
日付 種目
内藤　弓哉  27.03 (-10.8) 登山　晴夫  27.25 (-10.8) 岸江　航大  27.58 (-10.8) 久保　慶介  28.82 (-10.8) 山口　和明  31.32 (-10.8) 岸本　晃  32.64 (-10.8) 藤田　柊真  32.81 (-10.8)
三木東 緑が丘 三木東 三木 緑が丘 星陽 星陽
登山　晴夫  59.96 横井　隼人  1:03.08 原　睦稀  1:12.55
緑が丘 緑が丘 三木東
江本　将  2:20.33 森田　大雅  2:23.22 稲見　峻  2:26.85 横井　隼人  2:27.08 毛利　颯汰  2:28.66 藤原　翔  2:34.13 藤枝　昇  2:37.35
緑が丘 自由が丘 三木東 緑が丘 星陽 三木東 星陽
中塚　爽斗  9:48.9 上村　颯真  10:05.5 上村　郁斗  10:06.5 森田　健介  10:07.2 江本　将  10:31.0 藤田　浩輔  10:31.3 藤原　光佑  11:02.1 福永　大智  11:06.3
三木 三木東 三木東 三木 緑が丘 自由が丘 星陽 自由が丘
山内　大遥  w16.44 (+3.1)
緑が丘
緑が丘  49.88 三木東  51.77 三木  54.44 星陽  55.27

吉村　猛 中井　翔太 久保　慶介 末廣　徹

登山　晴夫 内藤　弓哉 中塚　爽斗 毛利　颯汰

山内　大遥 沼田　成世 鈴木　雄斗 藤田　柊真

滝井　智仁 岸江　航大 藤永　純斗 中野　統太

谷生　悠真  1.45 滝井　智仁  1.30
緑が丘 緑が丘
喜　大和  4.57 (+1.5) 滝井　智仁  w4.43 (+4.4) 中井　翔太  4.34 (+1.2)
緑が丘 緑が丘 三木東
吉村　猛  10.07 山口　和明  7.72 川口　海偉  6.58 沼田　成世  5.29 児島　辰之輔  4.75
緑が丘 緑が丘 自由が丘 三木東 自由が丘
森田　大雅  w12.52 (+3.8) 石田　温暉  w12.90 (+3.8) 久保　慶介  w13.09 (+3.8) 川口　海偉  w13.53 (+5.9) 中井　翔太  w13.55 (+3.8) 喜　大和  w13.66 (+3.8) 沼田　成世  w13.70 (+5.9) 岸本　晃  w13.78 (+5.9)
自由が丘 吉川 三木 自由が丘 三木東 緑が丘 三木東 星陽
山本　弥輝  4:54.71 藤原　翔  5:01.10 吉井　蓮  5:20.72 上髙牧　俊哉  5:21.94 寺野　晴陽  5:29.89 中西　凰  5:36.83 松岡　勇斗  5:40.18
自由が丘 三木東 星陽 三木 緑が丘 三木 吉川
山内　大遥  w11.88 (+3.2) 内藤　弓哉  w12.03 (+3.2) 吉村　猛  w12.64 (+3.2) 岸江　航大  w12.84 (+3.2) 中野　統太  w13.28 (+3.2) 荒石　闘士樹  w13.37 (+3.2) 末廣　徹  w13.86 (+3.2)
緑が丘 三木東 緑が丘 三木東 星陽 吉川 星陽
上村　郁斗  4:42.20 藤永　純斗  4:58.87 稲見　峻  5:05.92 清水　桜介  5:06.70 小茂池　玄太  5:14.96 鈴木　雄斗  5:50.47
三木東 三木 三木東 緑が丘 緑が丘 三木
森腰　大祐  w14.56 (+3.5) 田中　涼貴  w15.33 (+3.5) 藤田　雅大  w19.74 (+3.5)
吉川 星陽 吉川
荒石　闘士樹  5:04.24 上髙牧　隼斗  5:15.07 岡平　優弥  6:51.82
吉川 三木 三木

