
日付 種目

新屋　快浬  11.29 (+1.6) 甲斐　傑  11.38 (+1.6) 楞野　匠人  11.46 (+1.6) 東　倫太朗  11.52 (+1.6) 村上　堅亮  11.54 (+1.6) 高橋　飛鳥  11.56 (+1.6) 諸岡　俊亮  11.69 (+0.9) 梅田　晃成  11.77 (+0.9)

高砂 氷丘 魚住東 宝殿 大蔵 加美 野々池 二見

明榮　凌太朗  23.37 (-0.2) 西田　能基  23.47 (-0.2) 今岡　侑希  23.96 (-0.2) 森田　大雅  24.09 (-0.2) 菅　柊生  25.38 (-0.2)

大久保 神吉 魚住 自由が丘 陵南

佐野　颯太郎  53.51 久保　慶介  54.79 中川　嵩士  56.49 別府　岳透  57.36 小川　歩夢  1:00.36 尾﨑　翔吾  1:01.20

平岡南 三木 加美 鹿島 善防 魚住

角谷　秋嘉  2:04.38 山下　貴大  2:06.49 日数谷　隼人  2:07.07 日下　大誠  2:14.83 濵口　弘成  2:15.04

望海 平岡 播磨 大蔵 加古川山手

田口　博教  4:17.48 新井　準人  4:35.39 並川　大地  4:50.12 高橋　陸斗  4:50.61 髙橋　立輝  4:51.24 上髙牧　隼斗  4:51.38

魚住 大久保 望海 泉 浜の宮 三木

西垣　怜  9:24.52 藤原　悠之  9:28.70 江田　裕人  9:36.42 八田　聡良  9:38.49 吉田　隼  9:46.41 石原　虎太郎  9:56.62 河合　章真  9:57.59 中垣　颯太  9:58.90

加古川中部 神吉 二見 加古川中部 神吉 平岡 小野南 大蔵

久保田　圭  16.04 (+0.7) 平澤　泰輝  16.99 (+0.7) 佐々木　悠太  18.65 (+0.7) 藤原　流輝  18.78 (+0.7)

二見 望海 望海 望海

市　朋顕  1.75 安井　達哉  1.75 宮﨑　日和  1.60 山岸　大悟  1.55 梅田　朝  1.50

野々池 野々池 朝霧 魚住 望海

藤本　謙伸  6.27 (+1.6) 江頭　樹  6.00 (+1.0) 松本　翔太郎  5.59 (+1.2) 高岡　樹  5.13 (+0.5)

加美 加古川中部 小野 神吉

喜　大和  11.51 笹倉　和楽  11.33 荒木　颯太  10.61 中道　陽也  8.74 谷川　楓翔  7.11

緑が丘 加美 陵南 加美 別府

蓮香　颯  2493

加古川中部

9月5日 110mH

9月5日 砲丸投

9月5日 走高跳

9月5日 400m

好井　愛結  12.18 (+0.3) 光安　しずく  12.49 (+0.3) 藤原　多愛  12.54 (+0.3) 木原　美苗  12.79 (+0.3) 久語　さくら  13.16 (+0.3) 羽田　愛音  13.63 (+1.0) 小倉　知華  13.69 (+1.0) 大沢　美咲希  13.76 (+1.0)

氷丘 平岡 加古川 平岡 旭丘 鹿島 小野南 大久保北

谷口　亜実  26.39 (-0.8) 元井　美月  32.26 (-0.8)

平岡 加美

ソープ　愛満  2:24.80 橋本　千咲妃  2:25.50 楠　望咲  2:28.77 小椋　愛花  2:28.90 髙山　あおい  2:37.14 浅和　澪  2:41.15 髙原　彩  2:42.04 寺田　彩花里  2:43.81

加古川 陵南 三木東 加古川 浜の宮 緑が丘 三木 加古川

蔦川　真優  4:55.62 神山　碧希  4:58.04 柳井　蓮音  5:03.14 田中　由眞  5:04.30 神吉　彩絵  5:08.61 中間　椛  5:09.66 坂本　星七  5:12.67 二木　涼楓  5:18.30

泉 加古川 宝殿 小野 神吉 加古川中部 社 平岡

佐岡　沙都紀  14.60 (+0.1) 川下　さりは  14.89 (+0.1) 松村　帆希  14.96 (+0.1) 山本　咲綾  15.65 (+0.1) 押切　咲楽  15.83 (+0.1) 前川　絢菜  18.51 (+0.1)

平岡 別府 別府 神吉 氷丘 加古川山手

森井　芽生  1.46 内藤　星  1.46 法島　奈奈  1.43 濵本　夏月  1.35 岡﨑　優衣奈  1.35 山内　麻由  1.30 加藤　心優  1.30

陵南 別府 自由が丘 緑が丘 大久保北 宝殿 大久保北

藤井　楓  5.07 (+1.1) 高野　真歩  5.06 (+1.1) 笹井　こころ  4.54 (+0.7) 岡田　莉朋  4.41 (+1.7) 北郷　舞華  4.34 (+0.4) 山本　葵生  4.28 (+0.4)

緑が丘 自由が丘 陵南 平岡 別府 社

永井　彩花  12.95 河合　美憂  11.02 原田　彩葉  10.65 石田　紗奈  9.93 新井　万都里  9.56 河邉　愛衣  9.48 坂田　花香  9.46 猪瀬　弥月  9.02

浜の宮 大久保北 平岡 加古川山手 望海 陵南 平岡 播磨

中川　朔那  2702 杉森　結衣  2585 柴田　くるみ  2014 石野　多麻季  1987

小野 平岡南 西脇南 播磨

9月5日 100mH

9月5日 走高跳

9月5日 砲丸投

9月5日 200m

主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 東播中体連陸上競技部

競技会名 東播地区中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2020/9/6 審判長 六角　光昭

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 信近　清志

9月5日 400m

9月6日 800m

7位 8位

男子 9月5日 100m

9月6日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月6日 110mH

9月6日 走高跳

9月5日 1500m

9月6日 3000m

9月5日 四種競技

 14.70 (+1.2)

9月5日 走幅跳

9月6日 砲丸投

 9.07

 1.76

女子 9月5日 100m

9月6日 200m

 55.37

9月6日 100mH

9月6日 走高跳

9月6日 800m

9月5日 1500m

9月5日 四種競技

 14.98 (+1.5)  14.90 (+1.5)  16.25 (+1.5)

9月5日 走幅跳

9月6日 砲丸投

 16.65 (+1.5)

 1.58  1.30  1.30  1.30

 10.09  10.36  8.35  8.02

 28.25 (+0.4)  26.34 (+0.4)  29.76 (+0.4)  29.19 (+0.4)


