




順 競技開始 競 技 種 目 予　準　決 備　　考 招集開始 招集完了

1 9:15 女子　共通　四種競技　１００ｍＨ 　 ３組　　全員計時 8:55 9:05
2 9:30 男子　共通　四種競技　１１０ｍＨ 　 ３組　　全員計時 9:10 9:20

9:45 男子　１年　　　 　 １５００ｍ(1・2） 9:25 9:35
10:00 男子　１年　　　 　 １５００ｍ（3） 9:40 9:50

4 10:10 男子　共通　　　   １５００ｍ 予　選 ２組　　６着＋３ 9:50 10:00
5 10:25 女子　共通　　　   １５００ｍ 予　選 ２組　　６着＋３ 10:05 10:15

10:40 女子　２年　　　　　１００ｍ(1-3） 10:20 10:30
10:50 女子　２年　　　　　１００ｍ(4-6） 10:30 10:40
11:00 男子　２年　　　　　１００ｍ(1-3) 10:40 10:50
11:10 男子　２年　　　　　１００ｍ(4-6) 10:50 11:00
11:20 女子　３年　　　　  １００ｍ(1-3) 11:00 11:10
11:30 女子　３年　　　　  １００ｍ(4・5) 11:10 11:20
11:35 男子　３年　　　　　１００ｍ(1-3) 11:15 11:25
11:45 男子　３年　　　　　１００ｍ(4-7) 11:25 11:35

10 12:05 男子　共通　　　　 ４００ｍ(1・2) 11:45 11:55
11 12:15 男子　共通　　　　 ４００ｍ(3・4) 11:55 12:05
12 12:30 女子　低学年　　４×１００ｍ 予　選 ３組　タイムレース 12:10 12:20
13 12:45 男子　低学年　　４×１００ｍ 予　選 ４組　タイムレース 12:25 12:35

14 13:45 女子　３年　　　　  １００ｍ 準決勝 ２組　　３着＋２ 13:25 13:35
15 13:55 男子　３年　　　　　１００ｍ 準決勝 ３組　　２着＋２ 13:35 13:45
16 14:05 女子　２年　　　　　１００ｍ 準決勝 ３組　　２着＋２ 13:45 13:55
17 14:15 男子　２年　　　　　１００ｍ 準決勝 ３組　　２着＋２ 13:55 14:05

18 14:40 男子　１年　　　 　 １５００ｍ　　 決　勝 14:20 14:30
19 14:50 男子　共通　　　   １５００ｍ 決　勝 14:30 14:40
20 15:00 女子　共通　　　   １５００ｍ 決　勝 14:40 14:50
21 15:10 女子　３年　　　　  １００ｍ 決　勝 14:50 15:00
22 15:15 男子　３年　　　　　１００ｍ 決　勝 14:55 15:05
23 15:20 女子　２年　　　　　１００ｍ 決　勝 15:00 15:10
24 15:25 男子　２年　　　　　１００ｍ 決　勝 15:05 15:15
25 15:30 男子　共通　　　　 ４００ｍ　　　　　 決　勝 15:10 15:20
26 15:35 男子　共通　四種競技　４００ｍ ３組　　全員計時 15:15 15:25
27 15:50 女子　共通　四種競技　２００ｍ ３組　　全員計時 15:30 15:40

28 16:05 女子　低学年　 ４×１００ｍ 決　勝 15:45 15:55
29 16:10 男子　低学年　 ４×１００ｍ 決　勝 15:50 16:00
1 9:45 男子　共通　　走　幅　跳 決　勝 Ａ・Ｂピット 9:05 9:15
2 10:45 女子　共通　四種競技　走 高 跳 Ａピット 現地集合 10:25
3 12:45 女子　共通　　走　幅　跳 決　勝 Ａピット 12:05 12:15
4 12:45 男子　共通　四種競技　走 高 跳 Ａピット 現地集合 12:25
1 9:45 女子　共通　　円　盤　投 決　勝 9:05 9:15
2 11:15 男子　共通　四種競技　砲 丸 投 Ａピット 現地集合 10:55
3 12:45 男子　共通　　円　盤　投 決　勝 12:05 12:15
4 13:15 女子　共通　四種競技　砲 丸 投 Ａピット 現地集合 12:55
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順 競技開始 競 技 種 目 予　準　決 備　　考 招集開始 招集完了

9:15 男子　共通　 　４×１００ｍ(1-3) 8:55 9:05
9:30 男子　共通　 　４×１００ｍ(4･5) 9:10 9:20
9:40 女子　共通　 　４×１００ｍ(1-3) 9:20 9:30
9:55 女子　共通　 　４×１００ｍ(4・5) 9:35 9:45

10:10 男子　共通　　　３０００ｍ(1) 9:50 10:00
10:25 男子　共通　　　３０００ｍ(2) 10:05 10:15

4 10:40 女子　１年　　　 ８００ｍ 予　選 ３組　２着＋２ 10:20 10:30
5 10:55 女子　共通　　　８００ｍ 予　選 ３組　２着＋２ 10:35 10:45
6 11:10 男子　共通　　　８００ｍ 予　選 ２組　３着＋２ 10:50 11:00

11:20 女子　１年　　　 １００ｍ(1・2) 11:00 11:10
11:25 女子　１年　　　 １００ｍ(3・4) 11:05 11:15
11:30 男子　１年　　　 １００ｍ(1-3)　 11:10 11:20
11:40 男子　１年　　　 １００ｍ(4-6) 11:20 11:30
11:50 女子　共通　　　２００ｍ(1・2) 11:30 11:40
11:55 女子　共通　　　２００ｍ(3・4) 11:35 11:45
12:00 男子　共通　　　２００ｍ(1-3) 11:40 11:50
12:10 男子　共通　　　２００ｍ(4・5) 11:50 12:00
12:30 女子　共通　　　１００ｍＨ(1-3) 12:10 12:20
12:45 女子　共通　　　１００ｍＨ(4-6) 12:25 12:35
13:00 男子　共通　　　１１０ｍＨ(1・2) 12:40 12:50
13:10 男子　共通　　　１１０ｍＨ(3・4) 12:50 13:00

13 14:00 女子　１年        １００ｍ 準決勝 ２組　　３着＋２ 13:40 13:50
14 14:15 男子　１年        １００ｍ 準決勝 ２組　　３着＋２ 13:55 14:05

