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１． 主 催 丹有地区中学校体育連盟　　三田市教育委員会　　丹波篠山市教育委員会　　丹波市教育委員会　　　

（一財）兵庫陸上競技協会

２． 主 管 丹有地区中学校体育連盟

３． 日 時 ２０２２年(令和４年)７月１６日（土）　午前１０時００分より 開始式　９：４５

　　　　　　　　　　７月１７日（日）　午前　９時３０分より

４． 場 所 三木総合防災公園陸上競技場

住所：〒673-0515　三木市志染町三津田1708　　TEL：（０７９４）８５－０４０８

５． 種 目 男子 １８種目　女子 １５種目　＜＊印の種目は１日目に実施予定＞

男　子 １年生： 　１００ｍ（１５”２４）　　＊１５００ｍ（５’４５”０）

２年生： ＊１００ｍ（１４”２４）

３年生： ＊１００ｍ（１３”４４）

１・２年生： ＊４×１００ｍ（２年－１年－１年－２年）（なし）

共　通： 　２００ｍ（２７”７４）　　＊４００ｍ（１’０５”１４）　　８００ｍ（２’２７”００）

＊１５００ｍ（５’００”０）　３０００ｍ（１０’５５”０）

  １１０ｍＨ（２３”７４）　　４×１００ｍ（なし）　　

　走高跳（１ｍ４０）　　　　＊走幅跳（４ｍ８５）　　　　　 　　三段跳（９ｍ００）

　砲丸投（６ｍ００）　　　　＊円盤投（１５ｍ００）　　

＊四種競技 下記４種目中、２種目突破していること

  １１０ｍＨ（２５”２４）　　砲丸投（４kg:７m５０  ５kg:５m５０）　　

　走高跳（１ｍ３０）　　　　４００ｍ（６７”１４）　　

女　子 １年生： 　１００ｍ（１６”７４）　　　８００ｍ（３’２０”０）

２年生： ＊１００ｍ（１５”７４）

３年生： ＊１００ｍ（１５”２４）

１・２年生： ＊４×１００ｍ（２年－１年－１年－２年）（なし）

共　通： 　２００ｍ（３１”７４）　　　８００ｍ（２’４７”０）　　＊１５００ｍ（５’５０”０）

　１００ｍＨ（２１”７４）　　４×１００ｍ（なし）

　走高跳（１ｍ２０）　　　　＊走幅跳（３ｍ６０）

　砲丸投（７ｍ３０）　　　　＊円盤投（１３ｍ００）　　

＊四種競技

  １００ｍＨ（２３”２４）　　走高跳（１ｍ１５）

　砲丸投（６m５０）　　　　　 ２００ｍ（３３”００）　　

６． 出 場 資 格 （１）兵庫県中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学生であること。

（２）日本陸上競技連盟に登録している中学校に在学している中学生であること。

（３）１名以上の競技役員を終日出せること。

（４）上記種目後の（　）内の本大会参加標準記録を突破していること。

（５）本大会の標準記録は、昨年度及び今年度の公式競技会において出された記録であること。

（６）男子オープン棒高跳びについては、下記の指定大会において出した公式記録にてその順位を決定する。

　　　指定大会６月４日（土）、５日(日)　第３回県記録会　加古川

※校内に正式な陸上競技部のない学校の参加については、代表副部長に申し出ることで考慮することがある。

２０２２年度（令和４年度）
第７３回　丹有地区中学校総合体育大会　陸上競技（22283506）

　　要　　項



７． 出 場 制 限 （１）１校１種目に２名以内とする。

（２）１人２種目以内とする。（但し、リレーは除く）

（３）リレー競技は同一種目１校１チームとする。

（４）低学年リレーと共通 ４×１００ｍの両方には出場できない。

（５）学年別種目は、該当学年の生徒に限る。

（６）共通種目は、全ての学年が出場できる。

８． 競 技 方 法 （１）２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則、ならびに本大会規定によって行なう。

（２）男女別学校対抗とする。

（３）トラック種目の走路順、フィールド種目の試技順は、プログラム記載上段よりとする。

（４）トラック種目は、出場者全員の記録を計時するが、次のラウンドへの進出は本大会規定に従って行なう。

（５）予選は日程に記載されたものを基準とする。

（６）長距離種目で出場者２６名以内の場合は決勝のみ実施する。

（７）走高跳は、男子１ｍ40、女子１ｍ20より競技を開始する。

　　　他のフィールド種目において、セレクションラインを設定することがある。

（８）四種競技は、下記の順序で競技を行なう。

男 子 ②砲丸投 ③走高跳 ④４００ｍ

女 子 ②走高跳 ③砲丸投 ④２００ｍ

（９）四種競技の走高跳は、男子１ｍ30、女子１ｍ15より競技を開始する。

（10）スタートについてはイングリッシュコマンドとし、１回目に不正スタートをした者を失格とする。

９． 表 彰 規 定 （１）棒高跳びを除く各決勝種目１位８点、以下１点ずつ下げ８位を１点とし、総合得点の高い順に３位までを

      表彰する。

（２）総合：男女別学校対抗　優勝校に表彰状・優勝旗　２位・３位に表彰状を授与

（３）個人：リレーを含め、１位・２位・３位に表彰状を授与

10． 申 込 方 法 ・兵庫中体連陸上競技部申し込み要領による。【アスリートランキング　ホームページを利用】

※出場種目の横に「申込記録」を朱書きすること。

＊申し込み入力完了後、「申込印刷」で一覧表をプリントアウトする。(種目別一覧で提出する)

＊代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。

※申込一覧表を２部（１部コピー）作成し提出する。

11． 入 力 期 限 ・２０２２年６月１７日（金）～７月１日（金）

※期限を過ぎると自動的に入力できなくなるので注意すること。

12． 申 込 締 切 ・２０２２年７月４日（月）必着

・プログラム編成会議７月５日（火）１０：００～　丹波篠山市立丹南中学校

13． 申 込 先 〒６６９－３３０１　丹波市柏原町南多田１２２６　柏原中学校内　菊地和宏

　　℡　０７９５－７２－００７７　　FAX　０７９５ー７２－１０１５

14． 個 人 情 報 　丹有中体連は、個人情報保護方針に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報について

の 取 り 扱 　適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び

い に つ い て 　作成、大会結果掲載（ホームページ・大会記録集・報道関係への提供等）、その他競技運営及び競技に必

　要な連絡等に利用する。以上の目的以外に使用することはない。撮影は、保護者・親族、学校関係者及び

　主催者が認めた報道関係者に限る。なお、主催者が撮影者に対し身分証明書の提示や撮影したすべての写

　真や動画の確認を求めることがある。また前述の観点を鑑み、撮影した写真をSNS等に不当にアップする

　ことは禁止する。

①１１０ｍＨ

①１００ｍＨ



15． そ の 他 （１）参加生徒の引率・監督は出場校の校長・職員・部活動指導員とする。なお、部活動指導員は他校の引

　　　率及び依頼監督になれない。引率者を兼ねる外部コーチ及び外部指導者の引率については「兵庫県中

　　　学校総合体育大会並びに兵庫県中学校新人種目別大会における『引率者を兼ねる外部コーチ』及び『

　　　外部引率者』に関わる細則」に準じたものとする。

（２）丹有地区中学校体育連盟が主催大会に出場するチームの監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）

　　　トレーナー等は、「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・セクハラ等に対する日本

　　　中学校体育連盟の対応（平成30年3月29日付平29中体第465号）」に準じ、部活動の指導中における暴

　　　力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であること。

　　　校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指

　　　導措置を受けていないこととする。

（３）コーチについては学校長の認めたものとする。コーチが校長・教員・部活動指導員以外の指導者の場

　　　合は「コーチ確認書」を丹有地区中学校体育連盟会長に提出し、承認を得ることとする。当該コーチ

　　　は大会中、丹有地区中学校体育連盟会長の発行するIDカードを携行することとする。ただし、当該校

　　　以外の中学校職員は外部コーチにはなれない。

（４）各種目３位までに入賞した者は、７月２６日（火）・２７日（水）に開催される、第74回兵庫県中学

　　　校総合体育大会陸上競技大会（於　加古川運動公園陸上競技場）の丹有地区代表選手として推薦する

　　　ので表彰時に手続きを行う。指導者は大会終了後の打ち合わせ会に出席すること。

　　　また、打ち合わせ会に出席しない学校や参加手続きのない選手は県大会出場の意志がないものとみな

　　　し、繰り上げ出場の処置をとるので注意すること。

（５）選手の参加については、十分な健康管理の上、学校長の承認を得ること。

（６）大会規定等については、プログラム記載の競技注意事項を熟読の上、円滑な競技運営ができるよう協

　　　力すること。

（７）競技中の事故に対しては、応急処置のみおこなう。大会期間中の事故の補償は独立行政法人日本スポ

　　　ーツ振興センター法の定めを適用する。出場者は保険証または、その写しを持参すること。

（８）競技会当日、午前６：００に兵庫県全域、三田市、丹波篠山市、丹波市、三木市に警報が発令されて

 　　 ている場合は、その日の競技は中止とする。なお、今後の予定についてはアスリートランキングに掲

　　　載する。

　※  本競技会の結果はインターネット上で公開するので、その旨了承の上申し込みを行うこと。

　　  インターネットでの記録速報はアスリートランキングに掲載する。

16． そ の 他 　大会開催にあたっての新型コロナウィルス感染拡大防止に関わる注意事項については、別記の「丹有地区

　中学校総合体育大会陸上競技の開催について」で必ず確認すること。



競技注意事項 

 

１．競技規則について 

本大会は、２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定よって行う。 

 

２．競技場入場について 

（１）１階エントランスで消毒後【別紙２】学校同行者体調記録表を提出する 

（２）雨天練習場から競技場に入り、１００ｍスタート付近のスロープからスタンドに上がり、2階メインスタンド・

スタンド裏に移動する。競技終了まで競技場外に出ることはできない。 

 

３．競技者の招集について 

（１）すべて現地招集とし、招集時刻はその競技開始時刻を基準とし、下記のように定める。 

種   目 招集開始時刻 招集完了時刻 

トラック競技・混成競技 競技開始２０分前 競技開始１０分前 

フィールド競技 競技開始３０分前 競技開始２０分前 

（２）招集の手順 

   ①競技者は招集開始時刻までに現地に集合し点呼を受ける。その際アスリートビブス・スパイク・規定外シュ 

ーズ・衣類および競技場内への持ち込み物品等の点検を受けた後、係員の誘導に従って入場する。 

②２種目に出場し、競技時間や招集時間がかさなっている場合は、あらかじめ本人が文書（競技者係備え付け） 

を添えて申し出ること。（競技者係は、その旨を流しプロに記載し連携を図る） 

③リレーの招集は、予選・決勝ともに現地で点呼を受けること。ただし、他種目と重なるなどのため、点呼が 

受けられない場合は、（２）②に従いその旨を事前に申し出て許可を得ておくこと。 

④招集完了時刻に遅れた者は、当該種目を棄権したものとして処理する。 

   ⑤四種競技出場者の招集については、（２）の①に従って同様の点呼を受ける。 

   ⑥競技への出場をやむを得ず棄権する時は、招集開始時刻までに当該選手の監督がその旨を競技者係に申し出 

ること。四種競技出場者が途中で棄権する場合は、混成競技審判長に申し出ること。     〔TR39.10〕 

 

４．ＴＲ５競技用靴の対応について 

本大会はTR５．２（TR5:競技用靴）を適応する。。 

   規定シューズ以外のものを使用している場合は出場不可もしくは失格とする。 

 

５．競技運営について 

（１）トラック競技の走路順、フィールド競技の試技順は、ｱｽﾘｰﾄﾗﾝｷﾝｸﾞで掲載されている番号で示す。 

（２）（着順ではなく）時間を元にしてTR20.3.2によるランキングの順位が同じな場合は、写真判定員主任は０．０ 

０１秒の実時間を考慮しなければならない。それでも同じであれば同成績とし、ランキングの順位を決める抽 

選を行う。                                        〔TR21.2〕 

（３）「On your marks（位置について）」または「Set（用意）」の合図の後、音声や動作、その他の方法で他の競技 

者を妨害したときは不適切行為とみなす。                          〔TR16.5.2〕 

（４）スタートにおける不適切行為は、TR16.5を適用せず注意にとどめる。 

（５）混成競技を除いて、一度の不正スタートでも責任を有する競技者はスターターにより失格させられる。混成競 

技においては、各レースでの不正スタートは１回のみとし、その後に不正スタートした競技者は、すべて失格 

とする。                                         〔TR16.8〕 



（６）リレー競技を行う場合、競技者は大きさが最大 50mm×40mmで他の恒久的なマーキングと混同しないような 

はっきりとした色の粘着テープをマーカーとして１カ所自らのレーン内に張ることが許される。  〔TR24.4〕 

（７）リレー競技のリレー・チームの編成は、各ラウンドの第１組目の招集完了時刻の１時間前（その時間までに競 

技者が招集所にいなければならない時刻）までに正式に申告(本部リレー係)しなければならない。〔TR24.11〕 

（８）短距離走では、競技者安全のため、フィニッシュライン到着後も自分に割り当てられた走路を走ること。 

（９）競技者に対する助力については、TR6.2に気をつけること。 

（10）競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示によって行うこと。 

（11）競技者は助走や踏切をしやすくするためにマーカー（主催者が準備したもの、または承認したもの）を、２個 

まで使うことができる。マーカーが準備されない場合、粘着テープを使用してもよい。        〔TR25.3.1〕 

（12）サークルから行う投てき競技では、マーカーを１つだけ使用することができる。         〔TR253.2〕 

（13）審判長がやむを得ないと判断した場合に限りフィールド競技について競技順を変更して出場することができる。                                        

〔TR4.3〕 

６．アスリートビブスについて 

（１）競技者は、競技中、胸と背にはっきり見えるように２枚のアスリートビブス（ビブス）をつけなければならない。 

跳躍競技の競技者は、背または胸につけるだけでもよい。アスリートビブス（ビブス）は通常はアスリートラン 

キングに記載のものと同じナンバーでなければならない。                    〔TR5.7〕 

（２）アスリートビブス(腰)は個人で準備し、ランニングパンツ右側上部やや後方に貼り付けること。 

   ただし、８００ｍ以上のトラック競技については招集時に配布する。 

 

