
日付 種目

別府西小  58.67 尾上小  59.35 東神吉南小A  1:05.09 野口小  1:06.70 東神吉南小B  1:08.99

三浦　遼大 石井　悠聖 西川　大翔 杣友　海斗 高畑　蓮

満永　誓夢 末福　琉力 中島　海利 安積　比呂 中島　凪斗

西原　陸隼 内藤　楓真 礒野　太寿 桑江　優弥 和泉　里陽人

宮野　徠斗 岩佐　和歩 髙田　渉二朗 桑江　俊弥 森川　翔太

満永　誓夢  18.36 (0.0) 桑江　優弥  19.48 (0.0)

別府西小 野口小

西原　陸隼  4.16 (+0.7) 三浦　遼大  3.91 (+0.1) 瓦屋　俊介  3.71 (-0.6) 佐々木　稀大  3.29 (0.0) 駒井　康人  2.57 (+0.3)

別府西小 別府西小 氷丘小 浜の宮小 西神吉小

田村　煌汰  13.99 (-1.3) 岩佐　和歩  14.20 (-1.3) 宮野　徠斗  14.41 (-1.3) 香山　楓  14.61 (-1.3) 末福　琉力  14.82 (-1.3) 塩井　優獅  14.99 (-1.3) 黒川　諒一  15.52 (-1.3) 内藤　楓真  15.87 (-1.3)

別府西小 尾上小 別府西小 神野小 尾上小 浜の宮小 別府西小 尾上小

エゼ　ディリチュク勇  5:15.10 木村　来夢  5:22.71 関　隆元  5:39.99 板東　優空  5:50.01 中島　海利  6:04.80 桑江　俊弥  6:04.92 外園　大和  6:24.07

ＫＢＩＣ 上荘小 野口北小 尾上小 東神吉南小 野口小 尾上小

濵口　敬  14.48 (-1.4) 木戸口　丈大  14.84 (-1.4) 竹林　博仁  15.06 (-1.6) 石井　悠聖  15.34 (-1.6) 髙山　真寛  15.37 (-1.6) 髙田　渉二朗  15.62 (-1.4) 大西　陽智  16.67 (-1.6) 西川　大翔  16.81 (-1.6)

加古川小 野口北小 平岡北小 尾上小 西神吉小 東神吉南小 加古川小 東神吉南小

李　在潤  5:28.21 小林　摩沙輝  5:40.86 大西　莉雅  5:49.35 作間　蒼央  5:57.11 竹林　唯仁  6:06.99 内橋　拓人  6:10.18 片山　暁登  6:11.86 武元　聡士  6:13.13

上荘小 志方東小 氷丘小 神野小 平岡北小 神野小 尾上小 尾上小

玉川　奨人  15.22 (-1.5) 安積　比呂  16.43 (-2.7) 玉川　廉人  16.62 (-0.1) 足立　煌己  16.70 (-0.1) 廣島　亮佑  16.90 (-2.7) 森　雄飛  17.03 (-0.1) 礒野　太寿  17.22 (-0.1) 杣友　海斗  17.29 (-0.1)

鳩里小 野口小 鳩里小 尾上小 尾上小 東神吉南小 東神吉南小 野口小

氷丘小  58.82 尾上小  59.54 東神吉南小  1:14.23

前田　心結乃 大場　鈴花 大川　明里

尾國　由季 稲原　歩花 芝　菜花

前田　彩友乃 重田　華穂 芝　舞花

田井　理捺 鎌田　希樹 松崎　芽彩

田井　理捺  4.29 (-0.7) 森井　依央  3.45 (+0.1)

氷丘小 神野小

稲原　歩花  14.90 (+0.5) 鎌田　希樹  15.30 (+1.1) 重田　華穂  15.44 (+0.5) 前田　彩友乃  15.46 (+1.1) 前田　心結乃  15.74 (+0.5) 尾國　由季  15.76 (+0.5) 大場　鈴花  15.78 (+1.1) 黒田　莉央  16.87 (+1.1)

尾上小 尾上小 尾上小 氷丘小 氷丘小 氷丘小 尾上小 尾上小

大屋　萌衣  2:52.27 井上　愛理  2:54.27 脇　羚音那  3:00.58 関　遥花  3:02.31 大西　美乃  3:03.36 渡邉　倖歩  3:03.55

加古川小 野口北小 尾上小 上荘小 神野小 加古川小

藤原　梓  14.36 (+1.0) 榮　怜海  15.41 (+1.0) 山名　怜実  16.48 (+0.1) 今津　萌愛  16.59 (+0.1) 三浦　愛美  17.22 (+1.0) 田中　莉那  17.36 (+0.1) 上野　愛梨  17.56 (+0.1) 秋吉　乙穂  17.67 (+1.0)

加古川小 鳩里小 加古川小 加古川小 平岡南小 加古川小 志方東小 加古川小

秋山　温香  2:57.6 池上　由麻  2:57.9 奥村　和香  3:04.9 片山　和香  3:05.1 小林　雪乃  3:08.5 草賀　心桜  3:08.7 北口　杏莉  3:09.0 賀前　莉子  3:11.7

加古川小 氷丘南小 西神吉小 尾上小 加古川小 尾上小 尾上小 西神吉小

坂　陽菜  15.77 (+1.0) 平川　真帆  15.86 (+1.0) 納庄　晴夏  16.02 (+1.0) 後藤　すみれ  16.22 (+1.1) 植原　渚  16.23 (+1.1) 小林　識加  16.44 (+1.1) 田中　仁子  16.46 (+1.1) 吉川　優希  16.79 (+1.0)

尾上小 氷丘南小 鳩里小 東神吉南小 志方小 志方東小 野口小 氷丘小

エントリー者欠場のため、レースなし

５年以下女子 10月16日 800m

４年以下女子 10月16日 100m

10月16日 800m

５年女子 10月16日 100m

10月16日 走幅跳

６年女子 10月16日 100m

共通女子 10月16日 4x100mR

５・６年女子 10月16日 80mH

５年以下男子 10月16日 1500m

４年以下男子 10月16日 100m

10月16日 1500m

５年男子 10月16日 100m

10月16日 走幅跳

６年男子 10月16日 100m

7位 8位

共通男子 10月16日 4x100mR

５・６年男子 10月16日 80mH

1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任 窪田　博紀
主催団体名 加古川市陸上競技協会 陸協名

競技会名 加古川市陸上競技選手権大会（小学生の部）
期日・時刻 2021/10/16 審判長 釜江　憲史
競技場名 加古川運動公園陸上競技場　