15 14:35 女子　１年　　　 ８００ｍ　　　　　 決　勝 14:15 14:25
16 14:40 女子　共通　　　８００ｍ 決　勝 14:20 14:30
17 14:45 男子　共通　　　８００ｍ 決　勝 14:25 14:35
18 14:50 女子　共通　　　２００ｍ 決　勝 14:30 14:40
19 14:55 男子　共通　　　２００ｍ 決　勝 14:35 14:45
20 15:10 男子　共通　　　１１０ｍＨ 決　勝 14:50 15:00
21 15:20 女子　共通　　　１００ｍＨ 決　勝 15:00 15:10
22 15:30 女子　１年        １００ｍ 決　勝 15:10 15:20
23 15:35 男子　１年        １００ｍ　　　　　 決　勝 　 15:15 15:25
24 15:40 男子　共通　　　３０００ｍ 決　勝 　 15:20 15:30
25 16:00 女子　共通　　　４×１００ｍ 決　勝 15:40 15:50
26 16:05 男子　共通　　　４×１００ｍ 決　勝 15:45 15:55
1 10:30 男子　共通　　走　高　跳 決　勝 Ａピット 9:50 10:00
2 12:45 男子　共通　　三　段　跳 決　勝 Ａピット 12:05 12:15
3 13:00 女子　共通　　走　高　跳 決　勝 Ａ・Ｂピット 12:20 12:30
1 10:45 男子　共通　　砲　丸　投 決　勝 Ａピット 10:05 10:15
2 13:15 女子　共通　　砲　丸　投 決　勝 Ａピット 12:35 12:45
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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．競技者の招集について 

（１）競技者招集場所は現地招集する。 

（２）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 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40分前 競技開始30分前 

（３）招集の手順 

     ①競技者は招集開始時刻までに現地で集合し点呼を受ける。その際、アスリートビブス・スパイクピンの長さ（走

高跳は１２ｍｍ以下、その他は９ｍｍ以下）・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、あらかじめ本人が多種目同時出場届を本部に

届け出ること。多種目同時出場届は兵庫県中学校体育連盟陸上競技部ホームページからプリントアウトしたも

のを利用する。（流しプロに記載し、連携を図る。） 

   ③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。 

   ④四種競技出場者の招集については以下の要領で行う。 

    ＊トラック種目：（３）の①に従って、競技者係による通常の点呼を受ける。 

    ＊フィールド種目：招集開始時刻に現地に集合し点呼を受ける。 

     ⑤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、他種目とかさなるなどのため、点呼が

受けられない場合は、（３）②に従いその旨を事前に申し出て許可をえておくこと。 

     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本部に申し出ること。

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

     ⑦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〕 

３．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、プログラム記載の番号で示す。 

（２）トラック競技の計時は、写真判定（１／１００秒）とし、同記録の場合は、より細かく優劣を判定して順位を決

定する。（１／１０００秒単位で確認するが、２／１０００秒以上の差が認められた場合を着差とする） 

（３）トラック競技で、タイムにより次のラウンドの出場者を決める場合、同記録者が出たときは、レーン数が充足す

る場合は９レーンを用いて次のラウンドを行う。レーン数が不足する場合は、同記録の写真をより細かく優劣を

判定して進出者を決める。それでも決められない場合は抽選とする。              〔TR21.2〕 

（４）トラック競技のスタートにおいて、「On your marks（位置について）」あるいは「Set（用意）」の合図の後、あ

る競技者が音声その他の方法で、他の競技者をじゃまするよう場合は不正スタートとみなす    〔TR16.5.2〕 

（５）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した者を失格」とする。 

   尚、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）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。 

（７）リレー競技のマーカーは１カ所とし、競技場備え付けのマーカーを使用すること。（加古川競技場特別規定） 

（８）リレーチームの編成メンバーは、予選・決勝ともに、リレーまたは他の種目に申し込んでいる競技者であれば出

場できる。ただし、少なくとも２人はリレーに申し込んだ競技者であること。         〔TR24.10〕 

（９）リレーチームの編成（オーダー用紙提出）は、予選・決勝ともに第１組の招集完了時刻の１時間前までに記録室

に提出する。                                       〔TR24.11〕 

（10）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。 

（11）競技者に対する助力については、TR6.2を適用するので十分に気をつけること。 

（12）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。 

（13）助走路が使われるフィールド競技のマーカーは、２個まで置くことができる。このようなマーカーが準備されな

い場合は、粘着テープを使用してもよい。                         〔TR25.3.1〕 

（14）サークルから行うフィールド競技では、マーカーを１つだけ使用することができる。      〔TR25.3.3〕 

４．TR５競技用靴の対応について 

 本大会はＴＲ5.2（ＴＲ５：シューズ）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．アスリートビブスについて 

（１）アスリートビブスは、ユニホームの胸背部に確実に結着すること。なお、跳躍の競技者は、背部または胸部のみ

でもよい。                                         〔TR5.7〕 

（２）アスリートビブス（腰）を招集時に受け取り、ランニングパンツ右側上部やや後方につけること。 

６．走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 1m45 1m50 ～ 1m85   5㎝ ずつ  1m85以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m25 1m30 ～ 1m45   5㎝ ずつ  1m45以上  3㎝ ずつ 

四種競技 

（走高跳） 

男 子 1m30 1m35 ～ 1m65   5㎝ ずつ  1m65以上  3㎝ ずつ 

女 子 1m15 1m20 ～ 1m40   5㎝ ずつ  1m40以上  3㎝ ずつ 

     ①走高跳で上記以降の高さは、最後の一人になり優勝が決まるまでは、走高跳は３㎝きざみとすべき TR26.4

であるが、本大会規定により棒高跳は、10㎝きざみとする。 

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

 

７．フィールド種目における計測標準記録について 

   フィールド競技の決勝において、次の記録に達しない場合は計測しないことがある。 

種  目 性 別 計 測 ラ イ ン 

走 幅 跳     
男 子 ５ｍ１０ 

女 子 ４ｍ３０ 

三 段 跳 男 子 １０ｍ５０ 

砲 丸 投 
男 子  ８ｍ００ 

女 子   ８ｍ５０ 

円 盤 投 
男 子 ２０ｍ００ 

女 子 ２０ｍ００ 

 

８．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。 

 

９．表彰について 

（１）入賞者の得点は、１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５位４点、６位３点、７位２点、８位１点とする。 

（２）男女総合、男子総合、女子総合優勝校に、それぞれ表彰状・優勝杯を、準優勝校に表彰状・準優勝杯を、３位校

に表彰状を授与する。 

（３）各種目１位の選手に表彰状・メダルを、２位、３位の選手に表彰状を授与する。 

 

10．競技場使用について 

（１）ＡＤカードを付けていない者は、競技場および補助競技場に立ち入ることはできない。 

（２）ウォームアップ場は、補助競技場を原則とする。（駐車場・芝生広場での練習は禁止する） 

（３）本競技場での練習は、許可された時間帯以外は認めない。 

（４）選手・役員以外は競技場内に立ち入ることはできない。 

（５）本部前の通行は一切禁止する。（スタンド下通路・場外・バックスタンドのいずれかを利用すること） 

（６）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。（競技場内にゴミ箱は設置していない） 

（７）競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者で行う。それ以降の処置については、各校の責任に