７．フィールド競技の計測基準記録について 

（１）以下の種目においては計測基準記録を設けるが、天候・その他の都合で変更することもある。 

※上記の記録を計測基準記録とし、記録に達しない場合は計測しないことがある。 

 

８．走高跳・棒高跳におけるバーの上げ方について 

種  目 性 別 練習 競    技 

走 高 跳 
男 子 1m35 1m40 ～ 1m70   5㎝ ずつ  1m73以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m15 1m20 ～ 1m45   5㎝ ずつ  1m48以上  3㎝ ずつ 

四種競技 

（走 高 跳） 

男 子 1m25 1m30 ～ 1m55   5㎝ ずつ  1m58以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m10 1m15 ～ 1m45   5㎝ ずつ  1m48以上  3㎝ ずつ 

① 走高跳・棒高跳の決勝で、最後の一人になり優勝が決まるまで、上記のバーの上げ方をする。 

② 第1位および県大会出場権の順位を決定するためのバーの上げ下げは、走高跳は 2㎝とする。〔TR26.9.4〕 

 

９．用器具について 

競技に使用する用器具は、すべて主催者が用意したものを使用しなければならない。 

また、練習用としても個人の用器具を競技場内に持ち込んではならない。 

 

 

 

 走 幅 跳 三 段 跳 砲 丸 投 円 盤 投 

男子 ４ｍ８５ ９ｍ００ ６ｍ００ １５ｍ００ 

女子 ３ｍ６０  ７ｍ３０ １３ｍ００ 



10．表彰について 

（１）各種目３位までの入賞者の学校の顧問は、本部の表彰係へ賞状を受け取りに来ること。（表彰式は行わない） 

（２）入賞者の得点は、１位８点、２位７点 ～ ７位２点、８位１点とする。 

（３）男子・女子総合優勝校に、それぞれ賞状・優勝旗を、２位・３位校に賞状を授与する。 

 

11．ウォーミングアップについて  

（１）バックストレート雨天練習場を使用する。ただしレースの妨げにならないように十分注意する。また、芝生内は

一切立ち入り禁止とする。 

（２）ウォーミングアップにおいて付き添いは行わず、個別で行うこと。（新型コロナウイルス感染防止対策） 

（３）ハードル練習については、1日目の開門時刻 ～ ９：4５までとする。 

   2日目はバックストレートに練習用ハードルを設置する。 

    ※個人のハードルの持ち込みは禁止する。また、競技場周辺でのハードル練習は一切禁止する。 

（4）投擲練習について 

事故防止のため投擲練習は行えない。 

 

12．競技場使用について 

（１）選手・役員・補助員、申請した観戦者以外は、競技場に立ち入ることができない。 

（２）待機場所は、メインスタンドとメインスタンド裏(2F)、を使用すること。 

（３）待機場所では、必ずマスクを着用し、スタンド席は必ず１席以上空けて使用すること。 

（４）本競技場での練習は、許可された時間帯以外は認めない。 

（５）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、声を出しての応援は禁止する。 

（６）本部前の通行は一切禁止する。 

（７）貴重品の管理は各自で責任を持って行い、ゴミは各校で持って持ち帰ること。 

（８）待機場所では、必ずマスクの着用とフィジカルディスタンスを確保すること。 

（９）選手が競技場内にて、携帯電話・スマートフォン等の電子機器の使用・撮影を行わないこと。 

 

13．競技による入退場について 

（１）入場は競技の妨げにならないよう注意すること。 

（２）トラック競技を終了した者は、スタンド下を利用して退場すること。その際に、競技の妨げにならな 

いようにすること。また、フィールド競技の競技者は、競技役員の指示に従って退場すること。 

（３）競技者は競技終了後、手指の消毒をすること。 

 

14．その他 

（１）競技注意事項を熟読の上、円滑な競技運営ができるように協力すること。 

（２）各校、ミーティングは行わないこととし、後日学校で行うこと。 

（３）競技場内・周辺ではルールやマナーを守ること。 

（４）主催者側でも消毒液等は準備するが、各自除菌グッズを持参し、適宜感染防止に努めること。 

（５）選手は招集時、また競技以外の場面では必ずマスクを着用すること。 

（６）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マーシャルが競技場内やその周辺を巡回する。注意に従わない場合は 

退場していただく場合がある。 

（７）リザルトはすべてWEBに掲載する。 

（８）競技を終えた者は、速やかに帰路につくこと。 

 



（９）各種目３位までに入賞した者は、7月2６日（火）・2７日（水）に開催される第 74回兵庫県中学校総合体育大会

陸上競技大会（於 加古川運動公園陸上競技場）の丹有地区代表として推薦するので、手続きを行い、指導者は

大会終了後の打ち合わせに出席すること。なお、４位以下から繰り上がる場合もあるので、アナウンスの指示に

従うこと。 

   また、打ち合わせに出席しない学校や参加手続きのない選手は、県大会出場の意志がないものとみなし、繰り 

上げの処置をとるので注意すること。 

（10）競技会当日、午前６：００に兵庫県全域もしくは三田市、丹波篠山市、丹波市、三木市に気象警報（波浪以外）

が発令された場合、その日の競技は中止とする。なお、今後の予定についてはアスリートランキングに掲載する。 



第１日目（７月１６日）
種 順 競技開始 予/決 備考（参加数） 招集開始 招集終了

1 10:00 女子共通 四種競技-100mH ２組　全員計時（11） 9:40 9:50

2 10:15 男子共通 四種競技-110mH １組　全員計時(7) 9:55 10:05

3 10:30 男子１年 １５００ｍ 決　勝 22 10:10 10:20

4 10:45 女子共通 １５００ｍ 決　勝 18 10:25 10:35

5 11:00 男子共通 １５００ｍ 決　勝 24 10:40 10:45

6 11:15 女子２年 １００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (19) 10:55 11:05

7 11:30 男子２年 １００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (24) 11:10 11:20

8 11:45 女子３年 １００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (20) 11:25 11:35

9 12:00 男子３年 １００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (21) 11:40 11:50

10 12:30 男子共通 ４００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (22) 12:10 12:20

11 13:15 男子低学年４×１００ｍ 予選2 タイムレース上位８チーム (11) 12:55 13:05

12 14:30 女子２年 １００ｍ 決　勝 8 14:10 14:20

13 14:40 男子２年 １００ｍ 決　勝 8 14:20 14:30

14 14:50 女子３年 １００ｍ 決　勝 8 14:30 14:40

15 15:00 男子３年 １００ｍ 決　勝 8 14:40 14:50

16 15:10 男子共通 ４００ｍ 決　勝 8 14:50 15:00

17 15:20 女子共通 四種競技-２００ｍ ２組　全員計時(１１) 15:00 15:10

18 15:35 男子共通 四種競技-４００ｍ １組　全員計時(７) 15:15 15:25

19 15:45 女子低学年４×１００ｍ 決　勝 8 15:25 15:35

20 15:50 男子低学年４×１００ｍ 決　勝 8 15:30 15:40

1 10:00 男子共通 走幅跳 決　勝 14 9:30 9:40

2 11:30 女子共通 四種競技-走高跳 11 11:10 11:20

3 12:00 女子共通 走幅跳 決　勝 17 11:30 11:40

4 13:40 男子共通 四種競技-走高跳 7 13:20 13:30

1 10:00 女子共通 円盤投 決　勝 17 9:30 9:40

2 11:30 男子共通 四種競技-砲丸投 7 11:10 11:20

3 13:40 女子共通 四種競技-砲丸投 11 13:20 13:30

4 14:25 男子共通 円盤投 決　勝 22 13:55 14:05
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第２日目（７月１７日）
種 順 競技開始 予/決 備考（参加数） 招集開始 招集終了

1 9:30 女子共通 ４×１００ｍ 予選2 タイムレース上位８チーム (12) 9:10 9:20

2 9:45 男子共通 ４×１００ｍ 予選2 タイムレース上位８チーム (14) 9:25 9:35

3 10:00 男子共通 ３０００ｍ 決　勝 20 9:40 9:50

4 10:15 女子1年 １００ｍ 予選4 ４組　１着＋４  (28) 9:55 10:05

5 10:30 男子1年 １００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (23) 10:10 10:20

6 10:45 女子1年 ８００ｍ 予選2 ２組　３着＋２  (21) 10:25 10:35

7 11:00 女子共通 ８００ｍ 予選2 ２組　３着＋２  (23) 10:40 10:50

8 11:20 男子共通 ８００ｍ 予選2 ２組　３着＋２  (22) 11:00 11:10

9 11:30 女子共通 ２００ｍ 予選2 ２組　３着＋２  (17) 11:10 11:20

10 11:45 男子共通 ２００ｍ 予選3 ３組　２着＋２  (23) 11:25 11:35

11 12:00 女子共通 １００ｍＨ 予選2 ２組　３着＋２  (17) 11:40 11:50

12 12:15 男子共通 １１０ｍＨ 予選2 ２組　３着＋２  (13) 11:55 12:05

13 13:25 女子共通 ２００ｍ 決　勝 8 13:05 13:15

14 13:30 男子共通 ２００ｍ 決　勝 8 13:10 13:20

15 13:40 女子1年 ８００ｍ 決　勝 8 13:20 13:30

16 13:45 女子共通 ８００ｍ 決　勝 8 13:25 13:35

17 13:50 男子共通 ８００ｍ 決　勝 8 13:30 13:40

18 14:10 男子共通 １１０ｍＨ 決　勝 8 13:50 14:00

19 14:20 女子共通 １００ｍＨ 決　勝 8 14:00 14:10

20 14:35 女子1年 １００ｍ 決　勝 8 14:15 14:25

21 14:40 男子１年 １００ｍ 決　勝 8 14:20 14:30

22 15:20 女子共通 ４×１００ｍ 決　勝 8 15:00 15:10

23 15:25 男子共通 ４×１００ｍ 決　勝 8 15:05 15:15

1 10:30 男子共通 走高跳 決　勝 7 10:00 10:10

2 13:00 女子共通 走高跳 決　勝 7 12:30 12:40

3 13:00 男子共通 三段跳 決　勝 14 12:30 12:40

1 10:30 女子共通 砲丸投 決　勝 11 10:00 10:10

2 12:00 男子共通 砲丸投 決　勝 17 11:30 11:40
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●男子の部

