
日付 種目

堀江　新太郎 10.96 (-1.6) 岡本　直也(2) 11.07 (-1.6) 澤　航平 11.32 (-1.6) 清田　空月(3) 11.46 (-1.6) 阿部　航大(3) 11.47 (-1.6) 島　真之介(2) 11.58 (-1.6) 宮田　晴人(3) 11.59 (-2.3) 大塚　奏(2) 11.71 (-1.6)

メット 関西学院大学 フロンティア 三田学園高校 三田祥雲館 三田学園高校 北摂三田高 北摂三田高

清田　空月(3) 23.23 (-2.0) 島　真之介(2) 23.27 (-2.0) 大塚　奏(2) 23.70 (-2.0) 小前　晴雅(1) 23.80 (-2.0) 藤田　啓伍(1) 24.48 (-1.9) 田中　大二朗(2) 24.68 (-2.0) 藤本　健吾(3) 24.79 (-1.0) 中条　虎太郎(3) 25.05 (-1.0)

三田学園高校 三田学園高校 北摂三田高 三田学園高校 三田学園高校 有馬高校 三木東 けやき台

上野　綾汰(4) 50.83 竹内　蓮(2) 52.24 楠田　正弘(3) 52.58 北田　晴翔(2) 52.70 白石　稜(1) 53.44 吉田　翔悟(3) 54.07 東山　明輝(2) 54.33 堤　大空(3) 54.45

三田学園高校 三田祥雲館 三田松聖 三田西陵高 三田学園高校 三田松聖 有馬高校 三田松聖

伊藤　飛岳(3) 2:08.73 山田　瑞揮(2) 2:08.75 平澤　宏一郎(2) 2:09.23 永井　柊羽(1) 2:11.92 今西　玲偉(3) 2:12.48 津隈　功吉(2) 2:13.25 吉田　宥也(3) 2:14.41 黒田　幸輝(3) 2:16.08

北摂三田高 北摂三田高 北摂三田高 三田学園高校 長坂 有馬高校 篠山東 ゆりのき台

東　秀太(3) 3:55.24 奥野　颯太(3) 4:24.25 久山　大祐(2) 4:24.86 野一色　雄善(2) 4:25.80 吉岡　空音(3) 4:35.33 今西　玲偉(3) 4:38.67 河合　仁楠(2) 4:40.56 赤坂　勇輔(2) 4:43.38

三田松聖 北摂三田高 北摂三田高 三田祥雲館 三田祥雲館 長坂 小野 八景

三田学園高校 44.06 北摂三田高 44.85 けやき台 46.67 三木東 47.95 春日 48.27 篠山東 48.29 小野 48.35 ゆりのき台 48.53

木内　康太(3) 藤本　一平(2) 森　翔生(3) 戸川　稜生(3) 柴原　智陽(3) 井関　裕策(3) 藤本　虹輝(3) 大橋　龍翔(3)

清田　空月(3) 大塚　奏(2) 中条　虎太郎(3) 藤本　珠璃(2) 荻野　桔梗(3) 大江　陸人(3) 河上　侑聖(3) 坂本　颯大(3)

柏木　秀也(2) 浅倉　慶太(2) 大喜多　佑亮(3) 中谷　絆里(3) 髙見　直希(3) デヂン　マテウス礼恩(3) 平田　琥大朗(2) 山内　空斗(3)

島　真之介(2) 宮田　晴人(3) 山下　桂(3) 藤本　健吾(3) 栁田　大和(3) 吉田　宥也(3) 前山　正憲(2) ﾍﾌｧﾅﾝ　加和多(3)

羽立　敬(2) 1.77 浅倉　慶太(2) 1.68 上田　愛留(3) 1.65 大喜多　佑亮(3) 1.45 橋口　優英(3) 1.45 角田　陽翔(2) 1.40 河上　侑聖(3) 1.35 清水　慶介(3) 1.30

有馬高校 北摂三田高 柏原 けやき台 けやき台 自由が丘 小野 緑が丘

宮田　晴人(3) 6.51 (-0.8) 上田　夏歩(3) 6.22 (+0.3) 橋本　寿一(3) 6.13 (0.0) 木内　康太(3) 5.85 (+1.1) 北脇　尚弥(3) 5.79 (+0.8) 荻野　桔梗(3) 5.65 (+0.4) 西村　知隼(2) 5.60 (0.0) 藤本　一平(2) 5.59 (+0.4)

北摂三田高 三田西陵高 三田祥雲館 三田学園高校 有馬高校 春日 北摂三田高 北摂三田高

山本　侑輝(4) 9:54.51 田中　駿士(3) 9:57.56 中林　斗軌(4) 10:06.43 土井　健史(3) 10:11.81 谷　佳汰(2) 10:14.54 菅原　俊哉(2) 10:17.20 吉田　幸弘(2) 10:19.53 土持　朝陽(2) 10:21.52

