
種目
玉井　聖真  13.12 (-2.3) 井田　大貴  13.45 (-2.3) 坂井　孝成  13.61 (-2.3) 知原　飛羽  13.71 (-2.3) 阪本　悠一郎  13.98 (-2.3) 木村　夢大  14.02 (-2.3) 岡本　祐汰  14.16 (-2.3) 今井　瞳真  14.22 (-2.3)
南部中 清流中 ● 稲原中 松洋中 切目中 日高中 ● 清流中 河南中 ●
玉井　聖真  26.37 (+0.5) 奥山　将成  27.77 (+0.5) 知原　飛羽  27.93 (+0.5) 荒井　結翔  28.27 (+0.5) 今井　瞳真  28.98 (+0.5) 玄素　拓磨  29.09 (+0.5) 湯川　蓮  29.17 (+0.5) 尾上　皓  29.18 (+0.5)
南部中 ● 河南中 ● 松洋中 ● 美山中 河南中 印南中 大成中 日高中
阪本　悠一郎  1:03.31 辻岡　陸  1:04.49 深尾　樹希哉  1:05.60 夏目　尚明  1:06.11 湯川　寛生  1:06.84 湯川　蓮  1:07.16 尾﨑　紀介  1:11.65 松本　春魅  1:15.72
切目中 ● 河南中 ● 日高中 松洋中 ● 日高中 大成中 南部中 御坊中
福居　京弥  2:24.31 北裏　武志  2:30.70 濵田　莉玖  2:31.95 津本　大遥  2:33.13 奥山　将成  2:35.18 深尾　樹希哉  2:37.68 古川　修己  2:42.87
大成中 松洋中 松洋中 ● 湯川中 ● 河南中 日高中 ● 印南中
福居　京弥  4:43.93 北裏　武志  5:02.14 片山　拓  5:09.99 湯川　寛生  5:11.56 古川　修己  5:18.77 西　大誠  5:22.44 辻岡　陸  5:22.46 西山　啓汰  5:44.23
大成中 ●　　　　GR 松洋中 ● 切目中 ● 日高中 印南中 松洋中 河南中 切目中
坂井　孝成  5.21 (-0.5) 井田　大貴  4.87 (-0.4) 岡本　祐汰  4.48 (+0.1) 荒井　結翔  4.10 (-0.1) 酒本　善聡  4.07 (-0.2) 谷口　将梧  3.47 (-0.5) 荒堀　颯  3.34 (0.0) 嶋田　倫也  3.17 (-0.1)
稲原中 ● 清流中 清流中 ● 美山中 ● 御坊中 丹生中 南部中 日高中
栗本　和弥  12.40 (-1.0) 寺田　悠人  12.69 (-1.0) 竿本　康晴  12.71 (-1.0) 谷口　天海  12.98 (-1.0) 松﨑　那樹  13.14 (-1.0) 前田　恋希  13.15 (-1.0) 土井　瑠斗  13.32 (-1.0) 安川　彰俊  13.93 (-1.0)
松洋中 ● 松洋中 ● 日高附属中 ● 清流中 南部中 湯川中 湯川中 河南中
上杉　翔真  25.40 (-1.8) 榎本　充希  25.62 (-1.8) 竿本　康晴  26.29 (-1.8) 三橋　怜生  26.68 (-1.8) 芝　航太朗  26.70 (-1.8) 谷口　天海  27.33 (-1.8) 松﨑　那樹  27.53 (-1.8) 安川　彰俊  27.90 (-1.8)
松洋中 ● 松洋中 日高附属中 湯川中 ● 名田中 清流中 ● 南部中 河南中
上杉　翔真  57.82 坂口　敏基  58.11 笠松　周真  59.77 井口　洋昌  1:00.30 岡田　昂翔  1:02.93 村上　響  1:03.72 川口　史恩  1:04.30 大江　勇輝  1:04.60
松洋中 御坊中 河南中 ● 由良中 ● 松洋中 ● 印南中 清流中 河南中
石原　大暉  2:14.42 辻本　正晴  2:16.86 坂口　敏基  2:19.51 後藤　航大  2:22.17 林　凜人  2:23.41 小田　堅太  2:28.63 柚瀨　光来  2:28.79 樫木　詞音  2:33.34
松洋中 ● 切目中 ● 御坊中 ● 湯川中 印南中 中津中 中津中 河南中
道　尚冶  9:59.24 後藤　航大  10:07.69 小田　堅太  10:13.10 柚瀨　光来  10:32.33 星山　晴輝  10:38.06 西本　空矢  11:21.03 稲田　夢月  11:39.82
名田中 ● 湯川中 ● 中津中 ● 中津中 大成中 印南中 切目中
榎本　充希  5.29 (-0.8) 久保　真吾  5.10 (-0.3) 栗原　秀羽  4.83 (+2.0) 羽木　皇介  4.72 (-0.3) 三橋　怜生  4.67 (+0.9) 寺田　悠人  4.58 (+1.4) 前田　恋希  4.50 (-1.1) 山田　佳也  3.45 (+1.2)
松洋中 ● 清流中 ● 丹生中 南部中 ● 湯川中 松洋中 湯川中 河南中
芝　航太朗  20.47 (-0.8) 堀　海聖  20.94 (-0.8) 尾上　皓  22.28 (-0.8) 尾﨑　紀介  23.29 (-0.8)
名田中 ● 名田中 ● 日高中 ● 南部中
松洋中A  48.17 湯川中  50.86 南部中  51.52 河南中  53.64 名田中  54.04 日高中  55.45

