
日付 種目

沖　怜真  11.25 (+1.0) 甲斐　傑  11.37 (+1.0) 藤原　直己  11.48 (+1.0) 佐野　颯太郎  11.57 (+1.0) 西田　能基  11.66 (+1.0) 窪井　晴大  11.81 (+1.9) 古田　優介  11.84 (+1.0) 松岡　仁  11.92 (+1.0)

浜の宮 氷丘 浜の宮 平岡南 神吉 平岡 加古川中部 別府

沖　怜真  23.19 (+1.3) 西田　能基  23.71 (+1.3) 古田　優介  24.03 (+1.3) 窪井　晴大  24.41 (+1.3) 清水　希望  24.80 (+1.3) 橋本　広大  25.02 (+1.3) 菅　柊生  25.20 (+1.3) 河野　氷辰  25.32 (+1.3)

浜の宮 神吉 加古川中部 平岡 神吉 加古川中部 陵南 別府

佐野　颯太郎  52.82 伊藤　真介  54.42 濱田　騰生  55.88 富田　孝太  59.81 長谷川　琉輝  1:00.54 上田　丈翔  1:01.05

平岡南 加古川 浜の宮 加古川中部 加古川 両荘

山口　航史  2:08.28 畠山　真白  2:10.27 濵口　弘成  2:12.14 上田　丈翔  2:13.89 金城　裕樹  2:30.92

陵南 氷丘 加古川山手 両荘 志方

西垣　怜  4:33.87 山口　航史  4:35.06 藤原　悠之  4:36.25 山下　貴大  4:39.91 濵口　弘成  4:40.15 畠山　真白  4:46.85 山河　亮駕  4:52.69 石田　興覇  4:53.42

加古川中部 陵南 神吉 平岡 加古川山手 氷丘 両荘 神吉

西垣　怜  9:26.15 北面　祐貴  9:29.18 藤原　悠之  9:37.52 石原　虎太郎  9:54.34 吉田　隼  9:54.73 八田　聡良  9:55.18 小川　悠翔  10:09.92 本岡　春穏  10:12.64

加古川中部 別府 神吉 平岡 神吉 加古川中部 浜の宮 加古川山手

蓮香　颯  15.07 (+1.0) 鄭　皓然  16.66 (+1.0) 寺北　幸誠  18.35 (+1.0) 石原　愛与  19.35 (+1.0)

加古川中部 加古川中部 陵南 浜の宮

浜の宮  44.88 加古川中部  46.12 氷丘  46.79 神吉  47.08 平岡  47.16 別府  47.32 加古川  47.72 陵南  48.85

小川　皓生 橋本　広大 川崎　陽平 松﨑　嶺央 重岡　広陽 足立　智輝 長谷川　琉輝 菅　柊生

沖　怜真 蓮香　颯 長谷川　空汰 清水　希望 宮本　颯大 松岡　仁 伊藤　真介 寺北　幸誠

濱田　騰生 江頭　樹 小見山　太陽 高岡　樹 窪井　晴大 松井　悠輝 藤井　颯人 山口　航史

藤原　直己 古田　優介 甲斐　傑 西田　能基 尻池　快 河野　氷辰 安井　泰雅 荒木　颯太

蓮香　颯  1.80 橘　正悟  1.65 小見山　太陽  1.45

加古川中部 加古川中部 氷丘

江頭　樹  5.84 (-0.4) 安井　泰雅  5.67 (-0.6) 小川　皓生  5.20 (-0.8) 平岡　辰規  5.03 (0.0) 長谷川　空汰  4.74 (-0.7) 高岡　樹  4.72 (-0.7) 神澤　るか  4.60 (-0.9)

加古川中部 加古川 浜の宮 志方 氷丘 神吉 加古川中部

江頭　樹  11.87 (+1.1) 松岡　仁  11.66 (+0.3) 清水　希望  11.26 (+0.6) 平岡　辰規  10.80 (+0.6) 髙原　信  9.85 (+1.3)

加古川中部 別府 神吉 志方 神吉

荒木　颯太  10.69 鄭　皓然  8.97 里見　しおん  7.36

陵南 加古川中部 加古川中部

荒木　颯太  27.96 松﨑　嶺央  23.17 谷川　楓翔  21.14 里見　しおん  19.68

陵南 神吉 別府 加古川中部

好井　愛結  12.24 (+0.8) 光安　しずく  12.45 (+0.8) 小山　さくら  12.76 (+0.8) 佐岡　沙都紀  12.78 (+0.8) 藤原　多愛  12.91 (+0.8) 杉森　結衣  12.97 (+0.8) 谷口　亜実  13.01 (+0.8) 木原　美苗  13.07 (+0.8)

