
1 岩出中 210
2 貴志川中 192.5
3 岩出第二中 190.5
4 粉河中 64
5 打田中 42

＜男子総合＞
共通 １年
100m 100m

1 貴志川中 86 6+7 3+8+4 8+6 5+1 8 1 8 6 8+7
2 岩出第二中 80 2 7 7 5 8 3+6 7+6 4+8+2 8 7
3 岩出中 68 4+6 1+6 7 2+4 8 3+5 3+5 8 6
4 粉河中 58 5+8+7 8 8 8 8 6
5 打田中 42 1+3 2+5 7 7 6+7+4

＜女子総合＞
共通 １年
100m 100m

1 岩出中 142 6+4 7+8 7 6+7+4 7+5+4 7+6 5+6+7 8+5 3+2 7+6 8+7

2 岩出第二中 110.5
8+7+2.5

+5
6 7 8 5+8 1+8 8 6 1+5 5+4+3+6 7

3 貴志川中 106.5 1+2.5 5
3+6+5+4

+8
2+3+6 5+8 7 4+7+8+6 8 8

4 粉河中 6 6
5
6
7

1500m 走幅跳三段跳 砲丸投 200m 400m 800m3000m 110mH 4x100mR 走高跳 走幅跳

1500m

総合得点　集計表

令和２年度 那賀地方中学校秋季陸上競技大会

桃源郷運動公園陸上競技場

＜男女総合＞

順位 チーム
合計
得点

200m 400m 800m

800m 走幅跳

順位 チーム
合計
得点

100mH 4x100mR 走高跳 走幅跳 砲丸投 200m順位 チーム
合計
得点

200m 800m



日付 種目

辻之内　皐星(3)  11.84 髙幣　瑛希(3)  12.15 小川　剛史(3)  12.24 稲垣　快飛(3)  12.25 西口　昌孝(2)  12.74 樋山　輝利也(2)  12.93 峠　一歩輝(2)  13.08 塚田　雄斗(2)  13.53

粉河中 粉河中 岩出中 粉河中 岩出中 打田中 岩出第二中 打田中

稲垣　心海(3)  25.83 宮本　悠月(2)  25.84

粉河中 岩出第二中

西本　蒼(3)  56.88 白鳥　由清(2)  59.42 藤岡　佑介(3)  1:04.22

粉河中 貴志川中 貴志川中

大坪　遥斗(3)  2:06.38 八野　遥太(2)  2:20.45 角田　凰雅(3)  2:24.40 國友　遥斗(2)  2:25.77 松山　和暉(2)  2:26.05 道本　海人(2)  2:29.27 山本　洋士(2)  2:31.27 戸口　颯大(3)  2:32.72

貴志川中 岩出第二中 岩出中 打田中 貴志川中 貴志川中 打田中 岩出中

山本　悠人(3)  9:40.08 片山　稜也(3)  9:43.46 濱﨑　隆哉(3)  10:44.00 藪野　琉琥(2)  12:08.08

貴志川中 岩出中 貴志川中 岩出第二中

中島　和毅(2)  18.37

岩出第二中

粉河中B  46.47 打田中  49.41 岩出第二中A  49.72 貴志川中C  50.23 岩出中C  51.20 岩出第二中B  51.52 岩出中A  52.35 貴志川中A  53.35

稲垣　快飛(3) 塚田　雄斗(2) 小川　幸輝磨(1) 山本　悠人(3) 戸口　颯大(3) 渡辺　敦紀(1) 生駒　拓生(2) 白鳥　由清(2)

髙幣　瑛希(3) 樋山　輝利也(2) 峠　一歩輝(2) 大坪　遥斗(3) 小川　剛史(3) 八野　遥太(2) 塚田　光惺(1) 辻本　悠晴(1)

稲垣　心海(3) 安村　昌也(1) 中島　和毅(2) 濱﨑　隆哉(3) 片山　稜也(3) 米坂　悠星(1) 西口　昌孝(2) 松山　和暉(2)

辻之内　皐星(3) 國友　遥斗(2) 宮本　悠月(2) 藤岡　佑介(3) 角田　凰雅(3) 畑中　龍心(2) 和坂　信吾(1) 中出　大喜(1)

生駒　拓生(2)  1.30

岩出中

岡　知輝(3)  5.29 畑中　龍心(2)  4.77 古谷　陸斗(2)  4.55

粉河中 岩出第二中 岩出第二中

前　大成(3)  7.86

貴志川中

小川　幸輝磨(1)  12.85 安村　昌也(1)  12.88 平野　怜生(1)  13.60 塚田　光惺(1)  13.80 道本　剛光(1)  14.03 和坂　信吾(1)  14.23 西出　直生(1)  14.58 澁谷　優心(1)  14.62

岩出第二中 打田中 粉河中 岩出中 岩出第二中 岩出中 岩出第二中 貴志川中

鳥飼　昌也(1)  1:06.33

貴志川中

渡辺　敦紀(1)  2:04.82 里村　綾音(1)  2:38.32 口広　琉清(1)  2:48.30 東　優翔(1)  2:55.37 千田　張琥(1)  3:03.71 井上　裕斗(1)  3:10.46

