
日付 種目

藤原　篤弥(3)  22.87 (-1.7) 岸本　大輝(3)  23.65 (-1.7) 松永　卓也(2)  24.85 (-1.7) 井上　直飛(3)  25.93 (-1.7) 田中　千尋(2)  25.98 (-1.7)
小野南 大会新 小野 小野 旭丘 小野南
則川　愁汰(3)  58.23 松尾　心聖(3)  59.51 安田　暁登(3)  1:01.77 井上　公翔(3)  1:05.56
旭丘 小野 旭丘 小野
岡本　叡音(3)  2:20.26 濱坂　宥斗(2)  2:24.31 藤原　慎太郎(1)  2:33.38 土井　健史(1)  2:38.19 田中　駿士(1)  2:43.34
旭丘 旭丘 小野 小野 小野
森本　健斗(3)  4:22.04 平尾　涼(3)  4:27.63 岡本　叡音(3)  4:47.00 山端　千翔(3)  4:57.03 水池　龍輝(2)  5:11.68
小野 小野 旭丘 旭丘 小野
平尾　涼(3)  9:39.09 森本　健斗(3)  9:52.76 山端　千翔(3)  10:17.62 濱坂　宥斗(2)  10:38.39 水池　龍輝(2)  11:11.59
小野 小野 旭丘 旭丘 小野
多鹿　知輝(3)  15.76 (+0.8) 松尾　心聖(3)  17.92 (+0.8) 和田　涼之介(2)  19.31 (+0.8)

小野 大会新 小野 旭丘
小野  46.34 旭丘  47.69
松尾　心聖(3) 則川　愁汰(3)
岸本　大輝(3) 井上　直飛(3)
多鹿　知輝(3) 和田　涼之介(2)

松永　卓也(2) 藤﨑　凌河(3)
鷲野　廉生(3)  1.50 多鹿　知輝(3)  1.50
小野南 小野
藤﨑　凌河(3)  5.63 (+1.3) 則川　愁汰(3)  w5.05 (+2.3) 松本　翔太郎(2)  4.55 (+1.4) 井上　公翔(3)  3.70 (+1.1) 藤原　泰生(2)  3.65 (+1.7)
旭丘 旭丘 小野 小野 小野
久語　勇輝(1)  13.49 (+0.8) 稲田　昊陽(1)  13.56 (+0.8) 藤本　虹輝(1)  13.79 (+0.8) 長谷川　右京(1)  13.83 (+0.8) 河上　侑聖(1)  13.97 (+0.8) 嶺岸　俊介(1)  14.46 (+0.8)

旭丘 旭丘 小野 小野 小野 旭丘
藤原　慎太郎(1)  4:59.49 土井　健史(1)  5:18.36 田中　駿士(1)  5:29.62
小野 小野 小野
松永　卓也(2)  12.18 (+0.2) 田中　千尋(2)  12.37 (+0.2) 和田　涼之介(2)  12.49 (+0.2) 松本　翔太郎(2)  13.74 (+0.2) 藤原　泰生(2)  14.46 (+0.2)

小野 小野南 旭丘 小野 小野
藤原　篤弥(3)  w10.91 (+2.2) 岸本　大輝(3)  w11.67 (+2.2) 藤﨑　凌河(3)  w11.94 (+2.2) 鷲野　廉生(3)  w12.13 (+2.2) 安田　暁登(3)  w13.79 (+2.2)

小野南 小野 旭丘 小野南 旭丘
小野  53.97
藤原　泰生(2)
河上　侑聖(1)
藤本　虹輝(1)
松本　翔太郎(2)

長谷川　陽大(1)  14.05 (-0.4) 西尾　優人(1)  15.31 (-0.4)
旭丘 小野

小野 旭丘 小野南
８２点 ５７点 ２０点

総合

6月22日 400m

6月22日 800m

小野オープン男子 6月22日 100m

小野低学年男子 6月22日 4x100mR

6月22日 4x100mR

6月22日 1500m

6月22日 3000m

6月22日 走高跳

6月22日 走幅跳

6月22日 110mH

小野２年男子 6月22日 100m

小野３年男子 6月22日 100m

小野１年男子 6月22日 100m

6月22日 1500m

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 三田市・三木市・小野市中体連 陸協名 小野・三田・三木市陸上競技協会

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

小野共通男子 6月22日 200m

競技会名 小野・三田・三木中学校総合体育大会陸上競技大会
期日・時刻 2019/6/22 審判長 水谷　裕司

競技場名
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期日・時刻 2019/6/22 審判長 水谷　裕司