おいて、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こと。 

（８）本大会において 6位までに入った選手、チームは、第 66回県中学校総合体育大会（7/26～27）に出場できるた

め、資格を得た選手の顧問は、競技会終了後の打ち合わせ会に出席し手続きすること。 

 

11．写真（ビデオ）撮影について 

  悪質な写真（ビデオ）の盗撮を未然に防ぎ、子供や選手をこれからの被害を守るために、大会中の撮影許可を下記 

の場合に限らせてもらいます。 

 ①大会運営本部より許可した報道関係者 ②大会出場校の顧問 

 ※撮影されている方に、上記に該当するか確認させていただく場合があります。 



                                           令和４年度 

                   第４４回    東播地区中学校総合体育大会 

                   第７５回    東播地区中学校陸上競技大会 

                                                                                        （２２２８３５０３） 

 

 

１  主    催    東播地区中学校体育連盟    兵庫陸上競技協会    加古川市教育委員会 

 

２  主    管    東播地区中学校体育連盟陸上競技部  加古川市中学校体育連盟 

 

３  後    援    神戸新聞社 

 

４  日    時    令和４年７月１６日（土）  開始宣言  午前  ８：５０ 

                                          競技開始  午前 ９：１５ 

                令和４年７月１７日（日）  競技開始  午前 ９：１５ 

                                          閉会宣言  午後  ４：００ 

 

５  場    所    加古川運動公園陸上競技場（２８１０６０） 

                住所：加古川市西神吉町鼎１０５０    ０７９－４３３－２６６２ 

 

６  種    目   【男子１９種目】 

                  １年生：１００ｍ(13”84)  １５００ｍ(5’30”0) 

                  ２年生：１００ｍ(12”84) 

                  ３年生：１００ｍ(12”64) 

              １・２年生：４×１００ｍＲ（２年－１年－１年－２年の走順） 

                共通：２００ｍ(25”64)  ４００ｍ(58”94)  ８００ｍ(2’15”0)  １５００ｍ(4’35”0)    

               ３０００ｍ(10’20”0)  １１０ｍＨ(19”04)  ４×１００ｍＲ 

                         走高跳(1m50)  棒高跳(2m60)  走幅跳(5m10)  三段跳(10m50)  砲丸投(５㎏8m00)      

               円盤投(1.5kg20m) 四種競技（１１０ｍＨ・砲丸投・走高跳・４００ｍ） 

               【女子１５種目】 

                  １年生：１００ｍ(14”94)  ８００ｍ(2’55”0) 

                  ２年生：１００ｍ(14”34) 

                  ３年生：１００ｍ(14”14) 

              １・２年生：４×１００ｍＲ（２年－１年－１年－２年の走順） 

                共通：２００ｍ(28”94)  ８００ｍ(2’35”0)  １５００ｍ(5’15”0)  １００ｍＨ(19”14)   

               ４×１００ｍＲ 走高跳(1m30)  走幅跳(4m30)  砲丸投(2.72㎏8m50) 

円盤投(1㎏20m00) 四種競技（１００ｍＨ・走高跳・砲丸投・２００ｍ） 

 

７  出場資格    日本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。 

 

８  出場制限    ①一人２種目以内とする。（但し、リレーは除く） 

                ②１種目に１校２名以内とする。 

                ③各リレーは１校１チームとし、同一人が低学年リレーと共通リレーの両方に出場することはできない。  

               ④学年種目は、該当学年の生徒に限る。 

                ⑤共通種目は、全ての学年が出場できる。 

⑥リレー、四種競技以外は、（ ）内の参加標準記録を突破していること。               

 

９  競技規定    ①２０２２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う。 

                ②男女別学校対抗とする。 

                ③フィールド種目においては、（  ）内記載の記録に達しない場合は計測しない。 

 

10  表彰規定    ①男女総合、男子総合、女子総合で学校対抗とし、 

                  優勝校に優勝杯と表彰状、準優勝校に準優勝杯と表彰状、３位校に表彰状を授与する。 

                ②各種目１位の選手に優勝メダルと表彰状、２位・３位の選手に表彰状を授与する。 

 

 



 

11  申込方法   【東播地区中学校陸上競技部及びアスリートランキングのホームページを利用】 

        ・申し込み入力は、６月２０日（月）～７月４日（月）に行うこと。 

        ・申し込み入力完了後、エントリー画面の種目順の項目にチェックを入れて、一覧表を印刷すること。 

        ・代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。 

        ・一覧表は２部（１部コピー）作成し、７月５日（火）までに、地区委員長へ送付のこと。 

 

12  プログラム編成会議   令和４年７月６日（水）  加古川運動公園陸上競技場  午後３時００分 

 

13  そ の 他    ①参加生徒の引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員（学校教育法施行規則第78条の2に該当す

る者）とする。なお、部活動指導員は他校の引率者及び依頼監督にはなれない。また、本大会に出場す

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46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、本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。 

                ②教師以外の者がコーチ等にあたる場合には、学校長の承認を得ること。 

                ③当該校以外の中学校教員は、外部コーチにはなれない。また同一人物が複数校の外部コーチになれない。 

                ④選手の変更は、認めない。 

                ⑤競技中の傷害に対しては、応急処置のみを行う。以後は日本スポーツ振興センター等を通して各学校で 

         処置すること。                                        

               ⑥競技場でのマナーについて、各学校で事前指導を徹底しておくこと。特に新型コロナウイルス感染防止 

         対策に関しては、別紙を参照し丁寧に対応すること。 

                ⑦各校１名以上の競技役員を終日出すこと。 

                ⑧競技注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。 

                ⑨申込書に記載した氏名は新聞の結果報道に掲載されることをチーム内で確認しておく。 

                ⑩競技会当日、午前６時に加古川市に気象警報（津波以外）が発令されている場合、学校または自宅で待

機する。その後の対応については、各市郡委員長に連絡する。 

                ⑪スタートリスト及び大会結果は、東播地区中学校陸上競技部ホームページ等で公開する。その旨了承の上、 

         参加申し込みを行うこと。 

       ⑫競技場内にある自動販売機の使用は禁止とする。 

                ⑬周辺道路への路上駐車は、絶対にしないこと。 

 

        ＊大会開催にあたっての新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる注意事項については、 

別記の「第７５回東播地区中学校陸上競技大会の開催について」を必ず確認すること。 

 

 

 

各種目１位～６位を、第６６回兵庫県中学校総合体育大会の東播地区代表として推薦するので、資格を得た学校の監督は、大

会終了後の打ち合わせ会に出席し、参加申込の手続きを完了すること。  

 



第７５回東播地区中学校陸上競技大会の開催について 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本陸上競技連盟の競技会再開におけるガイダンス、兵庫県陸上競技