種目 記録 氏名 学校名 年度 会場 備考

共通１００ｍ 11"00 池田　竜太 ゆりのき台 H15 加古川

10"9（手） 吉田　寛史 山南 H5 王子

10"9（手） 江田　直広 春日 H11 加古川

10"9（手） 池田　竜太 ゆりのき台 H15 加古川

共通２００ｍ 22"11 池田　竜太 ゆりのき台 H15 横浜国際

共通４００ｍ 49"69 足立　俊治 柏原 H2 博多の森

49"69 金城　至郎 藍 H12 長崎

共通８００ｍ 1'53"67 足立　俊治 柏原 H2 博多の森

共通１５００ｍ 4'03"5 足立　俊治 柏原 H2 明石

共通３０００ｍ 8'40"10 小島　忠幸 篠山 H3 国立

共通１１０ｍH 14"37 金古　正也 八景 H23 加古川

共通４×１００ｍR 43"39 山本・谷・藤田・岡本 けやき台 H28 信州

低学４×１００ｍR 46"31 森・池田宇・池田竜・前田 ゆりのき台 H13 加古川

共通走高跳 1m90 臼井　正憲 春日 S53 明石

共通棒高跳 3m20 倉　世界 篠山東 H13 加古川

共通走幅跳 6m79 松本　慎也 篠山東 H22 鳥取布施

共通三段跳 13m50 利根　文秋 西紀 S43 丹波文化

共通砲丸投（４ｋｇ） 18m00 山田　傳二 篠山東 H14 ユニバー

共通砲丸投（５ｋｇ） 13m34 木下　仁 市島 R2 太子

共通円盤投（１．５ｋｇ） 38m92 早形　徳真 柏原 H27 加古川

共通四種競技 2665点 大前　智哉 三田学園 H26 加古川

●女子の部
種目 記録 氏名 学校名 年度 会場 備考

共通１００ｍ 12"35 安田　明日翔 狭間 H26 ユニバー

12"3（手） 西田　文香 ゆりのき台 H20 三木防災第２

共通２００ｍ 25"30 西山　沙優 ゆりのき台 H21 加古川

共通８００ｍ 2'14"95 永井　春名 山南 S63 福島

共通１５００ｍ 4'37"9 永井　春名 山南 S63 明石

共通１００ｍH 14"00 松下　美咲 ゆりのき台 H29 加古川

共通４×１００ｍR 49"41 森澤・坂東・山口・竜門 三田長坂 R1 加古川

低学４×１００ｍR 52"5（手） 中川・谷山・千足・大西 八景 S55 明石

共通走高跳 1m66 松下　美咲 ゆりのき台 H29 熊本

共通走幅跳 5m71 芦田　陽菜 春日 H27 ユニバー

共通砲丸投 12m78 岸　色葉 藍 H26 加古川

共通円盤投 31m73 板垣　すみれ 三田長坂 H20 加古川

共通四種競技 3089点 松下　美咲 ゆりのき台 H29 熊本

丹有地区中学生陸上競技記録



●男子の部
種目 記録 氏名 学校名 年度 会場 備考

1年１００ｍ 11"8（手） 前田　一征 ゆりのき台 H12 関学三田

2年１００ｍ 11"49 澤　直樹 けやき台 H24 三木防災

11"4（手） 井上　敬太 春日 H19 三木防災第２

3年１００ｍ 11"0（手） 伏田　圭祐 篠山 H20 三木防災第２

共通２００ｍ 22"74 澤　直樹 けやき台 H25 三木防災

共通４００ｍ 50"98 今西　優太 けやき台 H25 三木防災

共通８００ｍ 1'59"25 野村　怜 けやき台 R1 三木防災

共通１５００ｍ 4'11"57 細山　太志 篠山東 R1 三木防災

1年１５００ｍ 4'33"52 野村　怜 けやき台 H29 三木防災

共通３０００ｍ 8'55"60 秋山　雄飛 三田学園 H21 三木防災

共通１１０ｍH 14"41 金古　正也 八景 H23 三木防災

共通４×１００ｍR 43"88 嶋原・斎藤・澤・山中 けやき台 H24 三木防災

低学４×１００ｍR 47"4（手） 森・池田宇・池田竜・前田 ゆりのき台 H13 関学三田

共通走高跳 1m86 臼井　正憲 春日 S53 丹波文化

共通走幅跳 6m53 近藤　勇 市島 H28 三木防災

共通三段跳 13m50 利根　文秋 西紀 S43 丹波文化

共通砲丸投（５ｋｇ） 13m04 水嶋　鼓太朗 市島 R1 三木防災

共通円盤投（１．５ｋｇ） 36m27 多田　滉 狭間 H29 三木防災

共通四種競技 2501点 川上　徹 氷上 H21 三木防災

●女子の部
種目 記録 氏名 学校名 年度 会場 備考

1年１００ｍ 12"90 南本　羅那 八景 H23 三木防災

2年１００ｍ 12"77 西山　沙優 ゆりのき台 H21 三木防災

3年１００ｍ 12"3（手） 西田　文香 ゆりのき台 H20 三木防災第２

共通２００ｍ 25"91 西山　沙優 ゆりのき台 H21 三木防災

共通８００ｍ 2'20"84 薮田　裕衣 けやき台 H21 三木防災

1年８００ｍ 2'31"42 婦木　彩花 柏原 R1 三木防災

共通１５００ｍ 4'45"7 中野　有希子 八景 H20 三木防災第２

共通１００ｍH 14"47 黒川　翔音 市島 H29 三木防災

共通４×１００ｍR 50"13 森澤・坂東・山口・竜門 三田長坂 R1 三木防災

低学４×１００ｍR 53"1（手） 橋本・西山・小林・北勝 ゆりのき台 H20 三木防災第２

共通走高跳 1m61 横本　涼子 ゆりのき台 H16 関学三田

共通走幅跳 5ｍ32 桑形　奈央 篠山東 R1 三木防災

共通砲丸投 12m55 柳田　なつよ 柏原 S63 丹波文化

共通円盤投 30m06 板垣　すみれ 三田長坂 H20 三木防災第２

共通四種競技 2896点 松下　美咲 ゆりのき台 H29 三木防災

丹有地区中学校総合体育大会陸上競技大会　大会記録



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホソミ　シュン カイバラ [13.43] ヒオキ　アラン ササヤマ [13.16]

3 64103 細見　駿(3) 柏原 3 62122 火置　亜蘭(3) 篠山
タノウエ　ダイキ ケヤキダイ [11.69] シミズ　ヒロト ヒカミ [11.41]

4 60623 田上　大貴(3) けやき台 4 64401 清水　尋斗(3) 氷上
ヨノ　ユウスケ サンダガクエン [12.23] ヤマウチ　シュウキ カスガ [12.23]

5 60105 與ノ　釉祐(3) 三田学園 5 65195 山内　柊希(3) 春日
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ [12.23] コウミョウ　ショウ ハッケイ [11.80]

6 60436 坂東　博文(3) 長坂 6 60337 光明　翔(3) 八景
マツシタ　サク タンナン [11.74] イマサカ　リョウタ サンダガクエン [12.36]

7 62732 松下　朔久(3) 丹南 7 60106 今坂　瞭太(3) 三田学園
キザキ　リョウ ユリノキダイ [12.75] キシモト　カイセイ ササヤマヒガシ [13.09]

8 60912 木崎　諒(3) ゆりのき台 8 62243 岸本　快晴(3) 篠山東
ムラカミ　タイヨウ サンナン [12.87] モリグチ　コウガ ユリノキダイ [12.36]

9 64265 村上　太洋(3) 山南 9 60918 森口　煌雅(3) ゆりのき台

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ [13.16]

3 62242 山本　匠人(3) 篠山東
フクモト　フウタ ハッケイ [12.07]

4 60340 福元　風太(3) 八景
イシダ　シュウヤ イチジマ [11.55]

5 65342 石田　柊哉(3) 市島
ウエシマ　イオリ ヒカミ [12.07]

6 64403 上島　伊織(3) 氷上
キタウチ　ユウキ ササヤマ [11.75]

7 62121 北内　裕喜(3) 篠山
スガイ　マサタカ カイバラ [12.39]

8 64101 菅井　正高(3) 柏原
イモト　コテツ タンナン [12.92]

9 62736 井本　虎鉄(3) 丹南

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組

1組 2組

３年男子100m

〈〈 予選 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スワ　ユキト ハッケイ [12.98] イモト　アキヒロ タンナン [14.05]

2 60351 諏訪　勇希人(2) 八景 2 62703 井本　陽大(2) 丹南
ミヤジマ　ダイゴ ハサマ [13.86] フジイ　ケイト ハッケイ [13.87]

3 60521 宮島　大剛(2) 狭間 3 60354 藤井　慶仁(2) 八景
コンドウ　ヒサヨシ カスガ [11.81] サカタ　ハヤト ケヤキダイ [12.79]

4 65103 近藤　久貴(2) 春日 4 60653 坂田　隼人(2) けやき台
アキヤマ　ユウタ サンダガクエン [12.64] オオニシ　トモキ サンダガクエン [12.47]

5 60121 秋山　優太(2) 三田学園 5 60122 大西　智樹(2) 三田学園
フクイ　ショウマ ササヤマ [12.50] エノモト　ソウイチロウ フジ [12.61]

6 62133 福井　翔真(2) 篠山 6 60731 榎本　壮一郎(2) 富士
コンドウ　ゼンタロウ ヒカミ [12.76] イシカワ　カイリ ササヤマ [11.82]

7 64428 近藤　禅太郎(2) 氷上 7 62131 石川　翔琳(2) 篠山
タニグチ　アイキ カイバラ [12.49] オオエ　リツキ ユリノキダイ [13.29]

8 64111 谷口　愛希(2) 柏原 8 60951 大江　琉月(2) ゆりのき台
ヨコヤマ　ソラ ケヤキダイ [12.73] オギノ　ハルト サンナン [13.36]

9 60657 横山　大空(2) けやき台 9 64269 荻野　陽翔(2) 山南

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカムラ　コウノスケ ハサマ [13.41]

2 60523 中村　恒之介(2) 狭間
ニシヤマ　コウタ イチジマ [13.36]

3 65353 西山　昊汰(2) 市島
ゼンミョウ　ショウヤ サンナン [12.75]

4 64271 善明　翔也(2) 山南
オガタ　ハルト ユリノキダイ [12.76]

5 60935 緒方　遥斗(2) ゆりのき台
タガワ　タケル カスガ [11.95]

6 65100 田川　驍(2) 春日
ナガサワ　レイヒト ヒカミ [12.37]

7 64425 長澤　礼仁(2) 氷上
ムラタ　ケント タンナン [13.20]

8 62704 村田　健斗(2) 丹南
アシダ　ショウタ カイバラ [12.79]

9 64106 蘆田　翔太(2) 柏原

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

1組

〈〈 決勝 〉〉

3組

1組 2組

２年男子100m

〈〈 予選 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワグチ　ケンタロウ サンダガクエン [14.57] オクノ　ユウリ ササヤマヒガシ [14.78]

3 60132 川口　堅太郎(1) 三田学園 2 62211 奥野　雄吏(1) 篠山東
オカモト　タクマ カイバラ [13.41] コテラ　エイタ アオガキ [14.70]

4 64121 岡本　拓真(1) 柏原 3 64833 小寺　瑛太(1) 青垣
ダテ　タクマ ハサマ [13.97] ヤマサキ　ソウイチロウ ハサマ [13.41]

5 60542 伊達　匠晶(1) 狭間 4 60545 山﨑　創一郎(1) 狭間
イケガミ　ソウタ ケヤキダイ [12.11] オオエ　タイヨウ ササヤマ [13.74]

6 60670 池上　奏汰(1) けやき台 5 62141 大江　太陽(1) 篠山
ヤマシタ　シュンヤ ヒカミ [13.40] ウチダ　リュウト ケヤキダイ [12.81]

7 64441 山下　峻椰(1) 氷上 6 60674 内田　龍仁(1) けやき台
ニシダ　リョウスケ ユリノキダイ [13.98] ヒグチ　ユウタ ユリノキダイ [13.36]

8 60963 西田　椋祐(1) ゆりのき台 7 60965 樋口　結大(1) ゆりのき台
ヤナガワセ　クウゴ サンナン [13.99] マエカワ　ヒロト ハッケイ [13.97]

9 64281 柳川瀬　空吾(1) 山南 8 60369 前川　大翔(1) 八景
オマツ　クウト イチジマ [14.28]

9 65362 尾松　空飛(1) 市島

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スギオ　ハルト ササヤマ [14.87]

2 62142 杉尾　陽斗(1) 篠山
ヤカワ　リョウマ サンダガクエン [14.67]

3 60135 矢川　涼麻(1) 三田学園
フジイ　ユウヤ サンナン [13.35]

4 64278 藤井　悠矢(1) 山南
サコダ　タイキ ハッケイ [12.83]

5 60366 迫田　泰希(1) 八景
タカラコ　ハルキ ヒカミ [13.54]

6 64447 寶子　陽希(1) 氷上
フチカミ　ユウキ イチジマ [13.70]

7 65364 渕上　悠貴(1) 市島
フクダ　ケンゴ カイバラ [14.09]

8 64123 福田　賢梧(1) 柏原
ヒロセ　ソウタ アオガキ [14.39]

9 64834 廣瀬　颯太(1) 青垣

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

1組

〈〈 決勝 〉〉

3組

1組 2組

１年男子100m

〈〈 予選 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオガミ　トモキ サンダガクエン [27.37] ニシナカ　アツシ ハッケイ [26.30]

2 60101 大上　智輝(3) 三田学園 3 60338 西中　篤史(3) 八景
ウエシマ　イオリ ヒカミ [26.87] コンドウ　ヒサヨシ カスガ [24.75]

3 64403 上島　伊織(3) 氷上 4 65103 近藤　久貴(2) 春日
コハマ　リオン ユリノキダイ [25.59] タニグチ　アイキ カイバラ [25.62]

4 60916 小濱　凛音(3) ゆりのき台 5 64111 谷口　愛希(2) 柏原
ヒライ　ダイチ ケヤキダイ [24.28] イシカワ　カイリ ササヤマ [24.42]

5 60624 平井　大智(3) けやき台 6 62131 石川　翔琳(2) 篠山
タガワ　タケル カスガ [24.81] シミズ　ヒロト ヒカミ [23.37]

6 65100 田川　驍(2) 春日 7 64401 清水　尋斗(3) 氷上
マツシタ　サク タンナン [23.98] ゼンミョウ　ショウヤ サンナン [26.25]

7 62732 松下　朔久(3) 丹南 8 64271 善明　翔也(2) 山南
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ [25.91] アダチ　ライガ アオガキ [25.75]

8 60436 坂東　博文(3) 長坂 9 64853 足立　頼河(3) 青垣
エノモト　ソウイチロウ フジ [26.19]

9 60731 榎本　壮一郎(2) 富士

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナクイ　トシヒコ ハサマ [27.43]

2 60508 名久井　俊彦(3) 狭間
キリタニ　ソウ タンナン [27.56]

3 62731 桐谷　創(3) 丹南
キタウチ　ユウキ ササヤマ [24.11]

4 62121 北内　裕喜(3) 篠山
コウミョウ　ショウ ハッケイ [24.14]

5 60337 光明　翔(3) 八景
ヨノ　ユウスケ サンダガクエン [24.86]

6 60105 與ノ　釉祐(3) 三田学園
マツモト　ケンタ ケヤキダイ [25.37]

7 60627 松本　憲汰(3) けやき台
ミツイ　ルイ カイバラ [26.00]

8 64114 三井　琉生(2) 柏原
ワダ　ユウキ ユリノキダイ [26.02]

9 60911 和田　悠生(3) ゆりのき台

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

1組

〈〈 決勝 〉〉

3組

1組 2組

共通男子200m

〈〈 予選 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツバラ　チヒロ アオガキ [1:03.57] ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ [1:04.08]

3 64813 松原　千紘(2) 青垣 3 62252 吉田　卓也(2) 篠山東
オオニシ　トモキ サンダガクエン [57.63] ニシワキ　リュウト イチジマ [57.84]

4 60122 大西　智樹(2) 三田学園 4 65347 西脇　隆人(3) 市島
ヤモチ　リュウダイ タンナン [52.63] ムラカミ　タイヨウ サンナン [57.29]

5 62733 矢持　龍大(3) 丹南 5 64265 村上　太洋(3) 山南
カナイ　ユウマ ヒカミ [57.62] ヒライ　ダイチ ケヤキダイ [55.42]

6 64404 金井　悠真(3) 氷上 6 60624 平井　大智(3) けやき台
ハセガワ　ダイ ハッケイ [1:00.09] イド　ソウタ カスガ [58.89]

