
日付 種目

杉山　昂生  11.72 (-0.4) 木下　裕二朗  12.04 (-0.4) 三浦　賢亮  12.24 (-0.4) 楞野　匠人  12.30 (-0.4) 勝山　英明  12.51 (-0.4) 和田　友陽  12.58 (-0.4) 楠　廉人  12.62 (-1.7) 森田　雄大  12.63 (-2.7)

野々池 大久保 望海 魚住東 野々池 二見 野々池 大久保

杉山　昂生  24.18 (-1.2) 北垣　拓己  24.56 (-1.2) 三浦　賢亮  25.00 (-1.2) 藤井　一輝  25.65 (-1.7) 森田　雄大  26.21 (-1.2) 今岡　侑希  26.24 (-1.2) 増田　斗真  26.69 (-1.2) 安森　大朗  26.83 (-1.7)

野々池 大久保 望海 大久保 大久保 魚住 大久保北 衣川

北垣　拓己  55.18 奥野　賢人  56.67 藤井　一輝  56.90 森田　凌介  56.91 泉谷　遥輝  59.96 長野　幹土  1:00.68 久保田　圭  1:01.96 木村　翔  1:03.05

大久保 望海 大久保 大久保 江井島 大蔵 二見 二見

加島　一輝  2:09.91 村上　加依  2:16.73 田上　晃大  2:17.59 松尾　周汰  2:21.58 江田　裕人  2:26.41 久保田　圭  2:28.15 木村　翔  2:28.24 小川　惇輝  2:28.73

望海 二見 江井島 大久保 二見 二見 二見 大久保

岩﨑　勇斗  4:23.73 加島　一輝  4:25.93 田口　博教  4:35.68 幸田　紘人  4:36.44 角谷　秋嘉  4:40.19 菊池　流弥  4:41.09 田上　晃大  4:43.06 鳥井　大輝  4:43.52

朝霧 望海 魚住 朝霧 望海 魚住 江井島 大久保

小西　勘太  9:48.24 板谷　和磨  9:52.39 田口　博教  10:04.24 波戸岡　碧  10:14.65 岸本　大空  10:20.50 菊池　流弥  10:20.78 廣内　大輝  10:28.60 住山　寿也  10:37.82

大久保 朝霧 魚住 大久保 大久保北 魚住 朝霧 魚住

尾ノ井　啓人  17.32 (+0.4) 萩野　俊  17.92 (+0.4) 井上　朝陽  18.33 (+0.4) 田上　大智  18.59 (+0.4) 大久保　環  19.16 (+0.4) 井上　裕貴  20.07 (+0.3) 久保田　圭  20.11 (+1.8) 中島　知己  20.47 (+0.3)

二見 望海 二見 望海 大蔵 望海 二見 魚住

大久保  47.21 野々池  47.49 二見  47.99 魚住東  48.70 大蔵  49.11 望海  49.15 衣川  49.21 朝霧  50.07

森田　凌介 楠　廉人 水口　優月 岡本　和真 上村　直生 藤本　大雅 林　宏太郎 山﨑　一翔

北垣　拓己 杉山　昂生 井上　朝陽 楞野　匠人 前村　翼 三浦　賢亮 中戸　翔大 内村　太一

森田　雄大 勝山　英明 尾ノ井　啓人 森田　豊人 神代　竜汰 田上　大智 安森　大朗 生頼　空大

木下　裕二朗 角田　俊 和田　友陽 中島　基貴 竹田　陽 萩野　俊 大西　海翔 玉本　広志郎

野瀨田　好成  1.60 古川　暖人  1.60 楠　廉人  1.60 尾ノ井　啓人  1.55 井上　朝陽  1.50 野村　光雅  1.40 上野　簾太朗  1.35 内村　太一  1.35

大久保北 望海 野々池 二見 二見 野々池 野々池 朝霧

前村　翼  5.63 (+1.5) 中戸　翔大  5.62 (+1.9) 小橋　颯太  5.47 (+0.2) 野瀨田　好成  5.39 (+1.1) 藤本　大雅  5.19 (+0.8) 星野　航成  5.11 (+2.0) 竹田　陽  5.09 (+0.5) 生頼　空大  5.07 (+1.2)

大蔵 衣川 大久保北 大久保北 望海 大久保 大蔵 朝霧

和田　友陽  11.46 (+2.0) 水口　優月  w11.39 (+2.1) 小橋　颯太  w11.21 (+3.8) 井上　裕貴  11.00 (-0.5) 山際　達也  w10.95 (+2.3) 藤本　大雅  10.90 (+2.0) 田野　紘嗣  10.52 (+1.7) 八田　響太  10.18 (+1.3)

二見 二見 大久保北 望海 魚住 望海 魚住 野々池

岡本　凌典  10.45 奥村　仁紀  10.34 ロバート　ジャスティン  9.87 清水　魁斗  9.75 八木　康介  9.23 兼田　釉介  8.35 京谷　歩夢  8.16 大中原　愛希  7.27

大久保北 魚住東 大久保北 朝霧 野々池 大蔵 二見 朝霧

清水　魁斗  30.92 岡本　凌典  29.60 奥村　仁紀  25.26 八木　康介  24.86 ロバート　ジャスティン  23.25 京谷　歩夢  22.85 大中原　愛希  19.93 古村　翔汰  17.89