協会ガイダンス、及び加古川運動公園陸上競技場施設利用ガイドラインに沿って、安全・安心に配慮し開催します。 

 

【基本注意事項】 

１．日々の体調管理と検温の実施（大会前１週間、大会後２週間の検温を義務付ける） 

２．「３密」の回避 

・各校の待機場所、招集場所、競技エリア待機場所、更衣室、役員控室などでの３密回避。 

・フィジカルディスタンスを確保し、近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

・密閉されやすい場所では十分に換気を行う。 

・更衣室（女子のみ）の滞在時間を短時間にし、シャワーの使用は禁止する。 

３．感染症対策 

（１）マスクの着用 

・参加者はマスクを着用する。競技者は運動以外の場面ではマスクを着用する。 

（２）手洗い、手指消毒の徹底。 

  ・手洗い場の石けん設置。 

  ・競技前、競技後の手洗い（状況に応じて競技中の手指消毒） 

  ・各所に手指消毒用のアルコール液を設置する。 

  ・競技役員は任務に応じてゴム手袋を着用する。 

４．参加者（競技者・競技役員）へのお願い 

・「３密」を避けた行動 

・競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合の報告。（最寄りの保健所、主催者へ） 

 

【大会参加について】 

１． 競技者は、所定の「体調管理チェックシート」の提出を義務付ける。なお、２日間出場する場合は、両日とも

書類を提出すること。 

２． 競技役員は、所定の「体調管理チェックシート」の提出を義務付ける。 

３．競技者は、競技のウオーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速やかに帰宅すること。 

４．下記に該当する場合は参加を認めない。 

①「体調管理チェックシート」の提出がない。 

②大会当日の朝の検温で３７．５℃を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

③発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。 

 

【競技場への入場について】 

１． 受付は、中央ロビーでアルコール消毒、検温を行い、雨天練習場で「体調管理チェックシート」を提出し、参

加証を受け取る。 

＊受付後の競技者、競技役員の入退場はメイングラウンド北側ゲートに限定する。 

２．保護者については、メイングラウンド南側ゲートで「保護者用チェックシート」を提出し入場する。 

  ＊受付後の入退場は、メイングラウンド北側ゲート・南側ゲートに限定する。 

 

【その他の注意事項】 

１． 各校、待機場所は可能な限り距離を離すこと。また、各学校、各自で消毒液等を準備すること。 

２． 声を出しての応援、集団での応援は禁止する。（手拍子等は可とする） 

３．番組編成、リザルトはＷeb に掲載する。（掲示板への貼り出しはしない） 

４．競技場内全てのゴミ箱は使用せず、ゴミは各自でビニール袋に入れて持ち帰ること。 
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１００ｍ １０”５６ 宮本　大輔 （ 山 口・周 陽 ） ２０１４年 防府

(手） 　１０’４　 桑田　隆史 （ 大 阪・寝 屋 川 四 ） １９８８年 万博

２００ｍ ２１”１８ 日吉　克実 （ 静 岡・伊豆修善寺 ） ２０１０年 布勢

４００ｍ ４８”１８ 谷川　鈴扇 （ 群 馬・邑 楽 ） ２００９年 大分

８００ｍ １’５２”４３ 馬場勇一郎 （ 愛 知・上 郷 ） ２０１６年 瑞穂

１５００ｍ ３’４９”７２ 石田　洸介 （ 福 岡・浅 川 ） ２０１７年 日体大

３０００ｍ ８’１７”８４ 石田　洸介 （ 福 岡・浅 川 ） ２０１７年 日産スタジアム

１１０ｍＹＨ(91.4-9.14) １３”６８ 岩本　咲真 （ 福 岡・八 屋 ） ２０２２年 博多の森

４×１００ｍＲ ４２”２５ 斉藤・田村・内屋・大石 （ 静 岡・吉 田 ） ２０１９年 長居

低学年４×１００ｍＲ ４５秒００ 栗田・白石・青山・山中 （ 大 阪・咲 く や こ の 花 ） ２０１７年 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

走高跳 ２ｍ１０ 境田　裕之 （ 北 海 道・春 日 台 ） １９８６年 国立

棒高跳 ４ｍ９３ 古澤　一生 （ 群 馬・新 町 ） ２０１７年 敷島

（室内） ５ｍ０５ 古澤　一生 （ 群 馬・新 町 ） ２０１８年 大阪城ホール

走幅跳 ７ｍ４０ 和田　晃輝 （ 大 阪・楠 葉 西 ） ２０１６年 枚方

三段跳 １４ｍ５８ 小栗　　忠 （ 静 岡・笠 井 ） １９９２年 草薙

砲丸投（5.0） １７ｍ８５ 奥村　仁志 （ 福 井・大 野 和 泉 ） ２０１５年 紀三井寺

砲丸投（4.0） １９ｍ４１ 高久保雄介 （ 滋 賀・明 富 ） ２００１年 広島広域

円盤投（1.5） ５１ｍ２３ 幸長　慎一 （ 兵 庫・姫 路 東 ） ２０１２年 日産スタジアム

四種競技 ３０９１点 高橋　大史 （ 山 形・上 山 南 ） ２０２０年 日産スタジアム

近畿中学記録
１００ｍ １０”６１ 年綱　晃広 （ 兵 庫・塩 瀬 ） ２０２１年 神戸総合

１０”４　 桑田　隆史 （ 大 阪・寝 屋 川 四 ） １９８８年 万博

２００ｍ ２１”５８ 桑田　隆史 （ 大 阪・寝 屋 川 四 ） １９８８年 開成山

４００ｍ ４８”６８ 梅谷穂志亜 （ 奈 良・香 芝 東 ） ２０１４年 丸亀

８００ｍ １’５３”６７ 足立　俊治 （ 兵 庫・柏 原 ） １９９０年 博多の森

１５００ｍ ３’５５”９０ 池田　　親 （ 兵 庫・加古川山手 ） ２０１２年 加古川

３０００ｍ ８’２１”２２ 池田　　親 （ 兵 庫・加古川山手 ） ２０１２年 尼崎

１１０ｍＹＨ(91.4-9.14) １３”７４ 田原　歩睦 （ 奈 良・平 城 東 ） ２０１９年 長居

４×１００ｍＲ ４２”４０ 鍋島・西村・西野・須戸 （ 滋 賀・双 葉 ） ２０１７年 熊本

低学年４×１００ｍＲ ４５秒００ 栗田・白石・青山・山中 （ 大 阪・咲 く や こ の 花 ） ２０１７年 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