7 60339 長谷川　大愛(3) 八景 7 65109 井土　颯大(2) 春日
テラダ　ヒロキ ハサマ [1:00.60] ナカモリ　コウタ ヒカミ [1:00.98]

8 60527 寺田　大輝(2) 狭間 8 64411 中森　康太(3) 氷上
ヒロオカ　ソウタ カイバラ [1:03.45] ニシナカ　アツシ ハッケイ [1:02.27]

9 64112 廣岡　颯太(2) 柏原 9 60338 西中　篤史(3) 八景

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシヤマ　コウタ イチジマ [1:04.61]

2 65353 西山　昊汰(2) 市島
サカイ　ソウスケ ササヤマ [1:04.73]

3 62132 酒井　宗介(2) 篠山
アシダ　ワタル カスガ [56.67]

4 65112 芦田　航(2) 春日
クスノセ　コウヘイ ユリノキダイ [58.23]

5 60913 楠瀬　航平(3) ゆりのき台
ナカガワ　ソウマ サンダガクエン [58.09]

6 60123 中川　颯真(2) 三田学園
サカイ　レント タンナン [56.52]

7 62742 酒井　蓮斗(3) 丹南
イバ　ハヤト カイバラ [1:01.79]

8 64107 射場　果椰人(2) 柏原
タカオカ　ヒロト ケヤキダイ [1:02.56]

9 60647 髙岡　大豊(2) けやき台

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組

1組 2組

共通男子400m

〈〈 予選 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカニシ　ユウト ハサマ [2:23.77] マツバラ　チヒロ アオガキ [2:25.29]

1 60504 中西　優人(3) 狭間 1 64813 松原　千紘(2) 青垣
ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ [2:25.37] タナカ　ケイタ カイバラ [2:22.08]

2 62252 吉田　卓也(2) 篠山東 2 64100 田中　敬大(3) 柏原
ヤマモト　タイヨウ ササヤマ [2:21.55] ナガサキ　カンタ ハサマ [2:25.91]

3 62134 山本　太陽(2) 篠山 3 60522 長崎　勘太(2) 狭間
アダチ　タカトシ ヒカミ [2:22.86] ヤマモト　タカミチ ササヤマ [2:20.50]

4 64416 足立　昂駿(3) 氷上 4 62123 山本　昂導(3) 篠山
ヤマモト　ハルト ハッケイ [2:07.20] タガシラ　コウノスケ ユリノキダイ [2:12.65]

5 60355 山本　遥大(2) 八景 5 60908 田頭　昊之助(3) ゆりのき台
タニ　ケイタ ユリノキダイ [2:05.47] アカサカ　ユウスケ ハッケイ [2:00.16]

6 60905 谷　佳汰(3) ゆりのき台 6 60331 赤坂　勇輔(3) 八景
コンドウ　リョウタ カスガ [2:04.00] コバヤシ　タイガ タンナン [2:06.75]

7 65193 近藤　涼太(3) 春日 7 62744 小林　大河(3) 丹南
オカミ　マナブ ケヤキダイ [2:17.24] ホソミ　タイシ カスガ [2:11.96]

8 60621 岡見　学(3) けやき台 8 65194 細見　大志(3) 春日
ツジ　テッセイ サンダガクエン [2:12.28] オオキ　テルキ ヒカミ [2:09.23]

9 60104 辻　哲成(3) 三田学園 9 64409 大木　輝星(3) 氷上
イバ　ハヤト カイバラ [2:19.39] コヤマ　リョウガ ナガサカ [2:17.05]

10 64107 射場　果椰人(2) 柏原 10 60439 小山　諒月(3) 長坂
カンナン　トモキ タンナン [2:17.52] フクヅミ　キイチ ケヤキダイ [2:19.16]

11 62739 河南　知希(3) 丹南 11 60625 福積　輝一(3) けやき台

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

1組

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

共通男子800m

〈〈 予選 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハヤシ　ユウマ タンナン [4:41.48]

1 62741 林　悠真(3) 丹南
ニシモト　テッペイ アオガキ [4:50.26]

2 64812 西本　徹平(2) 青垣
ヤマモト　タカミチ ササヤマ [4:55.24]

3 62123 山本　昂導(3) 篠山
タナカ　ケイタ カイバラ [4:51.89]

4 64100 田中　敬大(3) 柏原
オギノ　リョウヘイ カスガ [4:45.28]

5 65192 荻野　稜平(3) 春日
ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ [4:40.80]

6 62241 波部　尚樹(3) 篠山東
アリマ　ダイキ アオガキ [4:59.45]

7 64854 有馬　大喜(3) 青垣
シライ　ヒロト ハッケイ [4:47.73]

8 60332 白井　大翔(3) 八景
マツモト　レイ ハサマ [4:45.99]

9 60524 松本　怜維(2) 狭間
フクオカ　ユウマ サンダガクエン [4:44.80]

10 60124 福岡　雄馬(2) 三田学園
コバヤシ　タイガ タンナン [4:25.11]

11 62744 小林　大河(3) 丹南
アカサカ　ユウスケ ハッケイ [4:08.26]

12 60331 赤坂　勇輔(3) 八景
コンドウ　リョウタ カスガ [4:28.17]

13 65193 近藤　涼太(3) 春日
ウジハラ　キョウシロウ ハサマ [4:28.00]

14 60501 氏原　京志郎(3) 狭間
ミゾモト　チカト ナガサカ [4:30.06]

15 60437 溝本　慎斗(3) 長坂
タニ　ケイタ ユリノキダイ [4:31.44]

16 60905 谷　佳汰(3) ゆりのき台
スガワラ　トシヤ ケヤキダイ [4:35.30]

17 60622 菅原　俊哉(3) けやき台
ウスイ　タツキ ヒカミ [4:28.81]

18 64417 臼井　樹生(3) 氷上
カネイ　マサモリ ササヤマヒガシ [4:40.51]

19 62253 兼井　勝盛(2) 篠山東
ワキミズ　コウスケ ケヤキダイ [4:37.55]

20 60644 脇水　康佑(2) けやき台
オオキ　テルキ ヒカミ [4:36.36]

21 64409 大木　輝星(3) 氷上
ツジ　テッセイ サンダガクエン [4:36.25]

22 60104 辻　哲成(3) 三田学園
タニ　ユウマ ユリノキダイ [4:38.06]

23 60942 谷　夢真(2) ゆりのき台
コヤマ　リョウガ ナガサカ [4:37.41]

24 60439 小山　諒月(3) 長坂

1組

共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　ヤマト ヒカミ [5:36.76]

1 64436 足立　大翔(1) 氷上
カツダ　コウキ ハサマ [5:25.79]

2 60541 勝田　倖希(1) 狭間
イズミ　ナオキ ナガサカ [5:26.84]

3 60442 和泉　尚希(1) 長坂
スギオ　ハルト ササヤマ [5:38.85]

4 62142 杉尾　陽斗(1) 篠山
タケオ　ヒナタ ユリノキダイ [5:38.46]

5 60962 竹尾　日向(1) ゆりのき台
ヒワダ　カイト タンナン [5:35.53]

6 62713 檜田　快人(1) 丹南
ハタナカ　ソウマ ハサマ [5:41.24]

7 60544 畠中　颯真(1) 狭間
キタダイ　リュウト ユリノキダイ [5:40.69]

8 60961 来代　龍叶(1) ゆりのき台
ミゾモト　ハルト ナガサカ [5:06.31]

9 60443 溝本　暖斗(1) 長坂
ヨシダ　イッセイ サンダガクエン [5:01.64]

10 60136 吉田　一誠(1) 三田学園
ノグチ　ソウキ ケヤキダイ [4:43.90]

11 60682 野口　奏輝(1) けやき台
オオミヤ　レイジ サンダガクエン [5:00.11]

12 60131 大宮　玲士(1) 三田学園
マツシタ　イブキ カイバラ [4:40.86]

13 64127 松下　伊吹(1) 柏原
ツルタ　リョウスケ ハッケイ [5:08.48]

14 60370 鶴田　亮介(1) 八景
オグラ　イツキ ササヤマヒガシ [5:09.05]

15 62212 小倉　樹(1) 篠山東
ヒロセ　ソウタ アオガキ [5:20.38]

16 64834 廣瀬　颯太(1) 青垣
ウキシマ　ヒロム ヒカミ [5:04.17]

17 64450 浮嶋　大夢(1) 氷上
キバ　カイリ ハッケイ [5:21.78]

18 60361 木場　開陸(1) 八景
オオエ　タイヨウ ササヤマ [5:24.86]

19 62141 大江　太陽(1) 篠山
タニダ　カンエイ カイバラ [5:21.68]

20 64126 谷田　寛英(1) 柏原
ツチダ　イオリ サンナン [5:28.96]

21 64274 土田　伊織(1) 山南
マツウラ　コタロウ ケヤキダイ [5:22.96]

22 60685 松浦　琥太朗(1) けやき台

1組

１年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カタヤマ　ユウリ カスガ [10:41.00]

1 65191 片山　悠里(3) 春日
ハヤシ　ユウマ タンナン [10:36.65]

2 62741 林　悠真(3) 丹南
カネイ　マサモリ ササヤマヒガシ [10:27.91]

3 62253 兼井　勝盛(2) 篠山東
ニシモト　テッペイ アオガキ [10:27.13]

4 64812 西本　徹平(2) 青垣
ヒガシラ　アキト ハッケイ [10:46.59]

5 60353 東良　輝翔(2) 八景
サカイ　レント タンナン [10:32.22]

6 62742 酒井　蓮斗(3) 丹南
シライ　ヒロト ハッケイ [10:30.46]

7 60332 白井　大翔(3) 八景
オギノ　リョウヘイ カスガ [10:21.79]

8 65192 荻野　稜平(3) 春日
ウスイ　タツキ ヒカミ [9:44.77]

9 64417 臼井　樹生(3) 氷上
ミゾモト　チカト ナガサカ [9:51.36]

10 60437 溝本　慎斗(3) 長坂
ウジハラ　キョウシロウ ハサマ [9:37.44]

11 60501 氏原　京志郎(3) 狭間
キタザワ　ソウマ サンダガクエン [9:48.71]

12 60102 北澤　宗馬(3) 三田学園
ミナミ　タイセイ ナガサカ [10:10.01]

13 60438 南　大晴(3) 長坂
フクオカ　ユウマ サンダガクエン [10:03.02]

14 60124 福岡　雄馬(2) 三田学園
ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ [10:15.97]

15 62241 波部　尚樹(3) 篠山東
マツモト　レイ ハサマ [10:18.23]

16 60524 松本　怜維(2) 狭間
キシダ　イツキ ケヤキダイ [9:51.89]

17 60652 岸田　樹(2) けやき台
ミマ　ケイト ヒカミ [9:55.17]

18 64405 美馬　慶斗(3) 氷上
ツチモチ　アサヒ ユリノキダイ [10:00.43]

19 60906 土持　朝陽(3) ゆりのき台
スガワラ　トシヤ ケヤキダイ [9:55.05]

20 60622 菅原　俊哉(3) けやき台

1組

共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アラキ　リョウガ タンナン [21.21] オクノ　ユウリ ササヤマヒガシ [22.02]

3 62738 荒木　稜河(3) 丹南 3 62211 奥野　雄吏(1) 篠山東
キシモト　カイセイ ササヤマヒガシ [19.41] ウエナカ　ブンタ ハサマ [20.69]

4 62243 岸本　快晴(3) 篠山東 4 60526 上仲　文太(2) 狭間
ナカヒガシ　トワ ハッケイ [19.53] ニシダ　ユウイ ヒカミ [18.53]

5 60336 中東　斗我(3) 八景 5 64418 西田　侑生(3) 氷上
ヤマウチ　シュウキ カスガ [17.30] アシダ　ショウタ カイバラ [20.40]

6 65195 山内　柊希(3) 春日 6 64106 蘆田　翔太(2) 柏原
フジモト　カズホ ヒカミ [20.09] イシダ　シュウヤ イチジマ [15.53]

7 64412 藤本　一歩(3) 氷上 7 65342 石田　柊哉(3) 市島
セガワ　トウマ カイバラ [19.93] オダ　ナオヤ ユリノキダイ [19.27]

8 64110 瀬川　斗誠(2) 柏原 8 60914 小田　直弥(3) ゆりのき台
ニシムラ　エイシン タンナン [20.73]

9 62740 西村　瑛心(3) 丹南

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

1組 2組

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

〈〈 予選 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[47.00]

3 7
[  ] キリタニ　ソウ [  ] マツシタ　サク [  ] ヤモチ　リュウダイ [  ] シミズ　ヒロト [  ] テラダ　タクヤ [  ] ウエシマ　イオリ

62731 桐谷 創(3) 62732 松下 朔久(3) 62733 矢持 龍大(3) 64401 清水 尋斗(3) 64402 寺田 拓也(3) 64403 上島 伊織(3)

[  ] イモト　コテツ [  ] ウエノ　ユウト [  ] ハヤシ　ユウマ [  ] コバヤシ　イチタ [  ] ニシサカ　タツキ [  ] カワギシ　センジュ

62736 井本 虎鉄(3) 62737 植野 優翔(3) 62741 林 悠真(3) 64410 小林 一太(3) 64413 西坂 竜希(3) 64421 川岸 宜樹(2)

[48.53] [48.88]

4 8
[  ] ワダ　ユウキ [  ] キザキ　リョウ [  ] オダ　ナオヤ [  ] タカイシ　ハルト [  ] ナクイ　トシヒコ [  ] ハタナカ　シュウ

60911 和田 悠生(3) 60912 木崎 諒(3) 60914 小田 直弥(3) 60503 高石 陽士(3) 60508 名久井 俊彦(3) 60509 畠中 志優(3)

