
主催団体名

陸協名

●：県大会出場者
日付 種目

湯川　明彩  w14.27 (+2.5) 西村　友那  w14.38 (+2.5) 木下　暖彩  w14.54 (+2.5) 髙尾　美麗  w14.57 (+2.5) 湯川　紗世  w14.60 (+2.5) 安達　菜乃  w14.69 (+2.5) 中野　佑美  w14.77 (+2.5) 池田　羽夏  w14.87 (+3.3)

大成中 大成中 湯川中 中津中 ● 日高附属中 ● 湯川中 中津中 ● 日高附属中

西村　友那  31.32 (-2.7) 塩田　愛美  31.67 (-2.7) 関　絢菜  31.85 (-2.7) 岩本　莉那  31.92 (-2.0) 池田　羽夏  32.03 (-2.7) 髙尾　美麗  32.68 (-2.7) 濱田　來花  32.73 (-2.7) 岩﨑　唯  33.01 (-2.0)

大成中 ● 印南中 ● 日高中 ● 大成中 日高附属中 中津中 南部中 名田中

溝口　佳世  2:32.82 玉置　由奈  2:36.44 木下　暖彩  2:44.86 田中　みずき  2:44.87 北野　杏奈  2:49.48 中家　朱梨  2:51.60 平野　沙耶  2:53.78 里村　優奈  2:54.50

大成中 ● 大成中 ● 湯川中 ● 日高中 御坊中 印南中 稲原中 由良中

湯川　明彩  w4.15 (+3.5) 濱田　來花  3.68 (+2.0) 山田　果歩  w3.68 (+2.7) 谷口　玲  3.67 (+1.3) 中野　佑美  3.61 (+1.4) 中垣　朱愛  3.58 (+1.5) 岩本　莉那  w3.50 (+3.4) 木下　絢菜  3.50 (+1.6)

大成中 ● 南部中 ● 御坊中 ● 湯川中 中津中 稲原中 大成中 印南中

沼野　希泉  w13.34 (+4.3) 坂尻　有未  w13.62 (+4.3) 林　心音  w13.62 (+4.3) 岡田　未来  w13.67 (+4.3) 森川　りな  w14.19 (+4.3) 寺本　理乃  w14.32 (+4.3) 宮本　なつ  w14.51 (+2.3) 柳木　初音  14.53 (+0.3)

清流中 ● 大成中 ● 日高中 ● 御坊中 南部中 上南部中 丹生中 中津中

岡田　未来  28.35 (+1.7) 林　心音  29.25 (+1.7) 竹中　璃子  29.39 (+1.7) 楠山　美咲  29.39 (+1.7) 坂尻　有未  30.08 (+1.7) 松下　ひな  30.21 (+1.7) 小田　穂乃花  30.49 (+0.9) 柳木　初音  30.99 (+1.7)

御坊中 ● 日高中 河南中 湯川中 大成中 御坊中 ● 清流中 ● 中津中

竹中　璃子  2:34.58 岩﨑　祐佳  2:36.46 森川　りな  2:39.46 太田　琉愛  2:41.61 岡本　亜樹  2:50.44 出水　あずみ  2:50.78 松本　羽礼  2:53.32 黑田　あかり  2:56.54

河南中 ● 大成中 ● 南部中 ● 大成中 松洋中 日高中 印南中 湯川中

沼野　希泉  4.58 (-1.6) 中西　晶萌  4.20 (+0.6) 岡崎　仁己  4.19 (+1.2) 湯川　愛菜  3.78 (-1.9) 宮本　なつ  3.77 (-0.9) 堀端　琉愛  3.75 (-1.7) 芝　葵衣  3.68 (+0.5) 花本　佳乃  3.67 (-1.0)

