
日付 種目

前坂　孟毅  22.93 (-0.2) 黒嶋　桂  23.04 (-0.2) 竹歳　龍  23.60 (-0.2) 市島　悠貴  23.75 (-0.2) 大谷　翔真  23.75 (-0.2) 村上　宙輝  23.91 (-0.2) 大浦　文太  23.95 (-0.2) 角石　淳貴  23.97 (-0.2)

大久保北 加古川中部 加古川 自由が丘 加古川 黒田庄 大久保 緑が丘

前坂　孟毅  51.47 梶原　元希  51.79 角石　淳貴  52.12 山口　正真  52.17 豊村　宏太  52.47 岸本　快里  55.05 菊谷　玲雄  55.59 猪股　勇陽  55.71

大久保北 荒井 緑が丘 稲美北 大久保 加古川中部 鹿島 二見

山口　正真  2:01.15 村上　大佑  2:06.14 中道　琉惺  2:06.35 山口　朔門  2:07.12 髙林　恭大  2:08.10 伊東　祐真  2:09.95 花田　圭大  2:13.14 山本　蓮  2:17.45

稲美北 平岡 浜の宮 稲美北 浜の宮 魚住 加古川中部 緑が丘

新妻　昂己  4:05.35 新妻　遼己  4:07.17 若林　司  4:08.57 七條　拓也  4:09.47 作間　太一  4:09.91 八嶋　春樹  4:10.00 河合　仁楠  4:10.27 佐伯　優月  4:13.69

平岡 平岡 宝殿 浜の宮 鹿島 稲美北 小野 西脇南

若林　司  9:11.56 八嶋　春樹  9:13.08 七條　拓也  9:14.51 佐伯　優月  9:14.95 河合　仁楠  9:17.77 中垣　颯斗  9:17.81 作間　太一  9:17.85 桃木　愛希  9:26.38

宝殿 稲美北 浜の宮 西脇南 小野 大蔵 鹿島 朝霧

井戸　奏太  15.01 (+1.3) 岡村　優磨  15.07 (+1.3) 安田　晟聖  15.22 (+1.3) 稲岡　愛斗  15.52 (+1.3) 三木　隆之介  15.56 (+1.3) 笹谷　昊士朗  15.85 (+1.3) 世良　歩夢  15.94 (+1.3) 前山　正憲  19.80 (+1.3)

別府 緑が丘 浜の宮 大蔵 加古川 望海 陵南 小野

宝殿  45.09 黒田庄  45.24 加古川  45.28 大久保  45.46 緑が丘  45.52 大蔵  45.70

佐藤　優希 東田　凰聖 刑部　大翔 丸尾　斗騎哉 松居　暉大 吉成　迅

池原　透太 森脇　小太郎 大谷　翔真 近藤　裕太 角石　淳貴 山田　睦明

礒野　裕大 村上　陽哉 竹歳　龍 豊村　宏太 片山　朝陽 木村　仁

山田　吾愛仁 村上　宙輝 山路　綾介 大浦　文太 岡村　優磨 稲岡　愛斗

佐藤　優希  1.78 有末　貫汰  1.75 永田　悠真  1.75 長谷川　蒼空  1.65 尾松　永愛  1.65 中川　裕文  1.65 木口　琉太  1.65 山田　睦明  1.65

宝殿 陵南 野々池 緑が丘 望海 大蔵 緑が丘 大蔵

井原　碧葉  w6.19 (+2.3) 村上　宙輝  w6.11 (+2.6) 廣長　凌  w6.01 (+3.6) 田中　温琉  w6.00 (+3.2) 林　颯馬  w5.99 (+2.3) 水野　颯真  w5.86 (+2.1) 片山　朝陽  5.84 (+1.9) 楞野　陽斗  5.80 (+1.3)

二見 黒田庄 大久保北 自由が丘 衣川 播磨南 緑が丘 大久保北

片山　朝陽  12.75 (+1.8) 上田　悠斗  w12.53 (+2.7) 木村　優太  12.07 (0.0) 楞野　陽斗  w11.98 (+2.6) 高田　翔太  11.77 (+1.3) 東田　凰聖  w11.75 (+4.0) 山路　俊介  w11.59 (+2.6) 塚本　翔大  11.43 (+0.5)

緑が丘 二見 大蔵 大久保北 浜の宮 黒田庄 加古川 神吉

杉本　帆志  11.52 竹野　倭虎  10.87 原　幸輝  10.69 脇田　直人  10.06 河野　亜蓮  9.93 小野　陽生  9.45 西村　涼太  8.97 山本　祐誠  8.82