[  ] コハマ　リオン [  ] モリグチ　コウガ [  ] ヒラマツ　ミズキ [  ] ミヤジマ　ダイゴ [  ] マツモト　コウガ

60916 小濱 凛音(3) 60918 森口 煌雅(3) 60947 平松 瑞葵(2) 60521 宮島 大剛(2) 60528 松本 光雅(2)

[46.98]

5 9
[  ] キタウチ　ユウキ [  ] ヒオキ　アラン [  ] イシカワ　カイリ [  ] ムラオカ　シンノスケ [  ] ムラカミ　タイヨウ [  ] フジモト　テッペイ

62121 北内 裕喜(3) 62122 火置 亜蘭(3) 62131 石川 翔琳(2) 64264 村岡 真之介(3) 64265 村上 太洋(3) 64267 藤本 哲平(2)

[  ] サカイ　ソウスケ [  ] フクイ　ショウマ [  ] フジイ　カナタ [  ] ゼンミョウ　ショウヤ [  ] フジイ　ユウヤ [  ] ヤナガワセ　クウゴ

62132 酒井 宗介(2) 62133 福井 翔真(2) 62143 藤井 奏多(1) 64271 善明 翔也(2) 64278 藤井 悠矢(1) 64281 柳川瀬 空吾(1)

[45.88]

6
[  ] タガワ　タケル [  ] コンドウ　ヒサヨシ [  ] フキ　エイタ

65100 田川 驍(2) 65103 近藤 久貴(2) 65104 婦木 瑛太(2)

[  ] ヤマウチ　シュウキ [  ] イチノセ　リク

65195 山内 柊希(3) 65196 一瀬 陸(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[46.07]

3 7
[  ] アズキ　コウマ [  ] ハベ　ナオキ [  ] ヤマモト　タクト [  ] ミズシマ　セイノスケ [  ] イシダ　シュウヤ [  ] キノシタ　ヨウタ

62240 小豆 晄真(3) 62241 波部 尚樹(3) 62242 山本 匠人(3) 65341 水嶋 誠之介(3) 65342 石田 柊哉(3) 65343 木下 鷹大(3)

[  ] キシモト　カイセイ [  ] ヨシダ　タクヤ [  ] トノムラ　シュン [  ] ニシワキ　リュウト [  ] モリモト　ヒロヤ

62243 岸本 快晴(3) 62252 吉田 卓也(2) 65345 殿村 峻(3) 65347 西脇 隆人(3) 65348 森本 皓也(3)

[47.85] [49.54]

4 8
[  ] オオガミ　トモキ [  ] シミズ　カムイ [  ] ヨノ　ユウスケ [  ] スガイ　マサタカ [  ] ホソミ　シュン [  ] ヒロオカ　ソウタ

60101 大上 智輝(3) 60103 清水 神衣(3) 60105 與ノ 釉祐(3) 64101 菅井 正高(3) 64103 細見 駿(3) 64112 廣岡 颯太(2)

[  ] イマサカ　リョウタ [  ] アキヤマ　ユウタ [  ] モリオカ　リュウタ [  ] フジタ　アモン [  ] ミツイ　ルイ [  ] ミヤノ　コウイチ

60106 今坂 瞭太(3) 60121 秋山 優太(2) 60125 森岡 琉大(2) 64113 藤田 亜紋(2) 64114 三井 琉生(2) 64115 宮野 幸一(2)

[47.04] [50.77]

5 9
[  ] ヤマシカ　シュンスケ [  ] オギハラ　ソウスケ [  ] コウミョウ　ショウ [  ] アダチ　カズマ [  ] アダチ　ユウト [  ] アダチ　ライガ

60333 山鹿 俊輔(3) 60334 荻原 奏介(3) 60337 光明 翔(3) 64811 足立 一真(2) 64852 足立 悠斗(3) 64853 足立 頼河(3)

[  ] ニシナカ　アツシ [  ] フクモト　フウタ [  ] シオカワ　タイチ [  ] アリマ　ダイキ [  ] イソガワ　カイト

60338 西中 篤史(3) 60340 福元 風太(3) 60342 塩川 太一(3) 64854 有馬 大喜(3) 64855 五十川 櫂斗(3)

[46.19]

6
[  ] イワタ　セイヤ [  ] タノウエ　ダイキ [  ] ヒライ　ダイチ

60620 岩田 征也(3) 60623 田上 大貴(3) 60624 平井 大智(3)

[  ] ミゾバタ　ワタル [  ] フジモト　レン [  ] ウエバヤシ　ケント

60628 溝端 航(3) 60631 藤本 蓮(3) 60661 上林 健翔(2)

八景 青垣

ケヤキダイ

けやき台

サンダガクエン カイバラ

三田学園 柏原

ハッケイ アオガキ

春日

ササヤマヒガシ イチジマ

篠山東 市島

ササヤマ サンナン

篠山 山南

カスガ

ゆりのき台 狭間

丹南 氷上

ユリノキダイ ハサマ

タンナン ヒカミ

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[51.74]

3 6
[  ] ナカシマ　ユウキ [  ] イモト　アキヒロ [  ] ムラタ　ケント [  ] ナカムラ　コウノスケ [  ] ウエナカ　ブンタ [  ] テラダ　ヒロキ

62701 中島 裕喜(2) 62703 井本 陽大(2) 62704 村田 健斗(2) 60523 中村 恒之介(2) 60526 上仲 文太(2) 60527 寺田 大輝(2)

[  ] フジワラ　トワ [  ] ミズノ　キョウスケ [  ] ヒワダ　カイト [  ] ダテ　タクマ [  ] サトウ　テツ [  ] ヤマサキ　ソウイチロウ

62711 藤原 叶和(1) 62712 水野 恭佑(1) 62713 檜田 快人(1) 60542 伊達 匠晶(1) 60543 佐藤 哲(1) 60545 山﨑 創一郎(1)

[50.47] [50.94]

4 7
[  ] アシダ　ショウタ [  ] ツキオ　セラ [  ] セガワ　トウマ [  ] イワタ　カズキ [  ] オガタ　ハルト [  ] センゴク　フウマ

64106 蘆田 翔太(2) 64109 月尾 惺良(2) 64110 瀬川 斗誠(2) 60932 岩田 一喜(2) 60935 緒方 遥斗(2) 60940 千石 楓真(2)

[  ] タニグチ　アイキ [  ] オカモト　タクマ [  ] フクダ　ケンゴ [  ] ニシダ　リョウスケ [  ] ヒグチ　ユウタ [  ] ホウキ　タクト

64111 谷口 愛希(2) 64121 岡本 拓真(1) 64123 福田 賢梧(1) 60963 西田 椋祐(1) 60965 樋口 結大(1) 60966 法貴 逞人(1)

[51.51] [55.04]

5 8
[  ] ナガイ　キリト [  ] ニシヤマ　コウタ [  ] オギノ　ソウマ [  ] オクノ　ユウリ [  ] オグラ　イツキ [  ] ヒグチ　ハルキ

65352 永井 葵里斗(2) 65353 西山 昊汰(2) 65361 荻野 壮馬(1) 62211 奥野 雄吏(1) 62212 小倉 樹(1) 62214 樋口 晴輝(1)

[  ] オマツ　クウト [  ] タナカ　ユウト [  ] フチカミ　ユウキ [  ] ニシムラ　ソウマ [  ] カネイ　マサモリ

65362 尾松 空飛(1) 65363 田中 友翔(1) 65364 渕上 悠貴(1) 62251 西村 颯真(2) 62253 兼井 勝盛(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[51.21] [48.56]

4 7
[  ] スワ　ユキト [  ] ナカノ　トウマ [  ] フジイ　ケイト [  ] ヤマモト　ソラ [  ] サカタ　ハヤト [  ] ヨコヤマ　ソラ

60351 諏訪 勇希人(2) 60352 仲野 斗眞(2) 60354 藤井 慶仁(2) 60648 山本 颯空(2) 60653 坂田 隼人(2) 60657 横山 大空(2)

[  ] ハタナカ　タカシ [  ] サコダ　タイキ [  ] マエカワ　ヒロト [  ] イケガミ　ソウタ [  ] ウチダ　リュウト [  ] ヤマダ　ユア

60363 畑中 崇志(1) 60366 迫田 泰希(1) 60369 前川 大翔(1) 60670 池上 奏汰(1) 60674 内田 龍仁(1) 60687 山田 夢空(1)

[51.00] [55.02]

5 8
[  ] マエカワ　リク [  ] ナガサワ　レイヒト [  ] コンドウ　ゼンタロウ [  ] ニシモト　テッペイ [  ] マツバラ　チヒロ [  ] アダチ　トワ

64422 前川 凛空(2) 64425 長澤 礼仁(2) 64428 近藤 禅太郎(2) 64812 西本 徹平(2) 64813 松原 千紘(2) 64830 足立 翔和(1)

[  ] ヤマシタ　シュンヤ [  ] タカラコ　ハルキ [  ] ヤマウチ　ルイ [  ] オカモト　ライキ [  ] コテラ　エイタ [  ] ヒロセ　ソウタ

64441 山下 峻椰(1) 64447 寶子 陽希(1) 64448 山内 琉生(1) 64832 岡本 雷騎(1) 64833 小寺 瑛太(1) 64834 廣瀬 颯太(1)

[51.90]

6
[  ] フクイ　ショウマ [  ] ヤマモト　タイヨウ [  ] オオエ　タイヨウ

62133 福井 翔真(2) 62134 山本 太陽(2) 62141 大江 太陽(1)

[  ] スギオ　ハルト [  ] フジイ　カナタ [  ] ホソミ　コウシ

62142 杉尾 陽斗(1) 62143 藤井 奏多(1) 62144 細見 幸詩(1)

ササヤマ

篠山

八景 けやき台

ヒカミ アオガキ

氷上 青垣

イチジマ ササヤマヒガシ

市島 篠山東

ハッケイ ケヤキダイ

柏原 ゆりのき台

丹南 狭間

カイバラ ユリノキダイ

タンナン ハサマ

低学年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

低学年男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　イブキ ヒカミ [1.40]

1 64429 足立　伊吹(2) 氷上
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [1.40]

2 60649 赤池　春海(2) けやき台
モリモト　ヒロヤ イチジマ [1.73]

3 65348 森本　皓也(3) 市島
アラトウ　ショウタ タンナン [1.55]

4 62735 荒東　翔太(3) 丹南
ナガイ　キリト イチジマ [1.45]

5 65352 永井　葵里斗(2) 市島
ウメジマ　ユウイチロウ ケヤキダイ [1.50]

6 60658 梅島　悠一郎(2) けやき台
シオカワ　タイチ ハッケイ [1.45]

7 60342 塩川　太一(3) 八景

1組

共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツナミ　シュリ ヒカミ [4.90]

1 64424 松浪　朱璃(2) 氷上
フキ　エイタ カスガ [4.90]

2 65104 婦木　瑛太(2) 春日
ミズシマ　セイノスケ イチジマ [5.01]

3 65341 水嶋　誠之介(3) 市島
ヒオキ　アラン ササヤマ [4.86]

4 62122 火置　亜蘭(3) 篠山
ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ [4.94]

5 62242 山本　匠人(3) 篠山東
タノウエ　ダイキ ケヤキダイ [5.95]

6 60623 田上　大貴(3) けやき台
ニシサカ　タツキ ヒカミ [5.72]

7 64413 西坂　竜希(3) 氷上
ハタナカ　シュウ ハサマ [5.37]

8 60509 畠中　志優(3) 狭間
ウエノ　ユウト タンナン [5.52]

9 62737 植野　優翔(3) 丹南
キノシタ　ヨウタ イチジマ [5.26]

10 65343 木下　鷹大(3) 市島
オギハラ　ソウスケ ハッケイ [5.33]

11 60334 荻原　奏介(3) 八景
アダチ　カズマ アオガキ [5.13]

12 64811 足立　一真(2) 青垣
フジモト　レン ケヤキダイ [5.04]

13 60631 藤本　蓮(3) けやき台
スガイ　マサタカ カイバラ [5.30]

14 64101 菅井　正高(3) 柏原

1組

共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤノ　コウイチ カイバラ [9.30]

1 64115 宮野　幸一(2) 柏原
マツナミ　シュリ ヒカミ [9.97]

2 64424 松浪　朱璃(2) 氷上
クラモト　コウキ ユリノキダイ [9.91]

3 60915 倉本　昊輝(3) ゆりのき台
フジモト　レン ケヤキダイ [10.83]

4 60631 藤本　蓮(3) けやき台
ヤマシカ　シュンスケ ハッケイ [10.32]

5 60333 山鹿　俊輔(3) 八景
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [11.74]

6 60628 溝端　航(3) けやき台
オギハラ　ソウスケ ハッケイ [11.21]

7 60334 荻原　奏介(3) 八景
キノシタ　ヨウタ イチジマ [11.70]

8 65343 木下　鷹大(3) 市島
オダ　ナオヤ ユリノキダイ [11.21]

9 60914 小田　直弥(3) ゆりのき台
イチノセ　リク カスガ [10.95]

10 65196 一瀬　陸(3) 春日
ハタナカ　シュウ ハサマ [10.98]

11 60509 畠中　志優(3) 狭間
ミズシマ　セイノスケ イチジマ [11.02]

12 65341 水嶋　誠之介(3) 市島
アダチ　カズマ アオガキ [10.83]

13 64811 足立　一真(2) 青垣
ニシサカ　タツキ ヒカミ [11.17]

14 64413 西坂　竜希(3) 氷上

1組

共通男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシノ　ダイキ ヒカミ [6.86]

1 64414 西野　大輝(3) 氷上
イワタ　セイヤ ケヤキダイ [6.43]

2 60620 岩田　征也(3) けやき台
フジタ　アモン カイバラ [7.40]