清流中 松洋中 ● 御坊中 南部中 ● 丹生中 ● 大成中 湯川中 河南中

玉置　由奈  5:23.36 田中　みずき  5:23.57 阪本　美沙  5:26.45 岡本　亜樹  5:38.95 北岡　沙衣  5:45.28 平野　沙耶  5:57.35 木村　鞠  5:59.46 小池　舞歩  6:02.66

大成中 日高中 ● 大成中 ● 松洋中 ● 河南中 稲原中 松洋中 日高附属中

楠山　美咲  18.46 (-2.5) 岡崎　仁己  18.47 (-2.5) 安達　菜乃  19.23 (+0.4) 有吉　楓  19.46 (-2.5) 﨑山　絢萌  19.98 (-2.5) 岡　梨叶  20.09 (-2.5) 田中　萌好  20.67 (-2.5) 越智　悠月  20.83 (+0.4)

湯川中 ● 御坊中 ● 湯川中 ● 大成中 南部中 大成中 中津中 南部中

御坊中A  55.68 大成中A  56.27 湯川中A  56.64 南部中Ａ  56.97 清流中  57.01 中津中  57.02 日高中  58.29 河南中  59.17

宮所　日向 湯川　明彩 木下　暖彩 湯川　愛菜 玉置　愛奈 髙尾　美麗 海野　穂乃花 北岡　沙衣

岡田　未来 坂尻　有未 楠山　美咲 森川　りな 沼野　希泉 柳木　初音 関　絢菜 松村　泉美

岡崎　仁己 西村　友那 芝　葵衣 越智　悠月 小田　穂乃花 中野　佑美 出水　あずみ 花本　佳乃

松下　ひな 有吉　楓 安達　菜乃 小林　柚葉 玉置　由依 田中　萌好 林　心音 竹中　璃子

宮所　日向  1.30 小林　柚葉  1.25 有吉　楓  1.20 小路　楓  1.20 越智　悠月  1.10 川村　綾菜  1.10 堀江　優希  1.10

御坊中 ● 南部中 ● 大成中 ● 御坊中 南部中 印南中 大成中

塩路　愛己  1.10

印南中

八田　怜奈  9.56 小林　柚葉  8.50 堂代　紗那  8.43 前田　七瀬  8.13 津村　千歳  8.07 大杉　麗愛  8.04 丸山　明日香  7.63 玉置　愛奈  7.04

大成中 ● 南部中 中津中 ● 由良中 ● 御坊中 湯川中 丹生中 清流中

西山　咲良  22.43 津村　千歳  20.35 栁　美優  19.13 赤松　采花  18.27 畑中　友萌  17.27 中松　愛子  16.70 原　志保  14.83 東　瑞希  14.19

美山中 ● 御坊中 ● 大成中 ● 中津中 南部中 南部中 中津中 大成中

西山　咲良  32.47 赤松　采花  27.22 塩田　愛美  25.23 丸山　明日香  22.66 堂代　紗那  19.09 有光　百合愛  17.33 宮川　千夏  16.31 玉置　愛奈  15.79

美山中 中津中 印南中 丹生中 中津中 大成中 美山中 清流中

大成中 133点 御坊中 71点 南部中 59点 湯川中 51点 中津中 45点 日高中 36点 清流中 24点 印南中 24点総　　　合

競技会名
期日・時刻 2020/9/19 審判長 西岡　大輔

競技場名 南山スポーツ公園陸上競技場

● ● ●

記録主任 中本　徹

9月19日 200m

1位 2位 7位 8位5位 6位

9月19日 800m

１年女子 9月19日 100m

3位 4位

9月19日 走幅跳

２年女子 9月19日 100m

9月19日 1500m

9月19日 200m

9月19日 800m

9月19日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

9月19日 砲丸投

9月19日 円盤投

令和２年度　日高地方中学校新人体育大会
日高地方中学校体育連盟

日高地方陸上競技協会

9月19日 走高跳

9月19日 100mH

9月19日 4x100mR

9月19日 走幅跳

共通女子