衣川 平岡南 氷丘 野々池 浜の宮 浜の宮 野々池 平岡南

浅野　晄汰  34.60 樋笠　翔真  33.16 河野　亜蓮  31.79 原　幸輝  31.53 竹内　響  28.98 小野　陽生  28.82 笹谷　昊士朗  28.75 上田　隼大  27.72

平岡 二見 浜の宮 氷丘 平岡 浜の宮 望海 大蔵

山田　睦明  2101 松居　暉大  2037 永田　悠真  1937 渋谷　洸晴  1898 井上　俊哉  1829 北村　優希  1764 尾松　永愛  1731 平井　佑樹  1679

大蔵 緑が丘 野々池 望海 緑が丘 浜の宮 望海 西脇南

7月16日 110mH

7月16日 砲丸投

7月16日 走高跳

7月16日 400m

大谷　翔真  w11.16 (+2.6) 山田　吾愛仁  w11.20 (+2.6) 丘田　侑也  w11.29 (+2.6) 黒嶋　桂  w11.30 (+2.6) 三木　隆之介  w11.34 (+2.6) 上田　悠斗  w11.35 (+2.6) 池原　透太  w11.48 (+2.6) 大浦　文太  w11.49 (+2.6)

加古川 宝殿 竜山 加古川中部 加古川 二見 宝殿 大久保

佃　紘喜  11.42 (+1.8) 刑部　大翔  11.49 (+1.8) 松本　健太郎  11.64 (+1.8) 岡野　由雅  11.65 (+1.8) 松本　晃音  11.71 (+1.8) 小谷　悠人  11.73 (+1.8) 南條　空芽  11.79 (+1.8) 八幡　響  11.96 (+1.8)

平岡 加古川 平岡 旭丘 野々池 陵南 陵南 三木東

田村　将士  11.81 (+1.0) 藤井　遥大  12.31 (+1.0) 濵野　和俊  12.33 (+1.0) 北川　壱輝  12.44 (+1.0) 柴田　晃成  12.46 (+1.0) 鳴海　篤紀  12.48 (+1.0) 宮野　徠斗  12.72 (+1.0) 田村　煌汰  12.87 (+1.0)

稲美 西脇 宝殿 魚住 兵教大附属 大久保北 別府 別府

榎本　翔馬  4:38.62 草賀　斗真  4:43.42 渡邊　裕珂  4:45.04 森元　櫻介  4:47.06 立石　宙嗣  4:47.68 中谷　鳳良  4:50.60 井上　彩人  4:52.18 松尾　昴  4:56.92

三木東 宝殿 小野 宝殿 竜山 稲美北 旭丘 稲美

西脇  48.18 野々池  48.39 小野  48.78 大久保北  48.83 別府  49.02 浜の宮  49.68 社  50.01 黒田庄  50.94

高瀬　伊周 佐野　悠真 水口　来翔 山岡　詩依 武田　玄侍 西岡　蒼留 和田　悠哉 横山　蒼

藤井　遥大 森井　悠太 藤原　滉太郎 鳴海　篤紀 宮野　徠斗 岩佐　和歩 上月　岳人 村上　旺次郎

藤原　空奏 江見　純汰 水池　葵唯 井上　直哉 田村　煌汰 坂　優空 藤井　洸太朗 押田　宗真

来住　侑亮 松本　晃音 田中　優剛 山川　恭矢 小松　蓮 小川　颯介 水野　光 恒原　陽彩

低学年男子 7月16日 4x100mR

１年生男子 7月17日 100m

7月16日 1500m

３年生男子 7月16日 100m

２年生男子 7月16日 100m

 1.45

 55.76  56.44  1:00.30  58.43  58.05  1:00.23  1:03.32  59.64

 9.21  8.92  7.27

 1.65  1.55  1.74  1.50  1.50  1.45  1.65

 16.68 (-1.9)  18.10 (+0.9)  17.54 (-1.9)  18.27 (+0.9)  17.45 (-1.9)

 8.84  8.92  8.46  8.28  9.29

7月16日 四種競技

 17.12 (-1.9)  16.77 (-1.9)  17.60 (-1.9)