3 64113 藤田　亜紋(2) 柏原
ホソミ　アオイ アオガキ [6.90]

4 64857 細見　葵(3) 青垣
サカタ　ハヤト ケヤキダイ [7.65]

5 60653 坂田　隼人(2) けやき台
ムラオカ　シンノスケ サンナン [7.39]

6 64264 村岡　真之介(3) 山南
ツツイ　ケンタ フジ [6.30]

7 60735 筒井　健太(2) 富士
タナカ　ユウマ イチジマ [8.63]

8 65344 田中　悠真(3) 市島
ニシダ　アツキ カスガ [8.75]

9 65108 西田　春葵(2) 春日
トノムラ　シュン イチジマ [11.93]

10 65345 殿村　峻(3) 市島
タカイシ　ハルト ハサマ [8.82]

11 60503 高石　陽士(3) 狭間
オオキ　アユム ヒカミ [7.96]

12 64437 大木　歩(1) 氷上
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ [8.06]

13 62251 西村　颯真(2) 篠山東
スミカワ　コトラ タンナン [7.76]

14 62707 澄川　彪(2) 丹南
シムラ　ジン カスガ [8.06]

15 65110 志村　仁(2) 春日
キムラ　アキノリ ユリノキダイ [8.55]

16 60938 木村　陽昇(2) ゆりのき台
イソガワ　カイト アオガキ [7.99]

17 64855 五十川　櫂斗(3) 青垣

1組

共通男子砲丸投  5k 

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カナサキ　アオイ ササヤマヒガシ [15.06]

1 62213 金崎　蒼以(1) 篠山東
コバヤシ　トモミ フジ [15.25]

2 60707 小林　誠実(3) 富士
コンドウ　ゼンタロウ ヒカミ [15.47]

3 64428 近藤　禅太郎(2) 氷上
ミヤモト　タイセイ カイバラ [16.89]

4 64128 宮本　大誠(1) 柏原
マツモト　コウガ ハサマ [16.97]

5 60528 松本　光雅(2) 狭間
ツツイ　ケンタ フジ [17.90]

6 60735 筒井　健太(2) 富士
タナカ　ユウマ イチジマ [20.07]

7 65344 田中　悠真(3) 市島
イワタ　セイヤ ケヤキダイ [20.74]

8 60620 岩田　征也(3) けやき台
シムラ　ジン カスガ [20.86]

9 65110 志村　仁(2) 春日
ミヤザキ　シンジ ケヤキダイ [20.76]

10 60651 宮崎　真治(2) けやき台
タニゴ　キラ タンナン [20.86]

11 62743 谷後　煌(3) 丹南
ニシノ　ダイキ ヒカミ [21.07]

12 64414 西野　大輝(3) 氷上
ホソミ　アオイ アオガキ [21.28]

13 64857 細見　葵(3) 青垣
ムラタ　ケント タンナン [21.31]

14 62704 村田　健斗(2) 丹南
フジタ　アモン カイバラ [21.64]

15 64113 藤田　亜紋(2) 柏原
ニシダ　アツキ カスガ [22.98]

16 65108 西田　春葵(2) 春日
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ [23.17]

17 62251 西村　颯真(2) 篠山東
キムラ　アキノリ ユリノキダイ [23.33]

18 60938 木村　陽昇(2) ゆりのき台
イソガワ　カイト アオガキ [23.34]

19 64855 五十川　櫂斗(3) 青垣
コハマ　リオン ユリノキダイ [24.92]

20 60916 小濱　凛音(3) ゆりのき台
タカイシ　ハルト ハサマ [31.93]

21 60503 高石　陽士(3) 狭間
トノムラ　シュン イチジマ [32.16]

22 65345 殿村　峻(3) 市島

1組

共通男子円盤投  1.5k 

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [1206]

1 60904 夛川　琳太朗(3) ゆりのき台
ナガイ　キリト イチジマ [1677]

2 65352 永井　葵里斗(2) 市島
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [1732]

3 60628 溝端　航(3) けやき台
ニシダ　ユウイ ヒカミ [1481]

4 64418 西田　侑生(3) 氷上
アダチ　ライガ アオガキ [1404]

5 64853 足立　頼河(3) 青垣
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [1219]

6 60649 赤池　春海(2) けやき台
フジモト　カズホ ヒカミ [1200]

7 64412 藤本　一歩(3) 氷上

1組

共通男子四種競技 (110H-SP-HJ-400)

〈〈 決勝 〉〉



(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [20.32]

3 60904 夛川　琳太朗(3) ゆりのき台
ナガイ　キリト イチジマ [17.53]

4 65352 永井　葵里斗(2) 市島
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [17.57]

5 60628 溝端　航(3) けやき台
ニシダ　ユウイ ヒカミ [18.53]

6 64418 西田　侑生(3) 氷上
アダチ　ライガ アオガキ [19.46]

7 64853 足立　頼河(3) 青垣
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [19.89]

8 60649 赤池　春海(2) けやき台
フジモト　カズホ ヒカミ [20.09]

9 64412 藤本　一歩(3) 氷上

1組

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

〈〈 四種競技 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシダ　ユウイ ヒカミ [1.45]

1 64418 西田　侑生(3) 氷上
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [1.40]

2 60649 赤池　春海(2) けやき台
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [1.35]

3 60904 夛川　琳太朗(3) ゆりのき台
フジモト　カズホ ヒカミ [1.30]

4 64412 藤本　一歩(3) 氷上
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [1.50]

5 60628 溝端　航(3) けやき台
ナガイ　キリト イチジマ [1.45]

6 65352 永井　葵里斗(2) 市島
アダチ　ライガ アオガキ [1.35]

7 64853 足立　頼河(3) 青垣

1組

共通男子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [6.13]

1 60904 夛川　琳太朗(3) ゆりのき台
ニシダ　ユウイ ヒカミ [7.51]

2 64418 西田　侑生(3) 氷上
アダチ　ライガ アオガキ [8.72]

3 64853 足立　頼河(3) 青垣
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [6.11]

4 60649 赤池　春海(2) けやき台
ナガイ　キリト イチジマ [7.76]

5 65352 永井　葵里斗(2) 市島
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [7.31]

6 60628 溝端　航(3) けやき台
フジモト　カズホ ヒカミ [6.50]

7 64412 藤本　一歩(3) 氷上

1組

共通男子砲丸投  4k 

〈〈 四種競技 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクダ　リン カイバラ [14.69] ヤマモト　マオ タンナン [15.18]

3 64141 福田　鈴(3) 柏原 3 62783 山本　真央(3) 丹南
サカモト　ナオ サンダガクエン [13.47] タカダ　ミオ ユリノキダイ [13.66]

4 60102 坂本　那於(3) 三田学園 4 60901 高田　実桜(3) ゆりのき台
サト　ミサキ ヒカミ [13.68] コンドウ　ユイ カスガ [12.83]

5 64462 里　美咲(3) 氷上 5 65191 近藤　優衣(3) 春日
イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ [13.62] オオガミ　ココナ ケヤキダイ [14.01]

6 60601 稲垣　泰羽(3) けやき台 6 60602 大上　心々菜(3) けやき台
イシザキ　マコ タンナン [13.88] ウエダ　ワカ フジ [13.78]

7 62785 石崎　真子(3) 丹南 7 60706 上田　和果(3) 富士
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ [14.05] アライ　ルカ ハサマ [14.28]

8 62250 大西　さえ(3) 篠山東 8 60532 新井　琉加(3) 狭間
ハラダ　マコ ハサマ [14.64] キダ　エミナ サンダガクエン [14.03]

9 60533 原田　眞子(3) 狭間 9 60101 木田　えみな(3) 三田学園

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケヤス　リコ イチジマ [15.00]

3 65310 竹安　里胡(3) 市島
ウエキ　アヤネ ヒカミ [13.86]

4 64451 植木　綾音(3) 氷上
オクノ　ココ フジ [13.75]

5 60707 奥野　瑚子(3) 富士
フクダ　ユナ カイバラ [13.62]

6 64147 福田　結菜(3) 柏原
カイハラ　ナナエ ササヤマ [13.59]

7 62132 貝原　那苗(3) 篠山
ミキ　サリナ ユリノキダイ [14.56]

8 60902 三木　紗里奈(3) ゆりのき台

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組

1組 2組

３年女子100m

〈〈 予選 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハラ　シオリ ケヤキダイ [14.73] ワカバヤシ　セナ サンナン [14.81]

3 60645 原　汐璃(2) けやき台 3 64260 若林　星奈(2) 山南
フジイ　マコ ハッケイ [14.04] タケヤス　トアジーナ アオガキ [13.97]

4 60362 藤井　真心(2) 八景 4 64822 竹安　叶愛ジーナ(2) 青垣
ナカオ　ミレイ カイバラ [13.39] ツジ　ナツキ タンナン [14.15]

5 64151 中尾　心玲(2) 柏原 5 62791 辻　夏姫(2) 丹南
ヤスイ　フウカ ユリノキダイ [13.37] マツモト　アヤリ ケヤキダイ [13.60]

6 60930 安井　風歌(2) ゆりのき台 6 60649 松本　彩里(2) けやき台
フジモト　フタバ ヒカミ [13.99] ナガシマ　アミ ササヤマ [13.32]

7 64469 藤本　二葉(2) 氷上 7 62145 長島　歩未(2) 篠山
イワキ　ユズハ タンナン [14.48] ミヤケ　マイコ サンダガクエン [14.66]

8 62794 井脇　柚葉(2) 丹南 8 60123 三宅　舞子(2) 三田学園

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨデン　ホノカ イチジマ [15.27]

3 65314 余田　帆香(2) 市島
イトウ　レイ ササヤマ [13.71]

4 62142 伊藤　怜(2) 篠山
フジワラ　チサキ ヒカミ [14.35]

5 64470 藤原　知咲(2) 氷上
ナカノ　ユウリ ハサマ [13.66]

6 60501 中野　由梨(2) 狭間
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ [12.93]

7 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台
アダチ　キキ カスガ [14.46]

8 65101 安達　綺々(2) 春日
ナカオカ　アヤカ サンナン [14.92]

9 64259 中岡　彩夏(2) 山南

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組

1組 2組

２年女子100m

〈〈 予選 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツオカ　モエ ハサマ [16.07] タカミ　リノ カイバラ [16.39]

3 60546 松岡　萌(1) 狭間 3 64164 髙見　梨乃(1) 柏原
ニシヤマ　カホ ナガサカ [14.98] ヨシダ　ミウ ケヤキダイ [14.32]

4 60439 西山　春歩(1) 長坂 4 60671 吉田　みう(1) けやき台
ヤマウチ　マリエ ササヤマヒガシ [14.98] ウチムラ　ナオ ヒカミ [14.93]

5 62224 山内　真利瑛(1) 篠山東 5 64481 内村　南朋(1) 氷上
ササクラ　アカリ サンナン [15.40] クリヤマ　カンナ ユリノキダイ [15.18]

6 64276 笹倉　明莉(1) 山南 6 60943 栗山　寛菜(1) ゆりのき台
カツラガワ　ヒマリ ケヤキダイ [14.32] フジイ　ユキノ ハッケイ [15.34]

7 60665 桂川　ひまり(1) けやき台 7 60372 藤井　孝乃(1) 八景
タケムラ　アヤメ カスガ [15.53] ノブトキ　アカリ ササヤマヒガシ [15.69]

8 65123 竹村　采梅(1) 春日 8 62221 信時　あかり(1) 篠山東
ニシダ　ヒナノ アオガキ [15.77] ニシオ　セイラ ササヤマ [15.54]

9 64836 西田　ひなの(1) 青垣 9 62163 西尾　世良(1) 篠山

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サワノ　イロハ サンナン [15.99] アライ　リノ ハサマ [15.81]

3 64283 澤野　彩花(1) 山南 3 60541 新井　璃乃(1) 狭間
ダン　アズ アオガキ [14.61] ワタナベ　ユウカ イチジマ [14.98]

4 64835 壇　愛鶴(1) 青垣 4 65321 渡辺　悠加(1) 市島
ヤマシタ　リオナ ヒカミ [15.01] リュウモン　サホ ナガサカ [14.06]

5 64479 山下　里桜梛(1) 氷上 5 60440 竜門　紗帆(1) 長坂
カジタニ　ココア ハッケイ [15.32] トモガネ　ミヅキ サンダガクエン [15.42]

6 60371 梶谷　心歩(1) 八景 6 60136 友金　美月(1) 三田学園
ハシモト　リノ サンダガクエン [14.55] カワベ　アユリ ユリノキダイ [14.94]

7 60137 橋本　璃乃(1) 三田学園 7 60942 川邉　歩里(1) ゆりのき台
ナカイ　サエ カイバラ [15.63] キタモト　イツキ フジ [15.46]

8 64162 中井　咲恵(1) 柏原 8 60751 北本　樹(1) 富士
ニシムラ　エリナ ササヤマ [15.60] ハヤシ　マオ タンナン [15.77]

9 62164 西村　映浬永(1) 篠山 9 62761 林　茉桜(1) 丹南

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組 4組

1組 2組

１年女子100m

〈〈 予選 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コタカ　マユ アオガキ [31.58] アダチ　キキ カスガ [30.97]

2 64853 小高　万侑(3) 青垣 3 65101 安達　綺々(2) 春日
ヤマサカ　ミツル ハッケイ [31.45] コバヤシ　ルカ ユリノキダイ [27.63]

3 60355 山坂　心絃(3) 八景 4 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台
タカダ　ミオ ユリノキダイ [28.42] マツモト　アヤリ ケヤキダイ [28.68]

4 60901 高田　実桜(3) ゆりのき台 5 60649 松本　彩里(2) けやき台
イシザキ　マコ タンナン [29.14] サカモト　ナオ サンダガクエン [27.81]