走高跳 ２ｍ０６ 松井　紀之 （ 奈 良・田 原 本 ） １９８６年 橿原

棒高跳 ４ｍ９０ 浅野　喜洋 （ 兵 庫・広 陵 ） ２００１年 鴻ﾉ池

走幅跳 ７ｍ４０ 和田　晃輝 （ 大 阪・楠 葉 西 ） ２０１６年 枚方

三段跳 １４ｍ５４ 澤　　秀典 （ 京 都・樫 原 ） １９９８年 山城

砲丸投（5.0） １６ｍ６４ 石山　　歩 （ 兵 庫・福 崎 東 ） ２０１１年 鴻ﾉ池

砲丸投（4.0） １９ｍ４１ 高久保雄介 （ 滋 賀・明 富 ） ２００１年 広島広域

円盤投（1.5） ５１ｍ２３ 幸長　慎一 （ 兵 庫・姫 路 東 ） ２０１２年 日産スタジアム

四種競技 ３０５４点 中村　　仁 （ 兵 庫・播 磨 南 ） ２００４年 敷島

兵庫中学記録
１００ｍ １０”６１ 年綱　晃広 （ 阪 神・塩 瀬 ） ２０２１年 神戸総合

２００ｍ ２１”７２ 魚里　勇介 （ 淡 路・青 雲 ） ２００９年 神戸

４００ｍ ４９”１４ 山田　　翼 （ 東 播・加 古 川 ） ２０１４年 加古川

８００ｍ １’５３”６７ 足立　俊治 （ 丹 有・柏 原 ） １９９０年 博多の森

１５００ｍ ３’５５”９０ 池田　　親 （ 東 播・加古川山手 ） ２０１２年 加古川

３０００ｍ ８’２１”２２ 池田　　親 （ 東 播・加古川山手 ） ２０１２年 尼崎

１１０ｍＹＨ(91.4-9.14) １３”８０ 村田　隼 （ 阪 神・立 花 ） ２０２２年 加古川

４×１００ｍＲ ４２”６３ 小楠・年綱・伊藤・和田 （ 阪 神・塩 瀬 ） ２０２０年 三木

低学年４×１００ｍＲ ４５”６７ 下里・和田・伊藤・八尾 （ 阪 神・塩 瀬 ） ２０１８年

走高跳 ２ｍ０１ 潮崎　　傑 （ 神 戸・港 島 ） ２０１１年 加古川

棒高跳 ４ｍ９０ 浅野　喜洋 （ 神 戸・広 陵 ） ２００１年 鴻ﾉ池

走幅跳 ７ｍ１３ 佐貫　源紀 （ 神 戸・有 野 北 ） ２０１５年 加古川

三段跳 １４ｍ４９ 小島　清志 （ 神 戸・飛 松 ） １９８６年 明石

砲丸投（5.0） １６ｍ６４ 石山　　歩 （ 中 播・福 崎 東 ） ２０１１年 鴻ﾉ池

砲丸投（4.0） １８ｍ７２ 石山　　歩 （ 中 播・福 崎 東 ） ２０１１年 鴻ﾉ池

円盤投（1.5） ５１ｍ２３ 幸長　慎一 （ 中 播・姫 路 東 ） ２０１２年 日産スタジアム

四種競技 ３０５４点 中村　　仁 （ 東 播・播 磨 南 ） ２００４年 敷島



女子

日本中学記録

１００ｍ １１”６１ 土井　杏南 （ 埼 玉・朝 霞 一 ） ２０１０年 鳥取

２００ｍ ２３”９９ ハッサン・ナワール （ 千 葉・松 戸 五 ） ２０１９年 等々力

８００ｍ ２’０７”１９ 高橋　ひな （ 兵 庫・山 陽 ） ２０１３年 調布

１５００ｍ ４’１９”４６ 福田　有以 （ 兵 庫・稲 美 北 ） ２０１０年 神戸

１００ｍＭＨ(76.2-8.0) １３”５６ 澤田ｲﾚｰﾈｵｷﾞﾓﾝｷﾞ （ 東 京・
KMC 陸 上 ｸ ﾗ ﾌ ﾞ
< 調 布 四 > ） ２０１２年 夢の島

４×１００ｍＲ ４７”０４ 岡・福井・稲荷・藤木 （ 和歌山・桐 蔭 ） ２０１９年 長居

低学年４×１００ｍＲ ４９”４５ 小川・城島・笹川・中務 （ 埼 玉・常 磐 ） １９８１年 国立

走高跳 １ｍ８７ 佐藤　　恵 （ 新 潟・木 戸 ） １９８１年 国立

走幅跳 ６ｍ２０ 藤山　有希 （ 神 奈 川・足 柄 台 ） ２０１６年 岩手

砲丸投(2.72) １７ｍ４５ 奥山　琴未 （ 岡 山・上 道 ） ２０１９年 岡山

円盤投(1.00) ４４ｍ５７ 斎藤　真希 （ 山 形・余 目 ） ２０１５年 酒田

四種競技 ３２３３点 林　　美希 （ 愛 知・翔 南 ） ２０２０年 日産スタジアム

近畿中学記録

１００ｍ １１”７３ 竹内　彩華 （ 兵 庫・御 影 ） ２００５年 加古川

２００ｍ ２４”４７ 武本　知紘 （ 奈 良・都 祁 ） ２００９年 大分総合

(手） ２４”０　 奥埜めぐみ （ 兵 庫・竜 山 ） １９９２年 王子

８００ｍ ２’０７”１９ 高橋　ひな （ 兵 庫・山 陽 ） ２０１３年 調布

１５００ｍ ４’１９”４６ 福田　有以 （ 兵 庫・稲 美 北 ） ２０１０年 神戸

１００ｍＭＨ(76.2-8.0) １３”６６ 藤原　かれん （ 兵 庫・神 河 ） ２０１９年 皇子山

４×１００ｍＲ ４７”０４ 岡・福井・稲荷・藤木 （ 和歌山・桐 蔭 ） ２０１９年 長居

低学年４×１００ｍＲ ４９秒７０ 國松・岸本・島田・中道 （ 大 阪・咲 く や こ の 花 ） ２０１９年 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