競技場名

松永　尚子(2)  26.78 (-0.6) 久語　さくら(2)  27.60 (-0.6) 渡邊　彩乃(3)  28.12 (-0.6) 常深　彩香(3)  28.81 (-0.6) 松尾　美伶(3)  28.94 (-0.6) 今井　美亜(3)  29.00 (-0.6) 小西　萌羽(2)  30.20 (-0.6) 松本　咲彩(3)  30.86 (-0.6)
小野 旭丘 小野 小野南 小野南 小野南 旭丘 小野
大塩　愛(3)  2:29.73 田中　希空(3)  2:30.87 常峰　未来(2)  2:31.00 北野　千晃(3)  2:33.45 影山　萌花(3)  2:36.11 松尾　菜々珠(2)  2:37.62 賀内　遥佳(3)  2:53.15 吉岡　唯(2)  3:01.01
旭丘 小野南 旭丘 小野 小野 小野南 小野南 旭丘
北野　千晃(3)  5:00.43 大塩　愛(3)  5:03.51 平石　晴菜(2)  5:07.09 常峰　未来(2)  5:07.49 影山　萌花(3)  5:13.95 棟上　琉彩(3)  5:26.93 西島　緩奈(1)  5:26.94
小野 旭丘 小野南 旭丘 小野 小野南 小野南
中川　朔那(2)  15.76 (+0.4) 松元　凜(3)  18.75 (+0.4) 大山　潤姫(2)  18.78 (+0.4) 横山　澄玲(2)  19.36 (+0.4)
小野 小野 小野 旭丘
旭丘  53.12 小野南  53.16 小野  54.35
中野　文紀恵(3) 常深　彩香(3) 松本　咲彩(3)
尾松　咲音(2) 松尾　美伶(3) 渡邊　彩乃(3)
川口　葵愛(2) 西島　萌(3) 高橋　美玖(3)
久語　さくら(2) 今井　美亜(3) 松元　凜(3)
中川　朔那(2)  1.45 広瀬　花菜(3)  1.35 藤本　優花(2)  1.20 山田　華恋(3)  1.20
小野 小野南 小野南 旭丘
高橋　美玖(3)  4.21 (+1.1) 中村　穂花(2)  3.97 (-1.6) 藤本　結衣(1)  3.96 (-2.2) 中塚　理緒(2)  3.94 (+0.8) 尾松　咲音(2)  3.89 (-0.5) 小川　咲良(2)  3.83 (+0.7) 小西　萌羽(2)  3.75 (+1.5) 中野　文紀恵(3)  3.73 (-1.9)
小野 小野南 小野 小野南 旭丘 小野 旭丘 旭丘
松元　凜(3)  11.69 西島　萌(3)  9.11 川口　葵愛(2)  8.57 本岡　遥香(2)  7.18 松尾　美伶(3)  7.09 大山　潤姫(2)  6.94 津崎　想(3)  5.99
小野 小野南 旭丘 旭丘 小野南 小野 小野南
久語　英里奈(1)  13.69 (0.0) 藤本　結衣(1)  14.14 (0.0) 梶尾　彩智(1)  14.28 (0.0) 神田　萌(1)  14.48 (0.0) 藤田　真矢(1)  14.69 (0.0) 神谷　真那(1)  14.80 (0.0) 芦谷　由菜(1)  15.29 (0.0) 吉良　美月(1)  15.35 (0.0)
旭丘 小野 小野 小野南 小野 旭丘 小野南 旭丘
長光　結南(1)  2:39.19 石井　愛華(1)  2:48.29 西村　伶音(1)  2:51.12 細川　花恋(1)  2:51.55 土肥　くるみ(1)  2:55.14 髙田　友愛(1)  3:16.87
旭丘 小野 小野 小野 小野南 小野南
松永　尚子(2)  13.05 (-0.1) 久語　さくら(2)  13.29 (-0.1) 尾松　咲音(2)  13.85 (-0.1) 川口　葵愛(2)  14.18 (-0.1) 藤原　花帆(2)  14.18 (-0.1) 小倉　知華(2)  14.29 (-0.1) 中村　穂花(2)  14.43 (-0.1) 小川　咲良(2)  15.13 (-0.1)
小野 大会新 旭丘 旭丘 旭丘 小野南 小野南 小野南 小野
常深　彩香(3)  w13.33 (+2.2) 渡邊　彩乃(3)  w13.55 (+2.2) 西島　萌(3)  w13.57 (+2.2) 今井　美亜(3)  w13.82 (+2.2) 中野　文紀恵(3)  w14.21 (+2.2) 山田　華恋(3)  w14.27 (+2.2) 松本　咲彩(3)  w14.39 (+2.2) 高橋　美玖(3)  w14.59 (+2.2)

小野南 小野 小野南 小野南 旭丘 旭丘 小野 小野
小野  52.63 小野南  56.45
中川　朔那(2) 藤原　花帆(2)
藤本　結衣(1) 神田　萌(1)
梶尾　彩智(1) 芦谷　由菜(1)
松永　尚子(2) 小倉　知華(2)
広瀬　花菜(3)  13.97 (+1.1) 佐々木　暖愛(1)  14.18 (+1.1) 松山　芽生(2)  14.24 (+1.1) 横山　澄玲(2)  14.40 (+1.1) 河合　蒼依(2)  14.60 (+1.1) 藤本　優花(2)  14.91 (+1.0) 田中　喜花(3)  15.14 (+1.1) 本岡　遥香(2)  15.37 (+1.0)
小野南 小野 小野南 旭丘 小野南 小野南 小野南 旭丘
石井　愛望(3)  2:47.78
小野

小野 旭丘 小野南

７７点 ５１点 ４６点

小野 旭丘 小野南

１５９点 １０８点 ６６点

総合

男女総合

w (wind assist) : 追風参考

小野オープン女子 6月22日 100m

6月22日 800m

6月22日 砲丸投

小野１年女子 6月22日 100m

6月22日 走高跳

小野３年女子 6月22日 100m

小野低学年女子 6月22日 4x100mR

6月22日 800m

小野２年女子 6月22日 100m

6月22日 走幅跳

6月22日 100mH

6月22日 4x100mR

6月22日 800m

6月22日 1500m

小野共通女子 6月22日 200m