岩出第二中 GR 打田中 打田中 岩出中 打田中 岩出中

土橋　弘典(1)  4:40.74 米坂　悠星(1)  5:23.90 尾上　誠一郎(1)  6:06.80

岩出中 岩出第二中 貴志川中

辻本　悠晴(1)  5.11 川上　颯太(1)  4.03 宮本　柚季(1)  3.88

貴志川中 貴志川中 岩出中

GR・・・大会新記録

9月12日 走幅跳

9月12日 400m

9月12日 800m

9月12日 1500m

9月12日 3000m

9月12日 走高跳

主催団体名

9月12日 400m

9月12日 800m

那賀地方中学校体育連盟

共通男子 9月12日 100m

9月12日 200m

1位 2位 7位 8位3位 4位 5位 6位

陸協名

森田　康介

競技場名 桃源郷運動公園陸上競技場 記録主任 谷口　浩一
競技会名 那賀地方中学校秋季陸上競技大会

期日・時刻 令和2年9月12日 審判長

9月12日 110mH

9月12日 4x100mR

1年男子 9月12日 100m

9月12日 走幅跳

9月12日 砲丸投



日付 種目

舩渡　真羽(3)  13.33 坂口　萌香(2)  13.34 鯉戸　新菜(3)  13.85 永家　伶(2)  14.24 徳田　栞(2)  14.45 大畑　葵衣(3)  15.10 時田　愛梨(2)  15.39

岩出第二中 岩出第二中 岩出中 岩出第二中 岩出中 岩出第二中 貴志川中

佐藤　未来(2)  15.10

貴志川中

阪口　伊央莉(2)  29.77 池本　ひかる子(2)  30.92 平野　一花(3)  31.62 北原　海(2)  1:01.53

岩出中 岩出中 岩出第二中 貴志川中

吉岡　奈保(2)  2:47.32 石橋　依咲(3)  2:47.50 宮西　花凜(3)  2:54.15 原田　妃菜(3)  2:58.24 吉村　奈月(3)  3:08.28 高橋　美寿(3)  3:28.86

貴志川中 岩出第二中 貴志川中 貴志川中 貴志川中 貴志川中

久保　瑚都(2)  5:14.12 岡　くるみ(2)  5:51.83 名古　悠実(3)  6:42.51

岩出第二中 岩出中 粉河中

山内　心菜(2)  19.19 東　千夏(3)  20.29 井上　幸香(3)  21.49 中西　美紗妃(2)  22.75 福田　萌維(2)  25.96

岩出第二中 岩出中 岩出中 岩出第二中 岩出中

岩出第二中A  55.26 岩出中A  57.08 貴志川中A  57.57 岩出中B  58.41 岩出中C  59.06 貴志川中B  59.93 貴志川中C  1:00.84 岩出第二中B  1:02.74

山内　心菜(2) 西尾　奈乃香(2) 和田　悠里(1) 福田　萌維(2) 鯉戸　新菜(3) 時田　愛梨(2) 川﨑　百夏(3) 平井　心(1)

坂口　萌香(2) 小村　乃愛(2) 野浦　未羽(1) 池本　ひかる子(2) 井上　幸香(3) 林　友菜(2) 原田　妃菜(3) 林　みう(1)

森口　綾音(2) 阪口　伊央莉(2) 佐藤　未来(2) 巽　由奈(1) 東　千夏(3) 田村　真央(1) 宮西　花凜(3) 松原　ひなた(1)

永家　伶(2) 徳田　栞(2) 岩橋　佳鈴(1) 阪下　祭(1) 江篭平　彩乃(3) 有馬　梨紗(1) 田渕　和香奈(3) 水田　帆香(1)

川﨑　百夏(3)  1.35 江篭平　彩乃(3)  1.30 丸山　胡美(3)  1.25 北原　蒼(1)  1.10

貴志川中 岩出中 岩出中 貴志川中

森口　綾音(2)  4.46 小村　乃愛(2)  3.91 西尾　奈乃香(2)  3.75 岩谷　美羽(2)  3.56

岩出第二中 岩出中 岩出中 岩出中

田中　沙英(3)  8.22 田渕　和香奈(3)  8.12 寺下　華那(3)  7.74 口野　里乃香(3)  4.98

岩出中 貴志川中 岩出第二中 岩出中

野浦　未羽(1)  14.80 和田　悠里(1)  14.83 田村　真央(1)  15.49 水田　帆香(1)  15.66 有馬　梨紗(1)  15.68 今井　咲来(1)  15.80 荒木　理紗子(1)  16.14 松原　ひなた(1)  16.31

貴志川中 貴志川中 貴志川中 岩出第二中 貴志川中 岩出中 岩出中 岩出第二中

岩橋　佳鈴(1)  30.02 巽　由奈(1)  31.23 加納川　雪乃(1)  33.71

貴志川中 岩出中 岩出中

阪下　祭(1)  2:49.00 橋爪　心音(1)  2:49.82 石橋　和心(1)  2:50.17 坂　心音(1)  2:52.69 緒方　春佳(1)  2:55.08 黒岩　柚衣(1)  3:04.43

岩出中 岩出中 岩出第二中 岩出第二中 岩出第二中 岩出第二中

山田　恵梨華(1)  3.65 林　みう(1)  3.03

貴志川中 岩出第二中
9月12日 走幅跳

9月12日 200m

9月12日 走幅跳

9月12日 走高跳

9月12日

9月12日 800m

砲丸投

1年女子 9月12日 100m

記録主任

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

谷口　浩一
競技会名 那賀地方中学校秋季陸上競技大会

期日・時刻 令和2年9月12日 審判長 森田　康介

競技場名 桃源郷運動公園陸上競技場

主催団体名 那賀地方中学校体育連盟 陸協名

9月12日 4x100mR

共通女子 9月12日 100m

9月12日 100mH

9月12日 200m

9月12日 800m

9月12日 1500m