走高跳 １ｍ７７ 津田シェリアイ （ 大 阪・今 市 ） ２０１１年 長居２

走幅跳 ６ｍ１２ 高良　彩花 （ 兵 庫・西 宮 浜 ） ２０１５年 加古川

砲丸投(2.72) １６ｍ６７ 尾山　和華 （ 兵 庫・志 方 ） ２０１４年 太子

円盤投（1.00) ３９ｍ７７ 助永　仁美 （ 兵 庫・神 戸 生 田 ） ２００３年 横浜国際

四種競技 ３１３３点 藤本　奈那 （ 兵 庫・福 崎 東 ） ２００９年 大分総合

兵庫中学記録

１００ｍ １１”７３ 竹内　彩華 （ 神 戸・御 影 ） ２００５年 加古川

２００ｍ ２４”５５ 下村　香穂 （ 神 戸・白 川 台 ） ２０１０年 神戸

(手） ２４”０　 奥埜めぐみ （ 東 播・竜 山 ） １９９２年 王子

８００ｍ ２’０７”１９ 高橋　ひな （ 中 播・山 陽 ） ２０１３年 調布

１５００ｍ ４’１９”４６ 福田　有以 （ 東 播・稲 美 北 ） ２０１０年 神戸

１００ｍＭＨ(76.2-8.0) １３”６６ 藤原　かれん （ 中 播・神 河 ） ２０１９年 皇子山

４×１００ｍＲ ４７”９１ 横溝･前田･櫻井･西村 （ 東 播・宝 殿 ） １９９８年 加古川

低学年４×１００ｍＲ ５０”１０ 重永・平川；若林・稲田 （ 神 戸・平 野 ） １９９１年 国立

走高跳 １ｍ７３ 井上紗耶加 （ 神 戸・北 神 戸 ） ２０１６年 神戸

走幅跳 ６ｍ１２ 高良　彩花 （ 阪 神・西 宮 浜 ） ２０１５年 加古川

砲丸投(2.72) １６ｍ６７ 尾山　和華 （ 東 播・志 方 ） ２０１４年 太子

円盤投（1.00) ３９ｍ７７ 助永　仁美 （ 神 戸・神 戸 生 田 ） ２００３年 横浜国際

四種競技 ３１３３点 藤本　奈那 （ 中 播・福 崎 東 ） ２００９年 大分総合



東播中学記録

男子

１００ｍ １０”８３ 溝口　塁生 （ 明 石・野 々 池 ） Ｈ２８年 紀三井寺

（手） １０”７　 古門　宣泰 （ 高 砂・鹿 島 ） Ｈ　４年 明石

２００ｍ ２１”９３ 橋詰　竜輝 （ 多 可・加 美 ） Ｒ　４年 三木

（手） ２２”１　 井藤　直起 （ 明 石・衣 川 ） Ｈ　９年 王子

４００ｍ ４９”１４ 山田　　翼 （ 加 古 川・加 古 川 ） Ｈ２６年 丸亀

８００ｍ １’５５”９２ 西村　陽貴 （ 三 木・三 木 ） Ｈ２４年 千葉

１５００ｍ ３’５５”９０ 池田　　親 （ 加 古 川・加古川山手 ） Ｈ２４年 加古川

３０００ｍ ８’２１”２２ 池田　　親 （ 加 古 川・加古川山手 ） Ｈ２４年 尼崎

１１０ｍＹＨ （91.4-9.14) １３”８５ 久保田倖輔 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２８年 加古川

４×１００ｍＲ ４３”６４ 波多野・高松・木村・宮本 （ 加 古 川・浜 の 宮 ） Ｈ１５年 厚別

走高跳 １ｍ９６ 堂垣　善央 （ 加 古 川・加古川山手 ） Ｈ　１年 松江

棒高跳 ４ｍ２０ 井谷　　寛 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２３年 加古川

４ｍ２０ 大崎　洋介 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２７年 加古川

４ｍ２０ 吉田　肖聡 （ 加 古 川・氷 丘 ） Ｈ２８年 松本平

走幅跳 ６ｍ９３ 野中　　楓 （ 加 古 川・加 古 川 ） Ｈ２７年 加古川

三段跳 １４ｍ２５ 灘吉　将和 （ 加 古 川・浜 の 宮 ） Ｈ　６年 高砂

砲丸投 (5.0kg) １５ｍ６０ 森　　大地 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ２１年 加古川

砲丸投 (4.0kg) １８ｍ０４ 蓬田　和正 （ 加 古 川・別 府 ） Ｈ１５年 加古川

円盤投 (1.5kg) ４２ｍ８０ 梶谷　達郎 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２２年 日産

四種競技 ３０５４点 中村　　仁 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ１６年 敷島

女子

１００ｍ １２”０５ 宮田　乙葉 （ 明 石・朝 霧 ） Ｈ２６年 加古川

（手） １１”８　 奥埜めぐみ （ 高 砂・竜 山 ） Ｈ　４年 王子

２００ｍ ２４”５６ 好井　愛結 （ 加 古 川・氷 丘 ） Ｒ　２年 加古川

（手） ２４”０　 奥埜めぐみ （ 高 砂・竜 山 ） Ｈ　４年 王子

８００ｍ ２’０９”４６ 小林祐梨子 （ 小 野・旭 丘 ） Ｈ１５ 加古川

１５００ｍ ４’１９”４６ 福田　有以 （ 加 古 郡・稲 美 北 ） Ｈ２２年 ユニバー

１００ｍＭＨ (76.2-8.0) １３”９２ 松永　朋子 （ 小 野・小 野 ） Ｈ２９年 ユニバー

４×１００ｍＲ ４７”９１ 横溝・前田・櫻井・西村 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ１０年 加古川

走高跳 １ｍ７０ 銭谷　　恵 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｓ５８年 明石

走幅跳 ５ｍ９２ 宇都宮絵莉 （ 加 古 川・平 岡 南 ） Ｈ２０年 加古川

砲丸投 (2.721kg) １６ｍ６７ 尾山　和華 （ 加 古 川・志 方 ） Ｈ２６年 太子

円盤投 (1.0kg) ３７ｍ９０ ｱﾋﾝﾊﾞﾚ･ﾃｨﾅ （ 加 古 川・加 古 川 ） Ｈ２６年 横浜日産

四種競技 ２８９７点 荒木　志帆 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２４年 加古川



大会記録

男子

３年１００ｍ １０”９６ 藤原　篤弥 （ 加 古 川・小 野 南 ） Ｒ　１年 加古川

(手） １０”７　 古門　宣泰 （ 高 砂・鹿 島 ） Ｈ　４年 加古川

２年１００ｍ １１”１９ 西尾　晃太 （ 小 野・小 野 ） Ｈ２８年 加古川

１年１００ｍ １１”６６ 西尾　晃太 （ 小 野・小 野 ） Ｈ２７年 加古川

共通２００ｍ ２２”３８ 森永　悠斗 （ 加 古 川・山 手 ） Ｈ３０ 加古川

共通４００ｍ ５０”２２ 松浦　周平 （ 加 古 川・平 岡 南 ） Ｈ　６年 明石

共通８００ｍ １’５６”３７ 高柳　俊隆 （ 加 古 川・山 手 ） Ｈ２３年 加古川

共通１５００ｍ ４’０３”３２ 長嶋　幸宝 （ 加 古 川・氷 丘 ） Ｒ　１年 加古川

１年１５００ｍ ４’１６”３０ 坂元　祐喜 （ 加 古 川・山 手 ） Ｈ２４年 加古川

共通３０００ｍ ８’４８”１５ 中尾　大樹 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ２６年 加古川

