
日付 種目

藤平　直弘(3) 11.72 (-1.7) 畑　晋太郎(3) 11.88 (-1.7) 小前　晴雅(3) 12.03 (-2.6) 帆玉　翔一(3) 12.11 (-1.7) 竹本　悠也(3) 12.24 (-1.7) 堀尾　望来(3) 12.46 (-1.7) 福山　世(3) 12.49 (-2.6)

ゆりのき台 春日 三田学園 篠山 篠山 ゆりのき台 八景

白石　稜(3) 12.24 (-2.6)

三田学園

藤平　直弘(3) 23.72 (-3.7) 楠本　知斗(3) 23.87 (-4.5) 小前　晴雅(3) 24.61 (-3.7) 帆玉　翔一(3) 24.75 (-4.5) 白石　稜(3) 24.78 (-3.7) 畑　晋太郎(3) 24.93 (-4.5) 竹本　悠也(3) 25.24 (-4.5) 堀尾　望来(3) 25.77 (-4.5)

ゆりのき台 狭間 三田学園 篠山 三田学園 春日 篠山 ゆりのき台

楠本　知斗(3) 52.01 吉見　大(3) 54.69 藤井　涼(3) 55.88 金剛　大輔(3) 56.78 森岡　蓮太(3) 56.89 吉田　宥也(2) 57.43 設樂　和希(3) 57.88 佐藤　隼人(3) 58.02

狭間 市島 市島 けやき台 篠山東 篠山東 けやき台 篠山

藤井　涼(3) 2:10.27 溝口　遼太(2) 2:14.76 前川　圭吾(3) 2:15.81 山本　侑輝(3) 2:15.90 佐藤　隼人(3) 2:16.34 佐藤　翔永(3) 2:24.45 小山　尚真(3) 2:26.22 西本　哉太(3) 2:28.93

市島 篠山 八景 八景 篠山 八景 氷上 ゆりのき台

藤木　康綺(3) 4:29.50 中野　晃輝(3) 4:29.58 西田　陽規(3) 4:30.06 木下　温喜(3) 4:32.73 前川　圭吾(3) 4:34.69 嶌本　悠人(3) 4:35.27 中林　友哉(2) 4:35.45 溝本　琉斗(3) 4:35.82

篠山東 狭間 篠山東 ゆりのき台 八景 けやき台 柏原 長坂

藤木　康綺(3) 10:08.05 中野　晃輝(3) 10:08.46 西田　陽規(3) 10:09.87 嶌本　悠人(3) 10:13.52 中林　斗軌(3) 10:15.43 木下　温喜(3) 10:17.68 溝本　琉斗(3) 10:22.23 丈野　想空(3) 10:24.43

篠山東 狭間 篠山東 けやき台 八景 ゆりのき台 長坂 長坂

宮本　琉生(3) 16.54 (-1.4) 西山　旺佑(3) 18.18 (-1.4) 山本　夢人(3) 18.22 (-1.4) 鈴木　伽埜(3) 18.39 (-1.4) 井上　慎也(3) 18.63 (-3.4) 井関　裕策(2) 18.74 (-3.4) 山中　翔琉(3) 18.79 (-1.4) 亀井　響(3) 19.30 (-3.4)

市島 市島 篠山東 篠山東 富士 篠山東 市島 ゆりのき台

ゆりのき台 46.17 三田学園 47.07 市島 47.51 春日 47.58 篠山 47.70 けやき台 48.36 八景 48.38 氷上 48.89

宇都宮　暖和(3) 越川　堅太(2) 渕上　叶太(3) 荻野　桔梗(2) 小林　拓矢(3) 中条　虎太郎(2) 前川　剛志(3) 足立　陽(2)

坂本　颯大(2) 小前　晴雅(3) 宮本　琉生(3) 畑　晋太郎(3) 帆玉　翔一(3) 竹内　悠登(2) 福山　世(3) 中川　勝(2)

堀尾　望来(3) 藤田　啓伍(3) 西山　旺佑(3) 栁田　大和(2) 竹本　悠也(3) 藤野　琉維(3) 美除　大地(3) 池本　海透(3)

藤平　直弘(3) 白石　稜(3) 山中　翔琉(3) 山田　陸翔(3) 佐藤　隼人(3) 設樂　和希(3) 芦田　悠真(3) 山中　優太(3)