7月17日 砲丸投

7月16日 円盤投

7月16日 走幅跳

7月17日 三段跳

7月17日 4x100mR

7月17日 走高跳

7月17日 3000m

7月17日 110mH

7月17日 800m

7月16日 1500m

7位 8位

共通男子 7月17日 200m

7月16日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任

主催団体名 東播中学校体育連盟 陸協名

競技会名 東播地区中学校総合体育大会　陸上競技大会
期日・時刻 2022/7/17 審判長

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　



日付 種目

平野　美紀  27.11 (-2.2) 松岡　愛菜  27.13 (-2.2) 伊藤　紗英  27.16 (-2.2) 満永　彩愛  27.61 (-2.2) 永山　未希  27.66 (-2.2) 岩本　萌々果  27.69 (-2.2) 山田　涼華  27.75 (-2.2) 渡邉　真優  28.33 (-2.2)

陵南 加古川中部 大久保 別府 陵南 加古川 竜山 播磨

吉田　笑麻  2:18.71 王野　遥  2:21.07 高田　彩佑  2:21.58 老松　和奏  2:21.63 吉川　陽菜  2:21.77 荒木　理緒  2:21.89 堀　香里奈  2:23.65 小川　楓乃  2:28.81

陵南 朝霧 志方 荒井 稲美 播磨南 播磨南 稲美北

吉川　菜緒  4:44.82 老松　和奏  4:45.73 吉田　笑麻  4:46.21 吉川　陽菜  4:46.36 岸原　珠琉  4:51.35 王野　遥  4:54.12 稲岡　咲羽  4:56.85 大神　彩羽  4:57.48

稲美 荒井 陵南 稲美 加古川中部 朝霧 荒井 大久保

髙巣　楓子  14.81 (+0.9) 河本　鼓  14.91 (+0.9) 千徳　真心子  15.09 (+0.9) 寺北　ここめ  15.24 (+0.9) 額田　初枝  15.44 (+0.9) 前川　羽葵  15.45 (+0.9) 來住　ひなの  15.51 (+0.9) 片岡　奈菜  15.75 (+0.9)

野々池 浜の宮 浜の宮 陵南 加古川中部 社 西脇 西脇

陵南  50.41 野々池  51.62 大久保  51.75 浜の宮  51.91 加古川中部  51.96 吉川  52.23 大久保北  52.69 西脇  54.61

永山　未希 中西　美菜 川井　波瑠 河本　鼓 橘　里紗 小林　彩 藤本　愛 大嶋　可恋

寺北　ここめ 松井　美咲希 平位　りな 石田　有華咲 松岡　愛菜 工藤　さくら 池田　咲結菜 來住　ひなの

小西　亜由弓 髙巣　楓子 髙橋　沙羽 東　瑞稀 石口　楓 西谷　真穂 西村　星那 片岡　奈菜

平野　美紀 井村　綾実 伊藤　紗英 髙橋　澪 額田　初枝 西岡　花菜 谷山　七海 笹倉　愛実

升元　絢菜  1.51 糀谷　優  1.45 吉本　七海  1.40 岡﨑　莉緒  1.40 ロクカルゲ　真桜里タッツサリー  1.40 高見　美友  1.40

浜の宮 氷丘 吉川 西脇 社 社

社本　朋花  1.40 江本　桜来  1.40

大久保北 大久保北

松岡　愛菜  5.30 (+0.7) 小西　亜由弓  5.24 (+0.7) 田井　里奈  w5.14 (+3.1) 岡　蒼依  w5.09 (+2.2) 間嶋　萌花  w5.05 (+2.6) 鐘撞　紗楠  w4.93 (+2.8) 井村　綾実  4.85 (0.0) 前川　羽葵  4.66 (+1.9)

加古川中部 陵南 氷丘 北条 浜の宮 小野南 野々池 社

長谷川　有  12.80 安井　理央  11.96 山田　幸奈  11.19 橘　未紗  10.91 石賀　眞和  10.82 角谷　美怜  10.75 谷河　梢  10.56 水野　結愛  9.47

志方 浜の宮 志方 大蔵 神吉 望海 氷丘 播磨

安井　理央  30.44 角谷　美怜  29.16 石賀　眞和  29.08 長谷川　有  28.59 佐々木　歩夢  27.02 橘　未紗  25.88 山田　幸奈  25.25 達可　くるみ  24.63

浜の宮 望海 神吉 志方 松陽 大蔵 志方 西脇南

髙巣　楓子  2429 額田　初枝  2399 升元　絢菜  2390 來住　ひなの  2199 岩根　小春  2123 梅津　ももか  1955 藤井　稀羅  1938 河本　鼓  1907

