
日付 種目

西尾　晃太(3) w10.36 (+3.5) 馬場　勇弥(3) w10.60 (+3.5) 前田　怜哉(3) w10.71 (+3.5) 石井　司 w10.77 (+3.5) 林　大地(4) w10.90 (+3.5) 内谷　京丞(3) w10.95 (+3.5) 桒垣　威千介(6) w11.27 (+2.9) 新屋　快浬(3) w11.45 (+3.2)

社高 社高 北条高 神戸市消防局 兵庫県立大 加古川東高 兵教大 高砂

西尾　晃太(3) w20.99 (+3.7) 細見　大樹(3) w21.68 (+3.7) 加古　裕馬 w22.00 (+3.7) 松岡　玄輝(3) w22.23 (+3.7) 前田　功貴 w22.44 (+3.7) 高橋　飛鳥(3) w23.68 (+4.2) 神戸　颯太(4) w23.82 (+3.7)

社高 社高 復刻ＡＣ 近畿大 Ｗｉｎｄｕｐ 加美 近畿大

新屋　快浬(3) w23.68 (+4.2)

高砂

飯牟田　空良(3) 48.60 松岡　玄輝(3) 50.13 神戸　颯太(4) 50.19 森田　大雅(3) 55.80 松本　翔太郎(3) 56.11 中川　嵩士(3) 57.41 関岡　聖(3) 1:02.24

社高 近畿大 近畿大 自由が丘 小野 加美 宝殿

小西　康基(5) 1:59.40 桒垣　威千介(6) 2:11.72 久保　慶介(3) 2:18.71 小川　歩夢(3) 2:24.74

兵教大 兵教大 三木 善防

河野　脩司(6) 4:24.88 片山　直輝(4) 4:31.27 河合　章真(3) 4:41.34 日数谷　隼人(3) 4:41.55 小林　駿斗(3) 4:50.16 寺野　晴陽(3) 5:30.83 杉原　克哉(3) 5:31.88 岡平　優弥(3) 5:59.29

兵庫県立大 兵教大 小野南 播磨 松陽 緑が丘 加美 三木

岩本　拓真(3) 8:57.50 竹村　真一 9:23.68

西脇工高 兵庫県警

武政　壮之助(3) 2.10

社高

島田　拓実(3) w7.17 (+4.4) 梅野　真生(3) 6.65 (+0.1) 藤本　謙伸(3) w6.42 (+2.9) 有田　圭佑 w6.27 (+4.9) 寺尾　陽人(3) 5.40 (+1.6) 松本　翔太郎(3) w4.81 (+2.8)

社高 社高 加美 西脇陸協 宝殿 小野

田中　健太郎(3) w13.63 (+2.3) 藤本　謙伸(3) w13.34 (+2.5)

社高 加美

吉田　凛大朗(3) 15:50.30 平野　和弥(3) 16:01.50 田口　文太(3) 16:25.21 濱田　大翔(3) 16:45.15 梶原　日向(3) 16:52.29 河野　脩司(6) 16:53.99 竹内　宏樹 21:09.18

西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 兵庫県立大 加西陸協

粟野　聖瑳(3) w13.98 (+6.4)

社高

川上　純平(3) 25.63

神戸学院大

伊佐　栄人(3) w20.80 (+3.6)

西脇

喜　大和(3) 10.69 笹倉　和楽(3) 10.43 吉田　伊吹(3) 9.44 中道　陽也(3) 9.09

緑が丘 加美 宝殿 加美

藤原　沙耶(4) w11.75 (+4.7) 松永　朋子(3) w11.95 (+4.7) 石野　智深(3) w12.62 (+4.7) 奥住　夏帆(3) w12.68 (+4.7) 神村　莉緒(1) w13.02 (+4.7) 藤井　楓(3) w13.15 (+4.7) 小倉　知華(3) w13.33 (+5.4) 徳岡　美夕(3) w13.48 (+5.4)