朝霧 大久保北 魚住東 野々池 大久保北 二見 朝霧 大蔵
10月13日 円盤投

10月13日 三段跳

10月14日 砲丸投
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10月14日 1500m
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中学選手権男子 10月14日 100m
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競技場名 明石公園陸上競技場きしろスタジアム 記録主任 橋本　崇



日付 種目

中尾　柚希  w12.70 (+3.2) 平野　愛依  w13.29 (+3.2) 植田　菜々美  w13.34 (+3.2) 高名　桃花  w13.56 (+3.2) 山口　紗奈  w13.62 (+3.2) 吉澤　佳倫  13.73 (+0.8) 藤原　青空  w13.76 (+3.2) 寺谷　莉央  13.77 (+1.8)

衣川 魚住 魚住東 望海 二見 二見 朝霧 衣川

中尾　柚希  27.22 (-1.9) 荻原ソフィア　絹  27.87 (-1.9) 大見　桜花  28.35 (-1.9) 黒田　陽菜  28.80 (-1.9) 植田　菜々美  28.82 (-1.9) 佐藤　小花  29.01 (-1.9) 山口　紗奈  29.22 (-0.6) 佐伯　真郁  29.23 (-1.9)

衣川 魚住 衣川 大久保 魚住東 大久保 二見 大久保

飯塚　菜月  2:21.22 迫田　夏歩  2:22.31 渋谷　花奏  2:23.80 西尾　わこと  2:25.22 大林　萌乃佳  2:31.64 下段　海帆  2:32.32 宮村　咲楽  2:32.71 岩本　聖菜  2:33.98

大久保 野々池 望海 野々池 野々池 望海 大久保北 魚住東

飯塚　菜月  4:45.85 西尾　わこと  4:48.38 渋谷　花奏  4:55.95 迫田　夏歩  4:58.06 下段　海帆  5:06.64 大林　萌乃佳  5:09.27 川中　優梨子  5:14.39 竹岡　咲絢  5:15.04

大久保 野々池 望海 野々池 望海 野々池 江井島 野々池

荻原ソフィア　絹  16.02 (+0.5) 大西　このか  16.14 (+0.9) 鈴木　咲羽  16.16 (+0.9) 岡本　雫  16.27 (+0.9) 若宮　李奈  16.53 (+0.9) 井上　叶望  17.35 (+0.9) 久保　春陽  17.46 (+1.4) 城﨑　真鈴乃  17.83 (+1.4)

魚住 大蔵 野々池 衣川 魚住 望海 大久保 大久保北

衣川  51.92 魚住  53.67 魚住東  53.73 大久保  54.40 大蔵  54.47 望海  54.63 二見  54.69 野々池  54.80

寺谷　莉央 松岡　美杏 折原　瑞希 黒田　陽菜 青悦　聡子 高名　桃花 川村　柚葉 元榮　智里

大見　桜花 井上　心翔 植田　菜々美 伊達　成美 吉原　清良 渋谷　花奏 吉澤　佳倫 鴨川　京加

竹本　乃彩 平野　愛依 池内　萌菜 佐藤　小花 山口　凜 薬師寺　柚月 空　綾乃 平澤　舞

中尾　柚希 荻原ソフィア　絹 谷川　愛花 佐伯　真郁 大西　このか 八杉　優衣 山口　紗奈 前本　侑衣南

若宮　李奈  1.50 松岡　美杏  1.40 望月　誉乃美  1.40 鈴木　咲羽  1.40 藤原　汐音  1.35 中村　結羽  1.35 魚住　歩夢叶  1.35 杉浦　萌弥  1.35

魚住 魚住 魚住 野々池 野々池 大久保北 衣川 望海

空　綾乃  4.56 (+0.2) 上田　心咲  4.30 (+0.4) 得津　成美  4.29 (+0.5) 井上　心翔  4.27 (-0.1) 江村　香奈美  4.18 (+1.2) 楞野　愛梨  4.16 (+0.2) 中村　結羽  4.10 (+1.0) 池邊　莉夏  4.07 (+1.1)

二見 大久保 大久保 魚住 望海 大久保北 大久保北 江井島

荻野　優美  10.99 吉原　清良  9.16 中村　葵叶  9.00 藤原　汐音  8.77 村上　綾香  8.52 河合　美憂  8.16 大西　小春  7.73 斎藤　美月  7.52

二見 大蔵 衣川 野々池 望海 大久保北 魚住 大久保北

荻野　優美  30.44 中村　葵叶  22.29 村上　綾香  22.24 日浦　優月  21.64 前本　侑衣南  21.45 鴨川　京加  20.69 七田　咲記  20.49 細谷　友愛  19.55

二見 衣川 望海 望海 野々池 野々池 望海 大久保北
10月13日 円盤投

w (wind assist) : 追風参考

10月14日 走幅跳

10月14日 砲丸投

10月14日 4x100mR

10月13日 走高跳

10月14日 1500m

10月14日 100mH

10月13日 200m

10月13日 800m

中学選手権女子 10月14日 100m
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