氷丘 GR 平岡 別府 平岡 加古川 平岡南 平岡 平岡

好井　愛結  25.30 (+1.5) 横山　英恵  27.41 (+1.5) 山本　咲綾  27.46 (+1.5) 堀井　美杏  28.26 (+1.3) 永井　京実  28.61 (+1.3) 有光　優桜  29.50 (+1.3) アンバ　ジョアンキュシェイ  29.77 (+1.3) 嶋尾　こころ  30.57 (+1.3)

氷丘 GR 別府 神吉 氷丘 加古川 平岡南 平岡南 平岡南

ソープ　愛満  2:26.42 橋本　千咲妃  2:26.60 小椋　愛花  2:28.80 神吉　彩絵  2:32.95 髙山　あおい  2:34.20 庄司　彩夏  2:34.39 中間　椛  2:34.48 一井　陽遥  2:34.58

加古川 陵南 加古川 神吉 浜の宮 加古川中部 加古川中部 浜の宮

橋本　千咲妃  5:03.64 神山　碧希  5:04.60 中間　椛  5:12.84 ソープ　愛満  5:15.88 二木　涼楓  5:16.13 杉本　奈々絵  5:19.92 児玉　梨々子  5:28.74 宗佐　涼帆  5:28.95

陵南 加古川 加古川中部 加古川 平岡 別府 平岡 神吉

佐岡　沙都紀  14.64 (+0.7) 松村　帆希  15.37 (+0.7) 山本　咲綾  15.42 (+0.7) 川下　さりは  15.46 (+0.7) 藤原　多愛  15.62 (+1.1) 辻井　七葉  15.69 (+0.7) 押切　咲楽  16.07 (+1.1) 川内　美森  16.61 (+1.1)

平岡 GR 別府 神吉 別府 加古川 浜の宮 氷丘 加古川中部

平岡  49.67 別府  51.13 氷丘  51.32 神吉  52.60 浜の宮  52.74 加古川  52.86 陵南  54.38 平岡南  55.22

岡田　莉朋 北郷　舞華 堀井　美杏 有屋田　千尋 播　莉梨 古川　莉奈 笹井　こころ 有光　優桜

佐岡　沙都紀 川下　さりは 好井　愛結 山本　咲綾 佐藤　菜帆 藤原　多愛 河邉　愛衣 荻野　颯

木原　美苗 横山　英恵 押切　咲楽 豊田　羽結希 池口　綾音 松本　莉依 森井　芽生 アンバ　ジョアンキュシェイ

光安　しずく 小山　さくら 宮武　葵乃 松本　彩葉 辻井　七葉 永井　京実 橋本　千咲妃 嶋尾　こころ

内藤　星  1.48 森井　芽生  1.40 辻井　七葉  1.40 荻野　颯  1.40

別府 陵南 浜の宮 平岡南

野田　菜帆  1.40

浜の宮

小山　さくら  5.04 (-0.6) 松本　彩葉  4.52 (-0.6) 岡田　莉朋  4.37 (-0.3) 北郷　舞華  4.28 (-1.4) 永井　京実  4.23 (-0.5) 西田　媛早妃  4.16 (-0.7) 豊田　羽結希  4.15 (-1.7) 笹井　こころ  4.06 (-1.3)

別府 神吉 平岡 別府 加古川 加古川中部 神吉 陵南

永井　彩花  12.62 大西　菜々穂  10.14 原田　彩葉  10.01 内藤　星  9.85 石田　紗奈  9.44 坂田　花香  9.33 河邉　愛衣  9.21 竹本　優花  8.92

浜の宮 浜の宮 平岡 別府 加古川山手 平岡 陵南 神吉

永井　彩花  33.57 石田　紗奈  29.95 原田　彩葉  28.04 大西　菜々穂  27.25 山本　奈津  26.43 竹本　優花  25.08 岡田　きさら  22.76 坂田　花香  22.40

浜の宮 加古川山手 平岡 浜の宮 別府 神吉 神吉 平岡
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主催団体名 加古川市中学校体育連盟／加古川市教育委員会 陸協名

競技会名 加古川市中学校スポーツ交流会　陸上競技の部
期日・時刻 2020/8/2 審判長

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任

7位 8位

加古川男子 8月2日 100m

8月2日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月2日 1500m

8月2日 3000m

8月2日 400m

8月2日 800m

8月2日 走高跳

8月2日 走幅跳

8月2日 110mH

8月2日 4x100mR

8月2日 円盤投

8月2日 三段跳

8月2日 砲丸投

8月2日 200m

8月2日 800m

加古川女子 8月2日 100m

8月2日 4x100mR

8月2日 走高跳

8月2日 1500m

8月2日 100mH

w (wind assist) : 追風参考

8月2日 円盤投

8月2日 走幅跳

8月2日 砲丸投