園田学園女大 小野高 小野高 神戸星城高 園田学園女大 緑が丘 小野南 西脇

三宅　奈緒香 w24.84 (+3.3) ソープ　愛璃(2) w25.44 (+3.3) 後藤　奈緒(4) w25.61 (+3.3) 加茂　万由子(3) w26.01 (+4.5) 池内　英里香 w26.29 (+4.5) 石野　智深(3) w26.44 (+3.3) 神村　莉緒(1) w27.67 (+4.5) 羽田　愛音(3) w28.46 (+4.5)

住友電工 神戸山手女高 園田学園女大 加古川西高 Ｗｉｎｄｕｐ 小野高 園田学園女大 鹿島

後藤　奈緒(4) 58.21 小東　ゆい(3) 1:01.66

園田学園女大 武庫女大

原田　陽菜(2) 2:28.96 柳井　蓮音(3) 2:29.20 田中　由眞(3) 2:30.59 平石　晴菜(3) 2:34.58 生田　みのり(2) 2:39.36 大西　理桜(3) 2:41.81 森下　詩(3) 2:43.42 浅和　澪(3) 2:43.43

平岡 宝殿 小野 小野南 兵教大 鹿島 自由が丘 緑が丘

後藤　夢 4:35.28 久保　希蘭々(3) 4:51.09 陰山　朋佳(3) 4:52.86 川添　瀬奈(3) 5:43.33 多鹿　蕗(3) 5:52.82 山口　木胡葉(3) 7:19.52

豊田自動織機ＴＣ 西脇工高 西脇工高 自由が丘 緑が丘 善防

竹前　奈理(3) 1.55 法島　奈奈(3) 1.40 濵本　夏月(3) 1.35 片岡　美咲(3) 1.35 山内　麻由(3) 1.25

園田学園女大 自由が丘 緑が丘 西脇 宝殿

高野　真歩(3) w5.35 (+4.4) 洲戸　裕香(3) w5.07 (+4.8) 若松　芽生(2) w4.89 (+3.7) 松原　玲沙(3) w4.89 (+4.4) 藤井　楓(3) w4.82 (+2.2) 竹前　奈理(3) w4.67 (+2.9) 徳岡　美夕(3) w4.67 (+4.6) 福本　鈴(3) w4.36 (+3.3)

自由が丘 兵教大 神戸山手女高 西脇 緑が丘 園田学園女大 西脇 善防

船田　茜理(2) w12.74 (+4.4) 藤原　明日香(3) w11.14 (+6.1)

武庫女大 武庫女大

岡本　実里 26.78

西脇陸協

中川　朔那(3) w15.06 (+2.9) 柴田　くるみ(3) w15.96 (+2.9) 藤野　湖晴(3) w16.08 (+2.9) 荒木　佑菜(3) w16.94 (+2.9) 片岡　綾音(3) w17.59 (+2.9) 岡崎　七海(3) w22.56 (+2.9)

小野 西脇南 大蔵 西脇南 西脇 西脇

中川　朔那(3) 9.18 岡本　果歩(3) 7.40 上山　真華(3) 7.40

小野 西脇 西脇

野村　鈴音(3) 24.96 常本　彩香(3) 21.93 加藤　愛結(3) 21.11 上山　真華(3) 20.06 岡本　果歩(3) 17.89

鹿島 宝殿 宝殿 西脇 西脇

w:追風参考  

主催団体名 加古川市陸上競技協会 陸協名

競技会名
加古川市陸上競技記録会

期日・時刻 2020/08/10 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

共通男子 8月10日 100m

8月10日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月10日 1500m

8月10日 3000m

8月10日 400m

8月10日 800m

8月10日 三段跳

一般・高校男子 8月10日 5000m

8月8日 走高跳

8月10日 走幅跳

中学男子 8月10日
110mH
+3.6

8月8日 砲丸投

8月10日
110mH
+6.4

一般男子 8月8日 円盤投

8月10日 400m

8月10日 800m

共通女子 8月10日 100m

8月10日 200m

8月10日 走幅跳

8月10日 三段跳

8月10日 1500m

8月8日 走高跳

8月8日 砲丸投

8月8日 円盤投

一般・高校女子 8月8日 円盤投

中学女子 8月10日 100mH