5 62785 石崎　真子(3) 丹南 6 60102 坂本　那於(3) 三田学園
イトウ　レイ ササヤマ [28.21] フジイ　マコ ハッケイ [29.59]

6 62142 伊藤　怜(2) 篠山 7 60362 藤井　真心(2) 八景
コンドウ　ユイ カスガ [26.59] ヒロセ　モエ アオガキ [29.32]

7 65191 近藤　優衣(3) 春日 8 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
オオガミ　ココナ ケヤキダイ [29.78] ウスイ　サエ ヒカミ [29.37]

8 60602 大上　心々菜(3) けやき台 9 64458 臼井　彩恵(3) 氷上
サト　ミサキ ヒカミ [29.16] ハラ　リオン ササヤマ [30.20]

9 64462 里　美咲(3) 氷上 10 62149 原　莉音(2) 篠山
ナカオ　ミレイ カイバラ [28.32]

10 64151 中尾　心玲(2) 柏原

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

1組 2組

共通女子200m

〈〈 予選 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨデン　ホノカ イチジマ [2:46.43] ヨシオカ　サクラ ハッケイ [2:42.72]

1 65314 余田　帆香(2) 市島 1 60351 吉岡　さくら(3) 八景
アダチ　タエ アオガキ [2:45.43] ニシダ　リン ササヤマヒガシ [2:43.54]

2 64851 足立　多恵(3) 青垣 2 62240 西田　琳(2) 篠山東
オダ　レイナ フジ [2:46.22] ヒロサワ　マヤ フジ [2:42.36]

3 60708 小田　玲菜(3) 富士 3 60712 廣澤　真弥(3) 富士
サカモト　ヒカル ユリノキダイ [2:35.82] ワシキタ　マユ ユリノキダイ [2:27.76]

4 60931 坂本　日花瑠(2) ゆりのき台 4 60903 鷲北　茉優(3) ゆりのき台
ナカミチ　ミユ カイバラ [2:32.30] アダチ　ミフユ ササヤマ [2:33.02]

5 64146 中道　美結(3) 柏原 5 62131 足立　美歩悠(3) 篠山
オオイ　モエカ タンナン [2:33.33] タケウチ　ルミ ナガサカ [2:32.47]

6 62782 大井　萌花(3) 丹南 6 60435 竹内　瑠心(3) 長坂
シバタ　ユコ ササヤマ [2:37.32] ヤマシタ　ニコ カイバラ [2:33.69]

7 62133 柴田　愉子(3) 篠山 7 64145 山下　仁香(3) 柏原
オギノ　カリン ヒカミ [2:41.41] フルバヤシ　カホ タンナン [2:38.84]

8 64456 荻野　花林(3) 氷上 8 62784 古林　可帆(3) 丹南
オギノ　アヤナ カスガ [2:42.62] イタミ　ユリナ ケヤキダイ [2:39.73]

9 65102 荻野　彩愛(2) 春日 9 60640 伊丹　佑梨那(2) けやき台
キシノ　ナツキ ケヤキダイ [2:39.55] フジワラ　チサキ ヒカミ [2:40.09]

10 60603 岸野　夏葵(3) けやき台 10 64470 藤原　知咲(2) 氷上
トシナ　ユイカ ハッケイ [2:40.50] ツジ　コマチ アオガキ [2:41.33]

11 60353 戸階　結衣花(3) 八景 11 64854 辻　こまち(3) 青垣
ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ [2:38.96]

12 62251 西田　美月(3) 篠山東

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

1組 2組

共通女子800m

〈〈 予選 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クロハ　サキ ユリノキダイ [3:06.80] タケダ　カナ サンダガクエン [3:05.78]

1 60945 黒羽　咲希(1) ゆりのき台 1 60134 武田　佳那(1) 三田学園
ウエバ　ユイナ フジ [3:06.53] ニシダ　ヒナノ アオガキ [2:48.13]

2 60753 上羽　結捺(1) 富士 2 64836 西田　ひなの(1) 青垣
ダン　アズ アオガキ [2:46.59] モリワキ　アイル ハッケイ [2:46.03]

3 64835 壇　愛鶴(1) 青垣 3 60373 森脇　愛瑠(1) 八景
オオモリ　ツバキ ササヤマヒガシ [2:46.10] タハタ　レナ サンナン [2:46.60]

4 62220 大森　椿(1) 篠山東 4 64277 田畑　澪菜(1) 山南
オギノ　ナツキ カスガ [2:39.84] ミズノ　アユミ ユリノキダイ [2:40.79]

5 65120 荻野　那月(1) 春日 5 60948 水野　歩未(1) ゆりのき台
シノハラ　ヤヨイ サンダガクエン [2:47.07] ヤマシタ　リオナ ヒカミ [2:53.24]

6 60132 篠原　やよい(1) 三田学園 6 64479 山下　里桜梛(1) 氷上
イマニシ　アヤカ ハサマ [2:57.70] コンドウ　ルカ カスガ [2:53.68]

7 60542 今西　彩歌(1) 狭間 7 65122 近藤　瑠香(1) 春日
アラキ　キズナ ヒカミ [3:05.36] キタモト　イツキ フジ [3:02.72]

8 64476 荒木　絆(1) 氷上 8 60751 北本　樹(1) 富士
ヤマネ　マオ カイバラ [2:52.32] ホリ　ナツキ ササヤマヒガシ [3:02.85]

9 64163 山根　真緒(1) 柏原 9 62223 堀　菜月(1) 篠山東
マエハナ　コトノ ケヤキダイ [2:49.19] イソガイ　ナナコ ササヤマ [2:52.30]

10 60669 前花　琴乃(1) けやき台 10 62161 礒貝　菜七子(1) 篠山
サトイ　カホ ササヤマ [2:53.87]

11 62162 里井　花帆(1) 篠山

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

1組

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

１年女子800m

〈〈 予選 〉〉



共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 学年 所属 順位 記録
ヤマサカ　ミツル ハッケイ [5:34.16]

1 60355 山坂　心絃 3 八景
オギノ　アヤナ カスガ [5:39.51]

2 65102 荻野　彩愛 2 春日
アイザワ　ハナ タンナン [5:43.87]

3 62781 相澤　花奈 3 丹南
オギノ　ナツキ カスガ [5:33.28]

4 65120 荻野　那月 1 春日
フルバヤシ　カホ タンナン [5:31.77]

5 62784 古林　可帆 3 丹南
サカグチ　モモ ケヤキダイ [5:36.53]

6 60641 坂口　桃萌 2 けやき台
ヨシダ　スズカ ササヤマ [5:47.15]

7 62151 吉田　すず佳 2 篠山
ナカミチ　ミユ カイバラ [5:11.11]

8 64146 中道　美結 3 柏原
ワシキタ　マユ ユリノキダイ [4:56.22]

9 60903 鷲北　茉優 3 ゆりのき台
ヤマシタ　ニコ カイバラ [5:12.65]

10 64145 山下　仁香 3 柏原
タケウチ　ルミ ナガサカ [5:15.69]

11 60435 竹内　瑠心 3 長坂
トシナ　ユイカ ハッケイ [5:18.59]

12 60353 戸階　結衣花 3 八景
アダチ　ミフユ ササヤマ [5:19.83]

13 62131 足立　美歩悠 3 篠山
ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ [5:24.62]

14 62251 西田　美月 3 篠山東
オギノ　カリン ヒカミ [5:29.30]

15 64456 荻野　花林 3 氷上
ツジ　コマチ アオガキ [5:25.79]

16 64854 辻　こまち 3 青垣
ニシダ　リン ササヤマヒガシ [5:28.36]

17 62240 西田　琳 2 篠山東
アダチ　タエ アオガキ [5:25.70]

18 64851 足立　多恵 3 青垣

Powerd by AthleteRanking.com



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アラキ　チヒロ ササヤマ [19.76] オオタ　ノア アオガキ [19.90]

1 62141 荒木　千宙(2) 篠山 2 64821 太田　乃愛(2) 青垣
タケオ　スミレ ユリノキダイ [21.15] ツチダ　アイネ サンナン [20.48]

2 60924 竹尾　菫(2) ゆりのき台 3 64257 土田　愛音(3) 山南
ミヤモト　レナ タンナン [20.70] イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ [15.72]

3 62793 宮本　恋奈(2) 丹南 4 60601 稲垣　泰羽(3) けやき台
シノザキ　コハル ケヤキダイ [17.34] ヤマシタ　メイビ カイバラ [15.99]

4 60605 篠崎　心春(3) けやき台 5 64142 山下　萌妃(3) 柏原
タカギ　ルカ ユリノキダイ [18.23] ウエキ　アヤネ ヒカミ [18.23]

5 60923 高木　琉花(2) ゆりのき台 6 64451 植木　綾音(3) 氷上
ナカムラ　メイ カイバラ [14.89] キダ　エミナ サンダガクエン [18.10]

6 64143 中村　芽生(3) 柏原 7 60101 木田　えみな(3) 三田学園
カイハラ　ナナエ ササヤマ [17.79] ヤマナカ　ユメ ハサマ [18.99]

7 62132 貝原　那苗(3) 篠山 8 60502 山中　優夢(2) 狭間
フジモト　フタバ ヒカミ [19.07] ヤマウチ　マリエ ササヤマヒガシ [18.87]

8 64469 藤本　二葉(2) 氷上 9 62224 山内　真利瑛(1) 篠山東
オクノ　ココ フジ [18.64]

9 60707 奥野　瑚子(3) 富士

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

〈〈 決勝 〉〉

1組

1組 2組

共通女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 予選 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[52.77]

3 6
[  ] オオイ　モエカ [  ] ヤマモト　マオ [  ] イシザキ　マコ [  ] カイハラ　ナナエ [  ] イトウ　レイ [  ] オオニシ　リン

62782 大井 萌花(3) 62783 山本 真央(3) 62785 石崎 真子(3) 62132 貝原 那苗(3) 62142 伊藤 怜(2) 62143 大西 琳(2)
[  ] ツジ　ナツキ [  ] シミズ　リオン [  ] イワキ　ユズハ [  ] キド　ユウコ [  ] ナガシマ　アミ [  ] ナカバヤシ　ルア

62791 辻 夏姫(2) 62792 清水 凛桜(2) 62794 井脇 柚葉(2) 62144 木戸 佑有子(2) 62145 長島 歩未(2) 62147 中林 瑠愛(2)

[53.00] [53.20]

4 7
[  ] ウエキ　アヤネ [  ] ウメガキ　ハナ [  ] ウスイ　サエ [  ] イナガキ　ヤスハ [  ] オオガミ　ココナ

64451 植木 綾音(3) 64452 梅垣 花菜(3) 64458 臼井 彩恵(3) 60601 稲垣 泰羽(3) 60602 大上 心々菜(3)

[  ] タナカ　アンナ [  ] サト　ミサキ [  ] セタ　マイリ [  ] シノザキ　コハル [  ] マツモト　アヤリ

64460 田中 杏奈(3) 64462 里 美咲(3) 64467 瀬田 苺里(2) 60605 篠崎 心春(3) 60649 松本 彩里(2)

[57.79] [57.96]

5 8
[  ] アダチ　キキ [  ] オギノ　アヤナ [  ] ヒガシマエ　モエナ [  ] ノブトキ　アカリ [  ] ヤマウチ　マリエ [  ] ニシダ　リン

65101 安達 綺々(2) 65102 荻野 彩愛(2) 65103 東前 萌奈(2) 62221 信時 あかり(1) 62224 山内 真利瑛(1) 62240 西田 琳(2)
[  ] オギノ　ナツキ [  ] タケムラ　アヤメ [  ] コンドウ　ユイ [  ] オオニシ　サエ [  ] ニシダ　ミツキ

65120 荻野 那月(1) 65123 竹村 采梅(1) 65191 近藤 優衣(3) 62250 大西 さえ(3) 62251 西田 美月(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[58.89] [54.04]

3 6
[  ] タケヤス　リコ [  ] ナガタ　マイア [  ] ヨデン　ミウ [  ] キダ　エミナ [  ] サカモト　ナオ

65310 竹安 里胡(3) 65311 永田 まいあ(3) 65312 余田 美羽(3) 60101 木田 えみな(3) 60102 坂本 那於(3)

[  ] ツノギ　ナツネ [  ] ヨデン　ホノカ [  ] ワタナベ　ユウカ [  ] ホリサワ　ツグミ [  ] マエダ　コユキ

65313 角木 夏音(3) 65314 余田 帆香(2) 65321 渡辺 悠加(1) 60105 堀澤 承未(3) 60106 前田 こゆき(3)

[52.85] [52.78]

4 7
[  ] フクダ　リン [  ] ヤマシタ　メイビ [  ] ナカムラ　メイ [  ] タカダ　ミオ [  ] ミキ　サリナ [  ] イデ　アヤカ

64141 福田 鈴(3) 64142 山下 萌妃(3) 64143 中村 芽生(3) 60901 高田 実桜(3) 60902 三木 紗里奈(3) 60908 井出 朱華(3)

[  ] ヤマシタ　シキ [  ] フクダ　ユナ [  ] ナカオ　ミレイ [  ] ミナミ　ユウカ [  ] コバヤシ　ルカ [  ] ヤスイ　フウカ

64144 山下 梓妃(3) 64147 福田 結菜(3) 64151 中尾 心玲(2) 60910 南 有香(3) 60922 小林 流歌(2) 60930 安井 風歌(2)

[54.58] [58.66]

5 8
[  ] ナカノ　ユウリ [  ] ヤマナカ　ユメ [  ] シミズ　アンリ [  ] オオタ　ノア [  ] テラニシ　リオ [  ] アダチ　カノン

60501 中野 由梨(2) 60502 山中 優夢(2) 60503 志水 杏吏(2) 64821 太田 乃愛(2) 64823 寺西 莉緒(2) 64830 足立 花音(1)