八景 小野 八景 小野 ゆりのき台 けやき台 旭丘 ゆりのき台

藤本　虹輝(3) 17.08 (+1.3) 髙見　直希(3) 17.10 (+1.3) 井関　裕策(3) 17.29 (+1.3) 前田　拓海(3) 19.63 (+1.3) 片山　朝陽(2) 19.72 (+1.3) 山内　空斗(3) 19.74 (+1.3) 平岡　弘成(3) 19.75 (+1.3) 長谷川　右京(3) 19.95 (+1.3)

小野 春日 篠山東 富士 緑が丘 ゆりのき台 ゆりのき台 小野

髙見　茂仁(3) 9.99 余田　温(3) 9.97 デヂン　マテウス礼恩(3) 9.89 杉能　瑛斗(3) 8.30 末久　大和(2) 7.04 平岡　空羅(2) 6.06 橋本　将志(3) 5.87 前川　大和(2) 5.66

市島 市島 篠山東 緑が丘 三木東 緑が丘 けやき台 緑が丘

浅井　尊斗(3) 24.96 杉能　瑛斗(3) 22.72 デヂン　マテウス礼恩(3) 22.39 髙見　茂仁(3) 22.30 西畑　透(3) 21.66 余田　温(3) 19.39 橋本　将志(3) 16.63 前川　大和(2) 15.23

緑が丘 緑が丘 篠山東 市島 けやき台 市島 けやき台 緑が丘

植田　順也(3) 15:55.79 氏原　功志郎(2) 16:12.03 中道　裕太(2) 16:32.43 中務　新太(2) 16:54.72 東郷　将也(4) 17:04.80 藤原　魁人(3) 17:07.35 三木　良紀 17:14.04 森玉　鳳雅(2) 17:41.46

北摂三田高 北摂三田高 北摂三田高 三田学園高校 北摂三田高 有馬高校 三田ＡＸ 三田西陵高

梅﨑　瑛介(3) 12.61 林　奏(2) 9.86 道原　拓人(2) 8.58

三田祥雲館 三田松聖 三田学園高校

林　奏(2) 28.82 西中　雄一(2) 25.07 森岡　俊介(2) 22.63 上野　陽輝(2) 19.17

三田松聖 有馬高校 三田西陵高 三田西陵高

柏木　秀也(2) 40.46 東出　輝陽(2) 31.61 道原　拓人(2) 30.75

三田学園高校 有馬高校 三田学園高校

火置　達磨

主催団体名 三田市陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名
第１回三田市記録会 期日・時刻 2021/03/20 審判長 中尾　弘二

競技場名 三木総合防災運動公園陸上競技場 記録主任

3月20日 400m

3月20日 800m

7位 8位

共通男子 3月20日 100m

3月20日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

3月20日 走高跳

3月20日 走幅跳

3月20日 1500m

3月20日 4x100mR

3月20日 砲丸投

3月20日 円盤投

中学男子 3月20日 3000m

3月20日 110mH

3月20日 円盤投

3月20日 やり投

高校男子 3月20日 5000m

3月20日 砲丸投



日付 種目

火置　達磨

主催団体名 三田市陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名
第１回三田市記録会 期日・時刻 2021/03/20 審判長 中尾　弘二

競技場名 三木総合防災運動公園陸上競技場 記録主任

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

山口　真依(2) 13.00 (-2.0) 竜門　香奈(2) 13.17 (-2.0) 塩飽　佐英(3) 13.28 (-2.0) 清水　あいり(1) 13.31 (-2.0) 藤田　真矢(3) 13.33 (-1.8) 花谷　風南(2) 13.40 (-2.0) 嶋原　美奈子(2) 13.43 (-2.0) 坂東　佳奈(2) 13.52 (-2.0)

園田高 山手高 北摂三田高 三田学園高校 小野 三田祥雲館 北摂三田高 三田祥雲館

谷口　心音(3) 27.19 (-1.4) 大山　璃姫(2) 28.48 (-1.4) 酒井　美優菜(3) 28.91 (-1.4) 安達　陽菜(3) 29.01 (-1.1) 齋藤　朱里(3) 29.07 (-1.4) 入江　好美(3) 29.08 (-1.4) 澤田　彩(3) 29.41 (-1.4) 小倉　梨愛(2) 29.42 (-1.4)

三木東 小野 柏原 ゆりのき台 八景 長坂 狭間 小野南

内藤　香乃(2) 59.95 塩飽　佐英(3) 1:03.01 小池　美咲(2) 1:04.29 嶋原　美奈子(2) 1:04.31 田淵　咲輝(3) 1:07.49 安部　真梨子(1) 1:07.52 降矢　怜奈(3) 1:14.10

北摂三田高 北摂三田高 三田学園高校 北摂三田高 有馬高校 三田学園高校 三田松聖

宮家　里奈(3) 2:35.32 坂本　日真莉(2) 2:35.35 森下　幸來(2) 2:39.04 中西　雛(3) 2:39.57 西島　緩奈(3) 2:40.05 和泉　穂花(3) 2:43.54 戸階　結衣花(2) 2:43.68 吉岡　さくら(2) 2:44.86