宮本　琉生(3) 1.60 俣野　武斗(3) 1.60 鈴木　伽埜(3) 1.55 上田　愛留(2) 1.50 宮路　拓実(3) 1.50 西山　旺佑(3) 1.45 藤原　詩音(3) 1.45

市島 丹南 篠山東 柏原 ゆりのき台 市島 柏原

井上　慎也(3) 1.45

富士

山田　陸翔(3) w6.00 (+2.6) 山中　優太(3) w5.84 (+3.5) 蘆田　悠平(2) w5.29 (+3.4) 大江　陸人(2) w5.06 (+2.5) 美除　大地(3) 5.01 (+1.7) 渕上　叶太(3) 5.00 (+1.9) 足立　隼一(2) w4.95 (+3.7) 藤野　琉維(3) 4.90 (+1.9)

春日 氷上 青垣 篠山東 八景 市島 青垣 けやき台

山中　優太(3) w12.62 (+3.0) 中川　勝(2) w11.25 (+5.0) 永田　政斗(3) 10.45 (+1.1) 美除　大地(3) w10.32 (+3.5)

氷上 氷上 市島 八景

木下　仁(3) 12.47 宮本　拳気(3) 11.65 田尻　風詩(3) 10.51 余田　温(2) 9.02 髙見　茂仁(2) 8.33 池本　海透(3) 8.29 デヂン　マテウス礼恩(2) 8.24 山田　志澄(3) 7.22

市島 長坂 ゆりのき台 市島 市島 氷上 篠山東 山南

木下　仁(3) 32.55 田尻　風詩(3) 28.81 友井　海翔(3) 27.38 角木　白虎(3) 26.73 山田　志澄(3) 24.47 平出　歩(3) 23.16 濱田　燎佑(3) 22.44 宮本　拳気(3) 21.28

市島 ゆりのき台 柏原 市島 山南 市島 柏原 長坂

w:追風参考  

記録主任 火置　達磨

主催団体名 三田市陸上競技協会　　丹波篠山市陸上競技協会　　丹波市陸上競技協会 陸協名 三田市、丹波篠山市、丹波市陸上競技協会

競技会名
丹有地区中学校陸上競技選手権大会

期日・時刻 2020/08/10 審判長 東浦　一裕

競技場名 三木総合防災運動公園陸上競技場

8月10日 200m

1位 2位 7位 8位

男子 8月9日 100m

3位 4位 5位 6位

8月9日 400m

8月10日 800m

8月9日 1500m

8月10日 3000m

8月9日 110mH

8月10日 4x100mR

8月10日 走高跳

8月9日 走幅跳

8月10日 三段跳

8月9日 砲丸投

8月10日 円盤投



日付 種目

記録主任 火置　達磨

主催団体名 三田市陸上競技協会　　丹波篠山市陸上競技協会　　丹波市陸上競技協会 陸協名 三田市、丹波篠山市、丹波市陸上競技協会

競技会名
丹有地区中学校陸上競技選手権大会

期日・時刻 2020/08/10 審判長 東浦　一裕

競技場名 三木総合防災運動公園陸上競技場

1位 2位 7位 8位3位 4位 5位 6位

藤田　真凪(3) 13.57 (-2.6) 清水　あいり(3) 13.60 (-2.6) 近藤　魅桜(3) 13.68 (-2.6) 髙橋　侑李(3) 13.86 (-2.6) 若狭　弥玖(2) 13.92 (-2.7) 森田　華蓮(3) 13.98 (-2.7) 山内　真結花(3) 14.01 (-2.6) 竹安　愛香ジョイ(2) 14.03 (-2.7)

三田学園 三田学園 春日 ゆりのき台 丹南 ゆりのき台 篠山東 青垣

清水　あいり(3) 27.80 (-3.4) 近藤　魅桜(3) 28.45 (-4.0) 塩田　珠恵(3) 28.46 (-4.0) 藤田　真凪(3) 29.00 (-3.4) 藤澤　智菜(3) 29.55 (-4.0) 青木　穂乃花(3) 29.61 (-3.4) 川上　怜子(3) 29.85 (-4.0) 神野　沙英(3) 30.66 (-3.4)