１１０ｍＹＨ(91.4-9.14) １３”８５ 久保田倖輔 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２８年 加古川

４×１００ｍＲ ４４”１０ 義澤･廣田･丸山･浮氣 （ 加 古 川・浜 の 宮 ） Ｈ２１年 加古川

低学年４×１００ｍＲ ４６”１２ 小河原・辻本・長通・東 （ 加 古 川・宝 殿 ） Ｒ　１年 加古川

走高跳 １ｍ９３ 植田　辰也 （ 明 石・衣 川 ） Ｓ６１年 明石

１ｍ９３ 清水　和夫 （ 明 石・二 見 ） Ｓ６１年 明石

１ｍ９３ 織田　久史 （ 明 石・魚 住 ） Ｓ６１年 明石

棒高跳 ４ｍ１０ 井谷　　寛 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２３年 加古川

走幅跳 ６ｍ７９ 田中　幸光 （ 三 木・三 木 東 ） Ｈ　２年 明石

三段跳 １３ｍ９８ 井村　慧士 （ 明 石・野 々 池 ） Ｈ２８年 加古川

砲丸投（5.0） １５ｍ２５ 森　　大地 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ２１年 加古川

円盤投（1.5） ４２ｍ３０ 髙瀬　蒼太 （ 明 石・大 蔵 ） Ｒ　３年 加古川

四種競技 ２８７１点 田中　新也 （ 小 野・小 野 南 ） Ｈ２０年 加古川

女子

３年１００ｍ １２”０６ 西村　美保 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ１０年 加古川

(手） １１”９　 奥埜めぐみ （ 高 砂・竜 山 ） Ｈ　４年 明石

２年１００ｍ １２”１９ 松永　朋子 （ 小 野・小 野 ） Ｈ２８年 加古川

１年１００ｍ １２”６１ 藤原　采音 （ 小 野・小 野 ） Ｈ２７年 加古川

共通２００ｍ ２５”１３ 西村　美保 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ１０年 加古川

(手） ２５”１　 奥埜めぐみ （ 高 砂・竜 山 ） Ｈ　４年 明石

共通８００ｍ ２’１２”１９ 籔下　明音 （ 加 古 川・山 手 ） Ｈ１８年 加古川

１年８００ｍ ２’２２”１９ 原田　陽菜 （ 加 古 川・平 岡 ） Ｒ　１年 加古川

共通１５００ｍ ４’２５”９６ 小林祐梨子 （ 小 野・旭 丘 ） Ｈ１５年 加古川

１００ｍＭＨ(76.2-8.0) １４”２０ 内橋　美沙 （ 西 脇・西 脇 南 ） Ｈ２０年 加古川

１４”１　 寿　　紘子 （ 明 石・大 蔵 ） Ｈ　５年 明石

４×１００ｍＲ ４７”９５ 横溝・前田・櫻井・西村 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｈ１０年 加古川

低学年４×１００ｍＲ ５０”７７ 高本・松永・大伏・末廣 （ 小 野・小 野 ） Ｈ２７年 加古川

走高跳 １ｍ７０ 銭谷　　恵 （ 高 砂・宝 殿 ） Ｓ５８年 明石

走幅跳 ５ｍ７１ 佐藤　琴望 （ 加 古 川・加古川中部 ） Ｒ　１年 加古川

砲丸投(2.72) １５ｍ３１ 尾山　和華 （ 加 古 川・志 方 ） Ｈ２５年 加古川

円盤投(1.0) ３７ｍ５６ 永井　桃花 （ 加 古 川・浜 の 宮 ） Ｈ２９年 加古川

四種競技 ２８１９点 荒木　志帆 （ 加 古 郡・播 磨 南 ） Ｈ２４年 加古川



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  37708 別府　恵多 ( 3 )  加西  12.61 (　　) 2  37515 朝倉　叶汰 ( 3 )  北条  12.60 (　　)

2  35404 島田　和希 ( 3 )  緑が丘  12.62 (　　) 3  39416 岡本　桜志郎 ( 3 )  稲美  12.24 (　　)

3  33944 田口　敢太 ( 3 )  陵南  12.17 (　　) 4  33052 小柳　葵季 ( 3 )  加古川山手  11.66 (　　)

4  33415 安田　晟聖 ( 3 )  浜の宮  11.67 (　　) 5  33948 木戸口　大成 ( 3 )  陵南  11.74 (　　)

5  38914 大野　真旗 ( 3 )  加美  11.97 (　　) 6  32884 三木　隆之介 ( 3 )  加古川  11.21 (　　)

6  32885 大谷　翔真 ( 3 )  加古川  11.18 (　　) 7  32141 藤井　惺大 ( 3 )  二見  11.96 (　　)

7  36220 藤本　宗汰 ( 3 )  鹿島  11.70 (　　) 8  39127 森脇　小太郎 ( 3 )  黒田庄  12.02 (　　)

8  38110 橋本　海音 ( 3 )  社  12.01 (　　) 9  37700 岡本　健太 ( 3 )  加西  12.13 (　　)

9  35905 古谷　颯良 ( 3 )  吉川  12.16 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  35535 木場　翔太 ( 3 )  自由が丘  12.58 (　　) 2  31163 貞丸　実紀 ( 3 )  朝霧  12.57 (　　)

3  39124 東田　凰聖 ( 3 )  黒田庄  12.19 (　　) 3  33242 山口　秀司 ( 3 )  平岡  12.26 (　　)

4  37284 中谷　悠人 ( 3 )  旭丘  11.65 (　　) 4  32135 上田　悠斗 ( 3 )  二見  11.38 (　　)

5  34307 山田　吾愛仁 ( 3 )  宝殿  11.27 (　　) 5  33055 伊藤　航太朗 ( 3 )  加古川山手  11.93 (　　)

6  37147 前山　正憲 ( 3 )  小野  11.77 (　　) 6  38919 森安　康太 ( 3 )  加美  11.63 (　　)

7  31286 木村　仁 ( 3 )  大蔵  11.95 (　　) 7  35534 市島　悠貴 ( 3 )  自由が丘  11.86 (　　)

8  35901 今井　慎之介 ( 3 )  吉川  12.12 (　　) 8  33641 谷川　慧侍 ( 3 )  両荘  12.03 (　　)

9  39718 黒田　龍生 ( 3 )  播磨南  12.02 (　　) 9  36138 佐藤　絢斗 ( 3 )  荒井  12.10 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  31329 中尾　伊吹 ( 3 )  衣川  12.30 (　　) 2  34522 岸本　悠杜 ( 3 )  西脇  12.30 (　　)

3  37285 神生　嵩矢 ( 3 )  旭丘  12.51 (　　) 3  37145 平田　琥大朗 ( 3 )  小野  12.49 (　　)