緑が丘 三田西陵高 旭丘 緑が丘 小野南 けやき台 八景 八景

上﨑　柊侑(3) 4:57.46 小國　紗枝(3) 5:06.52 中張　菜柚(3) 5:07.23 屋敷　萌子(2) 5:12.00 鷲北　茉優(2) 5:13.56 安藤　桃花(2) 5:17.39 大塩　澪(2) 5:19.17 上阪　夏実(2) 5:22.85

北摂三田高 三田祥雲館 自由が丘 三木東 ゆりのき台 三木東 旭丘 自由が丘

北摂三田高 51.06 小野 51.84 三田学園高校 52.43 三木東 53.18 ゆりのき台 54.39 けやき台 54.53 柏原 54.54 小野南 55.13

嶋原　美奈子(2) 藤本　結衣(3) 清水　あいり(1) 黒崎　幹桃(3) 小田　陽愛(3) 新田　彩乃(3) 谷垣　葵衣(3) 神田　萌(3)

内藤　香乃(2) 藤田　真矢(3) 藤田　真凪(1) 村尻　望愛(3) 安達　陽菜(3) 大石　呼幸(3) 酒井　美優菜(3) 小倉　梨愛(2)

山下　愛生(2) 大山　璃姫(2) 神野　沙英(1) 吉田　伊織(3) 黒木　千美(3) 上林　莉歩(3) 福田　結菜(2) 和田　菜々心(2)

塩飽　佐英(3) 梶尾　彩智(3) 小池　美咲(2) 谷口　心音(3) 高松　志帆(3) 稲垣　泰羽(2) 中村　芽生(2) 鐘撞　紗楠(2)

山下　愛生(2) 1.65 澤田　彩(3) 1.45 去川　桃衣(3) 1.45 梅田　佳歩(3) 1.42 山﨑　維花(3) 1.42 蔭山　優花(3) 1.42 石脇　ななは(3) 1.39 武蔵　柚月(3) 1.39

北摂三田高 狭間 狭間 自由が丘 三田学園 けやき台 緑が丘 緑が丘

上田　咲笑(3) 4.70 (+0.5) 鐘撞　紗楠(2) 4.56 (+1.0) 藤田　真矢(3) 4.47 (+0.2) 向井　千尋(3) 4.47 (0.0) 吉田　伊織(3) 4.22 (+0.8) 福田　結菜(2) 4.22 (+0.3) 大石　呼幸(3) 4.13 (+0.4) 大西　さえ(2) 4.11 (+0.9)

自由が丘 小野南 小野 狭間 三木東 柏原 けやき台 篠山東

梶尾　彩智(3) 15.90 (+0.3) 高松　志帆(3) 16.21 (+0.3) 中村　芽生(2) 16.59 (+0.3) 野田　楓(3) 17.21 (+0.3) 山下　萌妃(2) 17.39 (+1.1) 村山　実優(3) 18.32 (+0.3) 小田　陽愛(3) 19.26 (+0.9) 黒木　千美(3) 19.28 (+0.9)

小野 ゆりのき台 柏原 三木東 柏原 けやき台 ゆりのき台 ゆりのき台

佐々木　瑠璃(3) 10.30 古瀬　伊吹(3) 9.78 富永　凛子(3) 9.67 原田　萌花(3) 9.60 村尻　望愛(3) 9.42 和泉　穂花(3) 9.06 野田　楓(3) 8.92 仲山　青空(3) 8.53

狭間 ゆりのき台 狭間 春日 三木東 けやき台 三木東 柏原

佐々木　瑠璃(3) 29.77 富永　凛子(3) 25.35 石本　百萌花(3) 22.36 石川　晶菜(3) 22.10 古瀬　伊吹(3) 20.56 原田　萌花(3) 19.35 永田　まいあ(2) 19.24 曽和　心結(2) 18.40

狭間 狭間 柏原 狭間 ゆりのき台 春日 市島 富士

後田　乃愛(4) 10:22.31 田中　美香 10:50.33

長坂 三田ＡＸ

内藤　香乃(2) 14.82 (+1.0) 降矢　怜奈(3) 17.81 (+1.0)

北摂三田高 三田松聖

辰巳　麗(3) 8.51

有馬高校

辰巳　麗(3) 26.42 竹田　初音(3) 24.81 射場　知香(3) 21.72

有馬高校 三田西陵高 北摂三田高

渡邉　眞子(2) 23.49 藤井　実結(2) 16.08

有馬高校 北摂三田高

3月20日 400m

3月20日 800m

共通女子 3月20日 100m

3月20日 200m

3月20日 走高跳

3月20日 走幅跳

3月20日 1500m

3月20日 4x100mR

3月20日 円盤投

高校女子 3月20日 3000m

中学女子 3月20日 100mH

3月20日 砲丸投

3月20日 円盤投

3月20日 やり投

3月20日 100mH

3月20日 砲丸投