野々池 加古川中部 浜の宮 西脇 望海 緑が丘 黒田庄 浜の宮

7月16日 100mH
7月16日 走高跳
7月16日 砲丸投
7月16日 200m

平野　美紀  12.57 (+2.9) 権藤　百合子  12.65 (+2.9) 永山　未希  12.81 (+2.9) 井村　綾実  12.86 (+2.9) 笹倉　愛実  13.05 (+2.9) 山田　涼華  13.07 (+2.9) 田井　里奈  13.07 (+2.9) 分玉　彩智  13.09 (+2.9)

陵南 氷丘 陵南 野々池 西脇 竜山 氷丘 播磨

山野　麻緒  12.61 (+1.9) 伊藤　紗英  12.73 (+1.9) 岩本　萌々果  12.85 (+1.9) 谷山　七海  13.13 (+1.9) 千徳　真心子  13.23 (+1.9) 山口　恵玲奈  13.28 (+1.9) 堤　清香  13.33 (+1.9) 岡　蒼依  13.37 (+1.9)

両荘 大久保 加古川 大久保北 浜の宮 社 氷丘 北条

西岡　花菜  13.23 (+1.9) 北江　凛  13.50 (+1.9) 田井　理捺  13.52 (+1.9) 前川　希羽  13.56 (+1.9) 濱中　芽衣  13.58 (+1.9) 丘田　莉子  13.60 (+1.9) 田原　朱梨  13.76 (+1.9) 浅野　梨愛  13.77 (+1.9)

吉川 神吉 氷丘 社 緑が丘 竜山 魚住 野々池

大西　結里愛  2:24.32 竹谷　穂乃  2:25.39 西山　楓  2:27.75 笠井　芽生  2:28.16 坂口　心奏  2:28.61 松尾　菜々子  2:29.00 屋敷　乃梨子  2:29.79 藤原　汐央香  2:38.89

荒井 緑が丘 社 神吉 松陽 北条 三木東 社

氷丘  53.39 浜の宮  53.95 社  54.44 神吉  54.77 平岡  54.90 竜山  55.22 大久保北  55.58 播磨南  55.92

谷河　梢 小川　玲奈 井上　もも 丸一　志帆 朝野　虹香 恒川　絢音 宮村　宙楽 吉川　美海

田井　理捺 稲原　歩花 前川　希羽 北江　凛 川﨑　琴葉 丘田　莉子 中渡瀬　結菜 野路　美桜

小笠原　実玖 重田　華穂 グェン　　ハイ　イェン 中山　優希菜 菊口　聖苗 渡邉　柚巴 田中　寧花 角　侑哩

堤　清香 千徳　真心子 ロクカルゲ　真桜里タッツサリー 石川　優菜 佐岡　亜都沙 松下　知弘 内屋　依央梨 荒木　理緒

宝殿 57点 浜の宮 53点 平岡 48点 緑が丘 47点 加古川 41点 大久保北 36点 稲美北 31点 大蔵 30点

浜の宮 63点 陵南 60点 氷丘 40点 加古川中部 34点 野々池 31点 社 28点 志方 27点 神吉 27点

浜の宮 116点 陵南 74点 野々池 61点 緑が丘 61点 宝殿 57点 大久保北 54点 平岡 52点 加古川中部 51点

学校対抗

男子総合

女子総合

男女総合

7位 8位

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

1位 2位 3位 4位 5位 6位

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任

主催団体名 東播中学校体育連盟 陸協名

低学年女子 7月16日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

競技会名 東播地区中学校総合体育大会　陸上競技大会
期日・時刻 2022/7/17 審判長

１年生女子 7月17日 100m

7月17日 800m

３年生女子 7月16日 100m

２年生女子 7月16日 100m

 6.22

 28.39 (-0.6)  27.80 (-0.6)  29.10 (-0.6)  28.22 (-0.6)  29.08 (-0.6)  29.05 (-0.6)  29.78 (-0.6)  29.85 (-0.6)

 1.35  1.43  1.20

 9.03  9.21  9.50  7.84  8.69  7.36  6.34

 15.82 (+0.1)  16.36 (+0.1)  17.09 (+0.1)  16.94 (+0.1)  15.19 (+0.1)

 1.43  1.40  1.52  1.35  1.35

7月16日 四種競技

 15.17 (+0.1)  15.62 (+0.1)  16.10 (+0.1)

7月17日 砲丸投

7月16日 円盤投

7月17日 走高跳

7月16日 走幅跳

7月17日 100mH

7月17日 4x100mR

7月17日 800m

7月16日 1500m

共通女子 7月17日 200m