緑が丘 ９２点 三木東 ６５点 三木 ３０点 自由が丘 ２７点 星陽 １２点 吉川 ６点
内藤　凜  30.47 (-7.2) 齊當　ゆらり  31.48 (-7.2) 守屋　柚希  33.15 (-7.2) 里見　綺輝  33.98 (-7.2)
三木 自由が丘 三木東 自由が丘
多鹿　蕗  5:14.02 田丸　樹  5:18.67 森下　詩  5:19.36 中本　美弥  5:24.53 髙原　彩  5:29.66 片葺　かこ  5:36.64 樽井　優奈  6:37.07
緑が丘 緑が丘 自由が丘 三木東 三木 自由が丘 三木
宮家　加奈  11:31.97 川添　瀬奈  11:45.94 森下　花  11:53.14
緑が丘 自由が丘 自由が丘
木多　千尋  w17.39 (+3.3) 齊當　ゆらり  w18.12 (+3.3) 里見　綺輝  w19.53 (+3.3) 岡田　彩未  w19.72 (+3.3) 松尾　花恋  w22.85 (+3.3)
三木東 自由が丘 自由が丘 三木 吉川
自由が丘  57.70 三木東  58.35 吉川  1:01.21

吉野　友美 國本　奈津菜 小畑　彩葉

高野　真歩 木多　千尋 大石　彩楽

佐々木　晴香 守屋　柚希 品脇　倖名

齊當　ゆらり 河合　もえ 工藤　茉穂

河合　もえ  1.40 濵本　夏月  1.20
三木東 緑が丘
藤井　楓  w4.62 (+3.7) 高野　真歩  w4.61 (+2.3) 木多　千尋  w4.36 (+4.8) 國本　奈津菜  w3.75 (+4.8) 吉野　友美  w3.67 (+5.0) 渋谷　真子  w3.21 (+4.9)
緑が丘 自由が丘 三木東 三木東 自由が丘 吉川
杉能　舞夏  8.72 宮脇　真奈美  7.96 門　莉愛那  7.66 吉野　友美  7.30
緑が丘 三木東 三木東 自由が丘
藤井　楓  w13.47 (+5.4) 高野　真歩  w13.72 (+5.4) 國本　奈津菜  w14.17 (+5.4) 工藤　茉穂  w14.31 (+5.4) 岡田　彩未  w14.61 (+5.4) 大石　彩楽  w14.78 (+5.4) 大上　美里  w15.06 (+5.4) 法島　奈奈  w15.66 (+5.4)
緑が丘 自由が丘 三木東 吉川 三木 吉川 三木東 自由が丘
森下　詩  2:44.52 楠　望咲  2:48.41 的野　里菜  2:53.10 藤原　雅  3:07.36
自由が丘 三木東 緑が丘 緑が丘
内藤　凜  w13.61 (+7.8) 在里　美咲  w14.16 (+7.8) 佐々木　晴香  w14.29 (+7.8) 河合　もえ  w14.63 (+7.8) 小畑　彩葉  w15.46 (+7.8)
三木 三木東 自由が丘 三木東 吉川
田丸　樹  2:39.64 中本　美弥  2:39.72 安藤　奈々美  2:48.21 片葺　かこ  3:01.12
緑が丘 三木東 三木東 自由が丘
森本　茉優  w15.12 (+4.8) 品脇　倖名  w15.43 (+4.8) 渋谷　真子  w16.13 (+4.8) 板倉　恋香  w19.03 (+4.8)
三木東 吉川 吉川 吉川
松永　まなみ  2:54.22 梶内　来瞳  2:54.77 浅和　澪  3:04.50 西森　早和子  3:19.96
緑が丘 緑が丘 緑が丘 緑が丘

三木東 ６８点 自由が丘 ６５点 緑が丘 ５４点 三木 １９点 吉川 １４点 星陽 ０点
緑が丘 １４６点 三木東 １３３点 自由が丘 ９２点 三木 ４９点 吉川 ２０点 星陽 １２点

主催団体名 三田・篠山・丹波・三木市中体連 陸協名

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
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