
日付 種目

岡本　蓮(2)  12.01 (-2.9) 藤原　悠世(2)  12.05 (-2.9) 田中　將覇(2)  12.31 (-2.9) 徳本　雅空(2)  12.35 (-2.9) 藤本　健吾(2)  12.42 (-2.9) 大西　海澄(2)  12.46 (-2.9) 市島　悠貴(1)  12.68 (-2.3) 丸山　航汰(2)  12.74 (-2.9)

社 西脇 自由が丘 狭間 三木東 三木 自由が丘 三木

田中　將覇(2)  24.54 (-0.1) 藤本　健吾(2)  24.84 (-0.1) 坂本　颯大(2)  24.85 徳本　雅空(2)  24.98 (-0.1) 川崎　琳都(2)  25.46 (-0.1) 栁田　大和(2)  25.76 (-0.1) 市島　悠貴(1)  25.77 (-0.1) 植野　健太(2)  25.92 (-0.1)

自由が丘 三木東 ゆりのき台 狭間 三木 春日 自由が丘 三木

藤木　康綺(3)  4:25.10 西田　陽規(3)  4:25.84 武元　秀一(3)  4:35.48 吉田　宥也(2)  4:36.07 藤原　翔(3)  4:36.12 久保　慶介(3)  4:39.66 谷　佳汰(1)  4:40.15 村田　裕哉(2)  4:40.44

篠山東 篠山東 篠山東 篠山東 三木東 三木 ゆりのき台 西脇南

河合　章真(3)  9:40.01 田中　駿士(2)  9:59.26 藤原　慎太郎(2)  10:21.34 氏原　京志郎(1)  10:21.73 土井　健史(2)  10:21.82 荻野　稜平(1)  10:45.84 粟野　謙心(2)  10:53.41 山下　操樹(2)  10:55.46

小野南 小野 小野 狭間 小野 春日 篠山東 緑が丘

藤原　悠世(2)  16.32 (-1.4) 井関　裕策(2)  17.92 (-1.4) 鈴木　伽埜(3)  18.72 (-1.4) 藤本　虹輝(2)  19.24 (-1.4) 髙見　直希(2)  19.36 (-1.1) 片山　朝陽(1)  19.41 (-1.1) 森下　友哉(2)  20.28 (-1.4) 木嶋　宏海(1)  20.36 (-1.4)

西脇 篠山東 篠山東 小野 春日 緑が丘 ゆりのき台 三木東

神崎　隼人(2)  1.75 松田　巧明(2)  1.55 村井　陽向(2)  1.50 戸川　稜生(2)  1.50 村井　颯太(2)  1.45 河上　侑聖(2)  1.45 角田　陽翔(1)  1.40 山内　空斗(2)  1.40

西脇 西脇 西脇南 三木東 西脇南 小野 自由が丘 ゆりのき台

神崎　隼人(2)  5.63 (+1.0) 坂本　颯大(2)  w5.55 (+2.5) 松本　翔太郎(3)  5.50 (+1.4) 荻野　桔梗(2)  5.38 (+1.8) 村井　陽向(2)  w5.30 (+2.3) 廣田　快成(2)  5.12 (+0.9) 岩崎　洸祐(2)  5.06 (+1.5) 辻奥　壮太(3)  4.88 (+0.4)

西脇 ゆりのき台 小野 春日 西脇南 西脇南 西脇 篠山東

黒河　陽月(2)  9.04 宮崎　礼雅(2)  8.75 デヂン　マテウス礼恩(2)  8.56 杉能　瑛斗(2)  7.68 浅井　尊斗(2)  7.42 原田　翔生(1)  6.73 清水　慶介(2)  6.56 藤本　旭(2)  6.48

西脇 西脇南 篠山東 緑が丘 緑が丘 緑が丘 緑が丘 西脇南

藤田　真矢(2)  13.58 (-2.0) 小倉　梨愛(1)  13.67 (-2.0) 梶尾　彩智(2)  13.75 (-2.0) 藤本　結衣(2)  13.94 (-2.0) 高松　志帆(2)  14.03 (-0.3) 村尻　望愛(2)  14.10 (-2.0) 酒井　美優菜(2)  14.14 (-2.0) 安達　陽菜(2)  14.15 (-0.3)

小野 小野南 小野 小野 ゆりのき台 三木東 柏原 ゆりのき台

近藤　優衣(1)  28.58 小倉　梨愛(1)  28.62 大山　璃姫(1)  28.90 佐々木　瑠璃(2)  29.67 藤原　成美(1)  29.79 田中　さら(2)  29.83 梅津　さくら(1)  29.98 大嶋　可恋(1)  30.07

春日 小野南 小野 狭間 小野 自由が丘 緑が丘 西脇

屋敷　萌子(1)  5:01.42 宮家　里奈(2)  5:03.51 婦木　彩花(2)  5:04.70 木下　愛羅(1)  5:05.16 安藤　桃花(1)  5:05.61 鷲北　茉優(1)  5:12.58 小原　羽咲子(2)  5:17.49 前田　優音(1)  5:17.53

三木東 緑が丘 柏原 三木 三木東 ゆりのき台 自由が丘 三木東

山内　真結花(3)  16.01 (0.0) 高松　志帆(2)  16.81 (0.0) 中村　芽生(1)  17.04 (0.0) 田土　真菜(2)  17.05 (0.0) 宮﨑　深心(2)  17.49 (0.0) 比留田　愛香(1)  18.51 (0.0) 細見　ひかり(2)  19.31 (0.0) 中島　彩音(2)  19.33 (0.0)

篠山東 ゆりのき台 柏原 篠山東 黒田庄 西脇 春日 自由が丘

中川　朔那(3)  1.57 藤本　華望(2)  1.48 梅田　佳歩(2)  1.45 吉田　伊織(2)  1.35 去川　桃衣(2)  1.35 三枝　茉叶(2)  1.30 武蔵　柚月(2)  1.30 石川　晶菜(2)  1.30

小野 社 自由が丘 三木東 狭間 三木 緑が丘 狭間

上田　咲笑(2)  4.75 (+1.0) 鐘撞　紗楠(1)  4.46 (+1.5) 藤田　真矢(2)  4.30 (+1.7) 長濱　藍生(2)  4.07 (+1.0) 向井　千尋(2)  4.07 (+0.8) 山下　萌妃(1)  4.05 (+1.8) 武蔵　柚月(2)  4.01 (+1.4) 宇田　暖乃香(1)  3.97 (+1.1)

自由が丘 小野南 小野 社 狭間 柏原 緑が丘 自由が丘

中川　朔那(3)  10.61 佐々木　瑠璃(2)  10.19 原田　萌花(2)  9.45 古瀬　伊吹(2)  8.75 村尻　望愛(2)  8.41 富永　凛子(2)  8.00 野田　楓(2)  7.90 仲山　青空(2)  7.87

小野 狭間 春日 ゆりのき台 三木東 狭間 三木東 柏原

競技会名 三木市陸上競技記録会
期日・時刻 2020/11/7 審判長 小宿　義幸
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w (wind assist) : 追風参考
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