上杉　翔真 三橋　怜生 下﨑　友斗 大江　勇輝 出口　将大 楠見　王絆

榎本　充希 土井　瑠斗 玉井　聖真 奥山　将成 芝　航太朗 木村　夢大

寺田　悠人 下芝　勇人 羽木　皇介 今井　瞳真 堀　海聖 尾上　皓

栗本　和弥 前田　恋希 松﨑　那樹 安川　彰俊 道　尚冶 深尾　樹希哉

印南中  54.04

森本　崇文

玄素　拓磨

山下　稜太

村上　響

下芝　勇人  1.55 笠松　周真  1.55 下﨑　友斗  1.30 西　祐哉  1.25
湯川中 ● 河南中 南部中 ● 南部中 ●
栗原　秀羽  w10.92 (+2.3) 三橋　巧歩  10.85 (+2.0) 土井　瑠斗  10.36 (+1.8) 下芝　勇人  10.25 (+2.0) 久保　真吾  w9.93 (+2.4) 羽木　皇介  w9.80 (+2.2)
丹生中 ● 御坊中 ● 湯川中 ● 湯川中 清流中 南部中
北山　晴仁  8.18 永江　翔太朗  8.06 大西　瑠樹也  7.92 森本　一歩輝  7.09 畑中　隼人  6.97 平　仁  6.77 川口　皓大  6.21 上島　聖也  6.07
松洋中 大成中 ● 日高附属中 ● 稲原中 ● 南部中 松洋中 御坊中 南部中
北山　晴仁  25.00 畑中　隼人  24.99 山ノ内　那智  20.70 永江　翔太朗  17.47 川口　皓大  16.11 川口　蒼空  13.92 嶋田　倫也  12.99
松洋中 ● 南部中 ● 南部中 ● 大成中 御坊中 清流中 日高中
上島　聖也  37.34 岩﨑　翔  37.04 村上　響  34.06 朝間　大翔  33.29 川口　史恩  31.71 平　仁  31.04 川口　蒼空  30.82 野田　栄進  27.14
南部中 南部中 印南中 丹生中 清流中 松洋中 清流中 湯川中

松洋中 130 南部中 89 湯川中 60 清流中 52 河南中 48 大成中 37 日高中 33 御坊中 31

競技会名 日高地方中学校秋季体育大会

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

w (wind assist) : 追風参考　　GR：大会新記録　　●：県大会出場者
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競技場名 南山スポーツ公園陸上競技場 記録主任 中本　徹

5位 6位

陸協名

主催団体名 日高地方中学校体育連盟 期日・時刻 2019/9/21 審判長 山本　拓

●　　　　GR ● ●



主催団体名

陸協名

種目

坂尻　有未  14.08 (+0.1) 林　心音  14.31 (+0.1) 沼野　希泉  14.38 (+0.1) 柳木　初音  14.58 (+0.1) 寺本　理乃  14.80 (+0.1) 松下　ひな  14.82 (+0.1) 楠山　美咲  14.82 (+0.1)

大成中 ● 日高中 ● 清流中 ● 中津中 上南部中 御坊中 湯川中

坂尻　有未  30.16 (-2.1) 寺本　理乃  30.94 (-2.1) 竹中　璃子  31.22 (-2.1) 柳木　初音  31.42 (-2.1) 林　心音  31.47 (-2.1) 楠山　美咲  31.57 (-2.1) 松下　ひな  31.82 (-2.1) 宮所　日向  32.44 (-2.1)

大成中 上南部中 ● 河南中 中津中 ● 日高中 湯川中 ● 御坊中 御坊中

岩﨑　祐佳  2:37.37 竹中　璃子  2:47.18 有吉　楓  2:52.08 松本　羽礼  2:59.27 川上　真裕  3:00.01 木村　鞠  3:00.62 橋本　遥  3:00.76 岡本　亜樹  3:01.22

大成中 ● 河南中 ● 大成中 ● 印南中 印南中 松洋中 稲原中 松洋中

岡崎　仁己  4.25 (+0.4) 中西　晶萌  4.24 (-0.1) 沼野　希泉  4.10 (+1.3) 出水　あずみ  3.65 (0.0) 宮本　なつ  3.61 (-0.5) 東　瑞希  3.20 (+1.1) 﨑山　絢萌  3.15 (-0.8) 湯川　愛菜  2.99 (-0.6)