三田学園 春日 けやき台 三田学園 氷上 八景 氷上 三田学園

水野　果穂(3) 2:24.56 楠田　綾音(3) 2:29.37 由良　和桜(3) 2:30.21 安部　真梨子(3) 2:33.54 南　晴陽(3) 2:34.36 宇田　彩華(3) 2:34.56 杉原　麻央(3) 2:35.99 荻野　弥空(3) 2:38.13

ゆりのき台 丹南 春日 三田学園 長坂 けやき台 長坂 春日

水野　果穂(3) 5:05.77 南　晴陽(3) 5:17.19 由良　和桜(3) 5:17.81 婦木　彩花(2) 5:18.65 杉原　麻央(3) 5:18.73 上野　詩奈(3) 5:19.82 宇田　彩華(3) 5:21.09 後藤　菜々海(3) 5:24.06

ゆりのき台 長坂 春日 柏原 長坂 氷上 けやき台 篠山東

山内　真結花(3) 15.56 (-2.3) 髙橋　侑李(3) 15.59 (-2.3) 塩田　珠恵(3) 16.23 (-2.3) 山﨑　桃子(3) 16.54 (-2.3) 久須美　果林(3) 16.57 (-2.3) 田土　真菜(2) 17.58 (-2.5) 西垣　萌愛(3) 18.16 (-2.5) 山田　遥菜(3) 18.47 (-2.3)

篠山東 ゆりのき台 けやき台 狭間 ゆりのき台 篠山東 山南 八景

三田学園 53.47 ゆりのき台 53.67 氷上 54.34 長坂 54.47 春日 54.86 八景 55.16 柏原 55.64 狭間 56.37

神野　沙英(3) 森田　華蓮(3) 里　柚希(3) 保子　和(2) 細見　ひかり(2) 青木　穂乃花(3) 難波　美羽(2) 向井　千尋(2)

藤田　真凪(3) 髙橋　侑李(3) 臼井　千尋(3) 後田　乃愛(3) 久下　あおい(3) 山田　遥菜(3) 西脇　愛(3) 山﨑　桃子(3)

森田　真衣(3) 久須美　果林(3) 川上　怜子(3) 杉原　麻央(3) 原田　萌花(2) 脇田　心寧(3) 酒井　美優菜(2) 去川　桃衣(2)

清水　あいり(3) 山口　茉優(3) 藤澤　智菜(3) 入江　好美(2) 近藤　魅桜(3) 西脇　祐菜(3) 小谷　梨乃(3) 澤田　彩(2)

久須美　果林(3) 1.48 上田　愛結(3) 1.35 谷垣　葵衣(2) 1.30

ゆりのき台 柏原 柏原

山﨑　桃子(3) w4.88 (+3.4) 西脇　愛(3) w4.63 (+3.5) 久下　あおい(3) w4.52 (+2.9) 西脇　祐菜(3) w4.51 (+3.6) 臼井　千尋(3) w4.47 (+3.7) 難波　美羽(2) w4.35 (+2.9) 畑中　佑音(3) w4.22 (+3.1) 中島　美結(3) w4.12 (+3.1)

狭間 柏原 春日 八景 氷上 柏原 富士 山南

原田　萌花(2) 9.53 川村　みや(3) 8.44 中東　弥胡(3) 8.28 藤田　恵恋奈(3) 8.12 林　未来(3) 7.66 小玉　愛実(3) 7.34 仲山　青空(2) 6.47 奥野　莉子(3) 6.31

春日 ゆりのき台 八景 長坂 狭間 けやき台 柏原 富士

池内　美咲(3) 21.29 前田　優茉(2) 19.87 林　未来(3) 19.73 藤田　恵恋奈(3) 19.00 川村　みや(3) 18.67 前田　野乃(2) 17.04 奥野　りん子(2) 13.97 酒井　美月(3) 12.14

富士 篠山 狭間 長坂 ゆりのき台 春日 氷上 山南

w:追風参考  

女子 8月9日 100m

8月10日 200m

8月10日 800m

8月9日 1500m

8月9日 100mH

8月10日 4x100mR

8月10日 走高跳

8月10日 円盤投

8月9日 走幅跳

8月9日 砲丸投