[  ] アライ　ルカ [  ] ハラダ　マコ [  ] アライ　リノ [  ] コタカ　マユ [  ] ツジ　コマチ [  ] トクオカ　ミオナ

60532 新井 琉加(3) 60533 原田 眞子(3) 60541 新井 璃乃(1) 64853 小高 万侑(3) 64854 辻 こまち(3) 64855 徳岡 澪奈(3)

ハサマ アオガキ

狭間 青垣

市島 三田学園

カイバラ ユリノキダイ

柏原 ゆりのき台

カスガ ササヤマヒガシ

春日 篠山東

イチジマ サンダガクエン

氷上 けやき台

丹南 篠山

ヒカミ ケヤキダイ

タンナン ササヤマ

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[55.93]

2 6
[  ] タカギ　ルカ [  ] タケオ　スミレ [  ] タニグチ　リオナ [  ] タケヤス　トアジーナ [  ] テラニシ　リオ [  ] ヒロセ　モエ

60923 高木 琉花(2) 60924 竹尾 菫(2) 60926 谷口 莉緒菜(2) 64822 竹安 叶愛ジーナ(2) 64823 寺西 莉緒(2) 64824 廣瀬 萌(2)
[  ] カワベ　アユリ [  ] クリヤマ　カンナ [  ] マエノ　アヤネ [  ] シオズ　マヤ [  ] ダン　アズ [  ] ニシダ　ヒナノ

60942 川邉 歩里(1) 60943 栗山 寛菜(1) 60947 前野 綾音(1) 64833 塩津 真弥(1) 64835 壇 愛鶴(1) 64836 西田 ひなの(1)

[56.57]

3 7
[  ] ナカオカ　アヤカ [  ] ワカバヤシ　セナ [  ] ゴトウ　カエデ [  ] ハラ　シオリ [  ] サイトウ　リナ

64259 中岡 彩夏(2) 64260 若林 星奈(2) 64261 後藤 楓(2) 60645 原 汐璃(2) 60646 齊藤 里菜(2)

[  ] ササクラ　アカリ [  ] タハタ　レナ [  ] サワノ　イロハ [  ] イナガキ　サワ [  ] ハタセ　アヤナ

64276 笹倉 明莉(1) 64277 田畑 澪菜(1) 64283 澤野 彩花(1) 60662 稲垣 紗和(1) 60668 畑瀬 絢那(1)

[58.00] [59.02]

4 8
[  ] キド　ユウコ [  ] ハラ　リオン [  ] ヤマシタ　ユウ [  ] ミヤケ　マイコ [  ] ミヤガワ　ソラ [  ] アラシ　アオイ

62144 木戸 佑有子(2) 62149 原 莉音(2) 62150 山下 ゆう(2) 60123 三宅 舞子(2) 60124 宮川 宙(2) 60131 嵐 蒼唯(1)
[  ] サトイ　カホ [  ] ニシオ　セイラ [  ] ニシムラ　エリナ [  ] タマムラ　チサト [  ] ミナミヤマ　サユ [  ] ヤマワキ　マイサ

62162 里井 花帆(1) 62163 西尾 世良(1) 62164 西村 映浬永(1) 60135 玉村 知怜(1) 60138 南山 咲友(1) 60139 山脇 舞紗(1)

[58.00] [58.97]

5 9
[  ] サエキ　ユウヒ [  ] フジモト　フタバ [  ] フジワラ　チサキ [  ] フクイズミ　イトワ [  ] フジイ　マコ [  ] カジタニ　ココア

64466 佐伯 優妃(2) 64469 藤本 二葉(2) 64470 藤原 知咲(2) 60361 福泉 愛輪(2) 60362 藤井 真心(2) 60371 梶谷 心歩(1)

[  ] ヤマシタ　リオナ [  ] マスダ　リズ [  ] ウチムラ　ナオ [  ] フジイ　ユキノ [  ] モリワキ　アイル

64479 山下 里桜梛(1) 64480 増田 梨珠(1) 64481 内村 南朋(1) 60372 藤井 孝乃(1) 60373 森脇 愛瑠(1)

氷上 八景

ササヤマ サンダガクエン

篠山 三田学園

ヒカミ ハッケイ

山南 けやき台

ゆりのき台 青垣

サンナン ケヤキダイ

ユリノキダイ アオガキ

低学年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シミズ　アンリ ハサマ [1.20]

1 60503 志水　杏吏(2) 狭間
タニグチ　リオナ ユリノキダイ [1.25]

2 60926 谷口　莉緒菜(2) ゆりのき台
フクダ　リン カイバラ [1.30]

3 64141 福田　鈴(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [1.49]

4 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
ホリサワ　ツグミ サンダガクエン [1.40]

5 60105 堀澤　承未(3) 三田学園
アシダ　ホノカ ヒカミ [1.35]

6 64457 芦田　ほのか(3) 氷上
マエダ　リア ササヤマ [1.25]

7 62134 前田　莉愛(3) 篠山

1組

共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ノセ　ヒナタ フジ [3.88]

1 60711 能勢　陽向(3) 富士
オオニシ　リン ササヤマ [4.07]

2 62143 大西　琳(2) 篠山
ノブトキ　アカリ ササヤマヒガシ [3.61]

3 62221 信時　あかり(1) 篠山東
キド　ユウコ ササヤマ [3.66]

4 62144 木戸　佑有子(2) 篠山
コタカ　マユ アオガキ [3.86]

5 64853 小高　万侑(3) 青垣
アライ　ルカ ハサマ [4.03]

6 60532 新井　琉加(3) 狭間
タケヤス　リコ イチジマ [3.63]

7 65310 竹安　里胡(3) 市島
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ [4.65]

8 62250 大西　さえ(3) 篠山東
ウエダ　ワカ フジ [4.39]

9 60706 上田　和果(3) 富士
フクダ　ユナ カイバラ [4.76]

10 64147 福田　結菜(3) 柏原
タケヤス　トアジーナ アオガキ [4.65]

11 64822 竹安　叶愛ジーナ(2) 青垣
アシダ　ホノカ ヒカミ [4.10]

12 64457 芦田　ほのか(3) 氷上
スギモト　アンナ ケヤキダイ [4.08]

13 60606 杉本　杏奈(3) けやき台
ハラダ　マコ ハサマ [4.12]

14 60533 原田　眞子(3) 狭間
イデ　アヤカ ユリノキダイ [4.25]

15 60908 井出　朱華(3) ゆりのき台
ホリサワ　ツグミ サンダガクエン [4.38]

16 60105 堀澤　承未(3) 三田学園
ウスイ　サエ ヒカミ [4.31]

17 64458 臼井　彩恵(3) 氷上

1組

共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカバヤシ　ルア ササヤマ [7.40]

1 62147 中林　瑠愛(2) 篠山
ソワ　ミユ フジ [7.96]

2 60710 曽和　心結(3) 富士
カワノ　ミオ ユリノキダイ [7.86]

3 60905 川野　未央(3) ゆりのき台
フジワラ　シオリ ケヤキダイ [7.82]

4 60608 藤原　汐里(3) けやき台
ナガタ　マイア イチジマ [9.70]

5 65311 永田　まいあ(3) 市島
トクオカ　ミオナ アオガキ [11.16]

6 64855 徳岡　澪奈(3) 青垣
ツノギ　ナツネ イチジマ [8.91]

7 65313 角木　夏音(3) 市島
イシモト　カナ カイバラ [8.94]

8 64150 石本　加菜(2) 柏原
ヤオ　アズ ヒカミ [8.65]

9 64455 八尾　愛珠(3) 氷上
テラニシ　リオ アオガキ [8.17]

10 64823 寺西　莉緒(2) 青垣
オオガキ　サキ ヒカミ [8.06]

11 64459 大垣　咲季(3) 氷上

1組

共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワノ　ミオ ユリノキダイ [13.80]

1 60905 川野　未央(3) ゆりのき台
ミヤケ　マイコ サンダガクエン [14.55]

2 60123 三宅　舞子(2) 三田学園
カガノ　モモカ タンナン [14.64]

3 62786 加賀野　桃花(3) 丹南
テラニシ　リオ アオガキ [14.81]

4 64823 寺西　莉緒(2) 青垣
シミズ　アンリ ハサマ [15.25]

5 60503 志水　杏吏(2) 狭間
アサダ　ユイ ユリノキダイ [17.64]

6 60921 淺田　結衣(2) ゆりのき台
サキ　ミユウ ケヤキダイ [18.03]

7 60604 﨑　美結(3) けやき台
キド　ユウコ ササヤマ [18.93]

8 62144 木戸　佑有子(2) 篠山
ミチモト　シュリ ヒカミ [19.07]

9 64461 道本　珠鈴(3) 氷上
イシモト　カナ カイバラ [20.72]

10 64150 石本　加菜(2) 柏原
イトウ　フウロ ケヤキダイ [20.81]

11 60600 伊藤　楓浪(3) けやき台
オオガキ　サキ ヒカミ [21.23]

12 64459 大垣　咲季(3) 氷上
ソワ　ミユ フジ [22.23]

13 60710 曽和　心結(3) 富士
ツノギ　ナツネ イチジマ [23.90]

14 65313 角木　夏音(3) 市島
カワサキ　ウミ フジ [22.96]

15 60709 川﨑　羽美(3) 富士
ナガタ　マイア イチジマ [26.54]

16 65311 永田　まいあ(3) 市島
トクオカ　ミオナ アオガキ [27.25]

17 64855 徳岡　澪奈(3) 青垣

1組

共通女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒロセ　モエ アオガキ [1386]

1 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ハシモト　コヨミ ケヤキダイ [1201]

2 60607 橋本　暦(3) けやき台
ノムラ　シオリ ユリノキダイ [1100]

3 60906 野村　栞(3) ゆりのき台
オオタ　ノア アオガキ [1239]

4 64821 太田　乃愛(2) 青垣
ナガシマ　アミ ササヤマ [2135]

5 62145 長島　歩未(2) 篠山
ヤマシタ　メイビ カイバラ [2103]

6 64142 山下　萌妃(3) 柏原
ナカムラ　メイ カイバラ [2583]

7 64143 中村　芽生(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [2340]

8 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
ミヤタ　アカリ ケヤキダイ [1402]

9 60609 宮田　あかり(3) けやき台
ヤマナカ　ユメ ハサマ [1410]

10 60502 山中　優夢(2) 狭間
ナカノ　ユウリ ハサマ [1474]

11 60501 中野　由梨(2) 狭間

1組

共通女子四種競技 (100H-HJ-SP-200)

〈〈 決勝 〉〉



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマナカ　ユメ ハサマ [18.99] オオタ　ノア アオガキ [19.90]

3 60502 山中　優夢(2) 狭間 4 64821 太田　乃愛(2) 青垣
ヤマシタ　メイビ カイバラ [15.99] ヒロセ　モエ アオガキ [19.40]

4 64142 山下　萌妃(3) 柏原 5 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ウメガキ　ハナ ヒカミ [16.56] ナカノ　ユウリ ハサマ [20.57]

5 64452 梅垣　花菜(3) 氷上 6 60501 中野　由梨(2) 狭間
ナガシマ　アミ ササヤマ [16.13] ハシモト　コヨミ ケヤキダイ [19.74]

6 62145 長島　歩未(2) 篠山 7 60607 橋本　暦(3) けやき台
ナカムラ　メイ カイバラ [14.89] ノムラ　シオリ ユリノキダイ [21.47]

7 64143 中村　芽生(3) 柏原 8 60906 野村　栞(3) ゆりのき台
ミヤタ　アカリ ケヤキダイ [17.75]

8 60609 宮田　あかり(3) けやき台

1組 2組

共通女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 四種競技 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオタ　ノア アオガキ [1.15]

1 64821 太田　乃愛(2) 青垣
ミヤタ　アカリ ケヤキダイ [1.10]

2 60609 宮田　あかり(3) けやき台
ノムラ　シオリ ユリノキダイ [1.15]

3 60906 野村　栞(3) ゆりのき台
ハシモト　コヨミ ケヤキダイ [1.10]

4 60607 橋本　暦(3) けやき台
ナカムラ　メイ カイバラ [1.49]

5 64143 中村　芽生(3) 柏原
ナカノ　ユウリ ハサマ [1.30]

6 60501 中野　由梨(2) 狭間
ヤマシタ　メイビ カイバラ [1.43]

7 64142 山下　萌妃(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [1.49]

8 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
ナガシマ　アミ ササヤマ [1.30]

9 62145 長島　歩未(2) 篠山
ヒロセ　モエ アオガキ [1.20]

10 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ヤマナカ　ユメ ハサマ [1.25]

11 60502 山中　優夢(2) 狭間

1組

共通女子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマナカ　ユメ ハサマ [6.16]

1 60502 山中　優夢(2) 狭間
ノムラ　シオリ ユリノキダイ [5.51]

2 60906 野村　栞(3) ゆりのき台
ナカノ　ユウリ ハサマ [6.40]

3 60501 中野　由梨(2) 狭間
ヒロセ　モエ アオガキ [5.85]

4 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ヤマシタ　メイビ カイバラ [7.56]

5 64142 山下　萌妃(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [9.81]

6 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
ナカムラ　メイ カイバラ [10.16]

7 64143 中村　芽生(3) 柏原
ナガシマ　アミ ササヤマ [8.37]

8 62145 長島　歩未(2) 篠山
ミヤタ　アカリ ケヤキダイ [7.38]

9 60609 宮田　あかり(3) けやき台
オオタ　ノア アオガキ [6.64]

10 64821 太田　乃愛(2) 青垣
ハシモト　コヨミ ケヤキダイ [6.98]

11 60607 橋本　暦(3) けやき台

1組

共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 四種競技 〉〉
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