也斗  5:28.28 小山　尚真  5:35.08 川口　理駈  5:38.48 荻野　浩輔  5:40.18
柏原 柏原 市島 氷上 氷上 市島

柏原 ８８点 氷上 ７７点 春日 ５８．５点 市島 ５７．５点 青垣 １１点 山南 ５点
一瀬　蓮  w13.04 (+3.4) 上田　輝  w13.32 (+3.4) 山河　悠生  w13.43 (+5.9) 上田　貴郎  w13.51 (+3.4) 坂東　快星  w13.66 (+5.9) 木下　仁  w13.71 (+3.4) 渕上　叶太  w13.84 (+3.4) 山中　翔琉  w13.90 (+5.9)
春日 柏原 柏原 氷上 市島 市島 市島 市島
中川　祥汰  4:59.84 来島　悠斗  5:00.91 長谷川　元規  5:16.29 足立　遥音  5:38.85 平出　歩  5:49.64 森本　隼人  6:00.87 吉見　星哉  6:50.15
柏原 柏原 柏原 氷上 市島 市島 市島
藤澤　智菜  30.28 (-4.6) 川上　怜子  30.43 (-4.6) 待場　渚羽  30.74 (-4.6) 西脇　愛  30.97 (-4.6) 工藤　さくら  31.10 (-4.6) 古賀　菜乃香  32.27 (-4.6)
氷上 氷上 山南 柏原 柏原 青垣
荻野　弥空  5:27.06 由良　和桜  5:27.22 藤原　志歩  5:30.39 中尾　友香  5:32.98 上野　詩奈  5:37.00 古川　朋茉  5:38.30
春日 春日 柏原 柏原 氷上 氷上
足立　佳奈香  w18.01 (+2.6) 佐々木　春菜  w18.88 (+2.6) 小谷　梨乃  w19.43 (+2.6) 西垣　萌愛  w19.58 (+2.6) 浅葉　泉亜  w20.02 (+2.6) 芦田　利都  w20.69 (+2.6)
春日 氷上 柏原 山南 山南 氷上
氷上  54.96 春日  56.29 柏原  57.10 山南  59.15

佐々木　春菜 足立　佳奈香 園田　真楓 浅葉　泉亜

藤澤　智菜 近藤　魅桜 小谷　梨乃 西垣　萌愛

川上　怜子 岡田　結衣 西脇　愛 中島　美結

小林　あこ 近藤　なつき 工藤　さくら 待場　渚羽

藤井　百々果  1.30 近藤　なつき  1.30 園田　真楓  1.25 上田　愛結  1.20
青垣 春日 柏原 柏原

下田　心奈  1.20
氷上

小林　あこ  w4.32 (+7.2) 久下　あおい  w4.26 (+6.4) 今井　かうり  4.16 (+2.0) 足立　佳奈香  w4.11 (+5.9) 園田　真楓  w4.04 (+4.0) 廣岡　夏希  w3.79 (+6.7) 上田　愛結  3.25 (+1.5) 酒井　美月  w3.09 (+4.3)
氷上 春日 青垣 春日 柏原 氷上 柏原 山南
大符　妃菜  10.42 中林　奈緒子  8.91 田中　祐輝  8.28 古賀　菜乃香  8.00 岡村　玲佳  7.63 山川　佳菜子  6.94 中尾　真菜  6.88 廣岡　夏希  6.70
市島 春日 柏原 青垣 柏原 市島 青垣 氷上
大符　妃菜  21.75 田中　祐輝  19.69 岡村　玲佳  18.22 中尾　真菜  17.49 山川　佳菜子  17.47 中林　奈緒子  14.08 荻野　杏  13.37 臼井　千尋  12.71
市島 柏原 柏原 青垣 市島 春日 青垣 氷上
小林　あこ  w13.64 (+3.5) 近藤　なつき  w13.73 (+3.5) 佐々木　春菜  w13.78 (+3.5) 工藤　さくら  w14.25 (+3.5) 亀井　美来  w14.43 (+3.5) 岡田　結衣  w14.48 (+3.5) 今井　かうり  w14.67 (+3.5) 浅葉　泉亜  w15.21 (+3.5)
氷上 春日 氷上 柏原 柏原 春日 青垣 山南
藤原　志歩  2:44.87 下田　心奈  2:45.01 亀井　美来  2:46.76 待場　渚羽  2:53.98 武知　那愛  2:55.04 芦田　利都  2:55.70 細見　しほ  3:19.85
柏原 氷上 柏原 山南 春日 氷上 春日
藤澤　智菜  w13.80 (+2.6) 川上　怜子  w13.89 (+2.6) 近藤　魅桜  w14.02 (+2.6) 西脇　愛  w14.27 (+2.6) 山下　詩瀬  w14.43 (+8.0) 久下　あおい  w14.48 (+8.0) 西垣　萌愛  w15.08 (+8.0)
氷上 氷上 春日 柏原 市島 春日 山南

小谷　梨乃  w14.43 (+2.6)
柏原

荻野　弥空  2:45.60 由良　和桜  2:47.40 上野　詩奈  2:48.53 古川　朋茉  2:51.90 中井　花菜  2:58.07
春日 春日 氷上 氷上 柏原
臼井　千尋  w13.96 (+5.2) 太田　妃咲  w15.42 (+5.2) 小南　摩畝  w15.54 (+5.2) 角森　星奈  w16.00 (+5.2) 酒井　美月  w16.22 (+5.2)
氷上 氷上 氷上 氷上 山南
藤本　七聖  2:52.17 足立　悠月  2:54.32 上田　朱音  3:01.99
春日 氷上 氷上

氷上 ６９．５点 柏原 ６５点 春日 ６４点 青垣 １９点 市島 １６．５点 山南 １５点
柏原 １５３点 氷上 １４６．５点 春日 １２２．５点 市島 ７４点 青垣 ３０点 山南 ２０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

丹波共通男子 10月6日 200m

10月6日 400m

10月6日 走高跳

10月6日 4x100mR

10月6日 砲丸投

10月6日 円盤投

10月6日 走幅跳

10月6日 三段跳

10月6日 3000m

丹波1年男子 10月6日 100m

丹波2年男子 10月6日 100m

10月6日 1500m

10月6日 1500m

10月6日 1500m

丹波オープン男子 10月6日 100m

10月6日 1500m

10月6日 100mH

丹波共通女子 10月6日 200m

10月6日 走高跳

10月6日 4x100mR

100m

10月6日 走幅跳

10月6日 砲丸投

丹波男子総合

丹波女子総合
丹波男女総合

w (wind assist) : 追風参考

10月6日 800m

10月6日 800m

丹波オープン女子 10月6日 100m

10月6日 800m

丹波1年女子 10月6日 100m

10月6日 円盤投

丹波2年女子 10月6日