御坊中 ● 松洋中 ● 清流中 日高中 ● 丹生中 大成中 南部中 南部中

玉置　愛梨  14.08 (-2.3) 井原　音葉  14.14 (-2.3) 堀口　紗希  14.29 (-2.3) 宮本　彩花  14.66 (-2.3) 中尾　蓮香  15.13 (-2.3) 庄司　聖良  15.26 (-2.3) 森本　真凜  15.34 (-2.3) 坂口　心萌  15.35 (-2.3)

清流中 大成中 ● 上南部中 ● 丹生中 ● 大成中 上南部中 日高中 日高中

玉置　愛梨  28.59 (-0.6) 堀口　紗希  29.19 (-0.6) 井原　音葉  29.81 (-0.6) 宮本　彩花  30.19 (-0.6) 岡崎　蒼生  30.31 (-0.6) 石家　茉梨  30.82 (-0.6) 中村　紗和  31.73 (-0.6) 田端　美波  31.75 (-0.6)

清流中 ● 上南部中 大成中 丹生中 印南中 ● 日高中 ● 松洋中 松洋中

北村　佳乃子  2:38.61 白樫　未鈴  2:45.27 大前　沙帆  2:47.08 辻岡　あずみ  2:47.87 後藤　茉央  2:56.26

印南中 ● 由良中 中津中 河南中 ● 湯川中 ●

大川　菜々未  4.69 (-0.2) 花光　凜  4.41 (+0.7) 谷口　優美  3.88 (+0.4) 岡山　加歩  3.84 (0.0) 庄司　聖良  3.78 (0.0) 小川　浬  3.76 (0.0) 玉井　はるか  3.65 (+0.3) 浦辺　美玖  3.33 (+1.2)

南部中 南部中 ● 丹生中 ● 湯川中 ● 上南部中 松洋中 由良中 日高中

大前　沙帆  5:22.80 白樫　未鈴  5:27.61 太田　琉愛  5:30.72 辻岡　あずみ  5:32.08 阪本　美沙  5:34.60 祭本　佳江  5:46.06 野中　葉月  5:55.22 村上　恋舶  6:00.13

中津中 ● 由良中 ● 大成中 ● 河南中 大成中 日高附属中 上南部中 切目中

芝田　桜鳳  17.39 (-2.7) 相台　真央  18.40 (-2.7) 岡崎　仁己  19.05 (-2.7) 花光　凜  19.09 (-2.7) 森本　真凜  19.84 (-2.7) 田端　美波  19.97 (-2.7) 木村　朱李  20.82 (-2.7) 田中　萌好  21.10 (-2.7)

名田中 中津中 ● 御坊中 南部中 日高中 ● 松洋中 ● 丹生中 中津中

上南部中  56.41 南部中  56.69 日高中A  57.68 清流中  58.02 中津中  58.28 御坊中  58.45 丹生中  59.45

寺本　理乃 越智　悠月 石家　茉梨 沼野　希泉 赤松　采花 宮所　日向 浅倉　唯

堀口　紗希 花光　凜 林　心音 玉置　愛梨 柳木　初音 松下　ひな 木村　朱李

野中　葉月 奥山　陽咲 森本　真凜 小田　穂乃花 田中　萌好 岡崎　仁己 宮本　なつ

庄司　聖良 大川　菜々未 橋本　夏菜 玉置　ありさ 相台　真央 小路　楓 宮本　彩花

大川　菜々未  1.49 芝田　桜鳳  1.43 奥山　陽咲  1.25 宮所　日向  1.20 小路　楓  1.15 堀江　優希  1.10

南部中 ● 名田中 ● 南部中 ● 御坊中 御坊中 大成中

相台　真央  1.25

中津中

北野　優姫  10.14 花光　來深  9.80 湯浅　心愛  9.06 田端　可純  8.68 松本　妃央  7.93 八田　怜奈  7.86 片山　結夢  7.85 前田　七瀬  7.77

御坊中 ● 大成中 ● 南部中 ● 名田中 湯川中 大成中 御坊中 由良中

田端　可純  22.25 松本　妃央  20.23 花光　來深  19.33 坂本　季里花  18.86 片山　結夢  18.25 中垣　海音  17.55 八田　怜奈  16.24 矢口　月菜  15.44

名田中 ● 湯川中 ● 大成中 南部中 ● 御坊中 稲原中 大成中 中津中

野中　葉月  38.04 北野　優姫  34.09 西山　咲良  33.14 湯浅　心愛  29.15 玉置　ありさ  22.13 栁　美優  21.42 有光　百合愛  19.36 坂本　季里花  18.73

上南部中 御坊中 美山中 南部中 清流中 大成中 大成中 南部中

大成中 85 南部中 60.5 御坊中 51 上南部 49 中津中 42.5 清流中 37 日高中 33 名田中 28

●：県大会出場者

4x100mR

山本　拓

競技場名
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南山スポーツ公園陸上競技場 記録主任 中本　徹日高地方陸上競技協会
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日高地方中学校体育連盟

日高地方中学校秋季体育大会
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