4  31607 丸尾　斗騎哉 ( 3 )  大久保  11.62 (　　) 4  36407 宮本　夢希 ( 3 )  松陽  11.90 (　　)

5  38529 山本　一平 ( 3 )  兵教大附属  11.93 (　　) 5  36323 丘田　侑也 ( 3 )  竜山  11.54 (　　)

6  33513 池本　嵐 ( 3 )  別府  11.86 (　　) 6  36614 島本　匡基 ( 3 )  白陵  11.86 (　　)

7  33137 黒嶋　桂 ( 3 )  加古川中部  11.43 (　　) 7  34301 池原　透太 ( 3 )  宝殿  11.60 (　　)

8  36322 永田　叶希 ( 3 )  竜山  12.07 (　　) 8  33138 末吉　司 ( 3 )  加古川中部  12.03 (　　)

9  35657 藤本　珠璃 ( 3 )  三木東  12.04 (　　) 9  38528 村上　智哉 ( 3 )  兵教大附属  12.07 (　　)

7組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  37813 竹内　樺武斗 ( 3 )  泉  12.38 (　　)

3  36406 東　暖人 ( 3 )  松陽  12.32 (　　)

4  31604 大浦　文太 ( 3 )  大久保  11.90 (　　)

5  35418 岡村　優磨 ( 3 )  緑が丘  11.59 (　　)

6  33403 大玉　康稀 ( 3 )  浜の宮  11.58 (　　)

7  31299 吉成　迅 ( 3 )  大蔵  11.89 (　　)

8  37513 竹内　嵐史 ( 3 )  北条  12.05 (　　)

9  39585 山下　空翔 ( 3 )  稲美北  12.06 (　　)

３年生 男子 100m
予選   22/7/16 11:35 ( 7組 3＋3 ) 

準決勝   22/7/16 13:55 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   22/7/16 15:15  

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

《 準決勝 》

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  39724 大内　章太郎 ( 2 )  播磨南  12.66 (　　) 1  39669 小西　拓実 ( 2 )  播磨  12.67 (　　)

2  37525 柿本　悠貴 ( 2 )  北条  12.80 (　　) 2  35918 藤枝　怜央 ( 2 )  吉川  12.83 (　　)

3  33427 西岡　蒼留 ( 2 )  浜の宮  12.82 (　　) 3  38801 秋田　芽生 ( 2 )  中町  12.79 (　　)

4  36085 酒井　優和 ( 2 )  高砂  12.42 (　　) 4  31338 柴田　流空 ( 2 )  衣川  12.24 (　　)

5  33217 佃　紘喜 ( 2 )  平岡  11.55 (　　) 5  32298 山川　恭矢 ( 2 )  大久保北  12.15 (　　)

6  37213 岡野　由雅 ( 2 )  旭丘  12.15 (　　) 6  32804 刑部　大翔 ( 2 )  加古川  11.69 (　　)

7  36409 鷹見　洸希 ( 2 )  松陽  12.17 (　　) 7  33522 小松　蓮 ( 2 )  別府  12.42 (　　)

8  37823 鈴木　颯人 ( 2 )  泉  12.64 (　　) 8  39133 恒原　陽彩 ( 2 )  黒田庄  12.64 (　　)

9  35457 志田　煌來 ( 2 )  緑が丘  12.46 (　　) 9  34326 横手　利気 ( 2 )  宝殿  12.46 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32297 山岡　詩依 ( 2 )  大久保北  12.84 (　　) 2  33170 荒木　一哉 ( 2 )  加古川中部  12.69 (　　)

2  36083 金川　獅生 ( 2 )  高砂  12.76 (　　) 3  31576 三浦　拓眞 ( 2 )  望海  12.74 (　　)

3  34322 小坂　羚叶 ( 2 )  宝殿  12.68 (　　) 4  33518 武田　玄侍 ( 2 )  別府  12.41 (　　)

4  33220 松本　健太郎 ( 2 )  平岡  12.15 (　　) 5  35662 八幡　響 ( 2 )  三木東  12.12 (　　)

5  31424 松本　晃音 ( 2 )  野々池  11.80 (　　) 6  31414 佐野　悠真 ( 2 )  野々池  12.25 (　　)

6  34534 来住　侑亮 ( 2 )  西脇  12.42 (　　) 7  33963 小谷　悠人 ( 2 )  陵南  11.82 (　　)

7  32805 江草　圭輔 ( 2 )  加古川  12.20 (　　) 8  35458 冨井　晴翔 ( 2 )  緑が丘  12.51 (　　)

8  33321 池井　拓斗 ( 2 )  平岡南  12.47 (　　) 9  38119 西　祐澄哉 ( 2 )  社  12.58 (　　)

9  32985 河南　慶汰 ( 2 )  氷丘  12.61 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  34723 松本　奏音 ( 2 )  西脇南  12.69 (　　) 2  38905 荒木　孝太 ( 2 )  加美  12.71 (　　)

3  33062 華山　大護 ( 2 )  加古川山手  12.72 (　　) 3  36142 北村　勇人 ( 2 )  荒井  12.71 (　　)

4  39420 藤本　泰地 ( 2 )  稲美  12.10 (　　) 4  31336 杉野　慧吾 ( 2 )  衣川  11.94 (　　)

5  33961 南條　空芽 ( 2 )  陵南  11.86 (　　) 5  33649 リ　チェヒョン ( 2 )  両荘  11.89 (　　)

6  35661 南　友介 ( 2 )  三木東  12.39 (　　) 6  33171 飯田　輝人 ( 2 )  加古川中部  12.37 (　　)

7  38118 中野　一稀 ( 2 )  社  12.27 (　　) 7  35010 溝端　悠人 ( 2 )  三木  12.33 (　　)

8  37123 田中　優剛 ( 2 )  小野  12.56 (　　) 8  33421 小川　颯介 ( 2 )  浜の宮  12.54 (　　)

9  32008 山中　拓馬 ( 2 )  魚住東  12.51 (　　) 9  36408 石川　琉聖 ( 2 )  松陽  12.52 (　　)

２年生 男子 100m
予選   22/7/16 11:00 ( 6組 3＋6 ) 

準決勝   22/7/16 14:15 ( 3組 2＋2 ) 

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

決勝   22/7/16 15:25  

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

《 準決勝 》

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  39682 井上　雄太 ( 1 )  播磨  13.79 (　　) 2  31221 馬場　航史朗 ( 1 )  大蔵  13.81 (　　)

3  31628 中野　総士 ( 1 )  大久保  13.76 (　　) 3  35420 今枝　慶太郎 ( 1 )  緑が丘  13.74 (　　)

4  36157 上田　悠人 ( 1 )  荒井  13.31 (　　) 4  38538 柴田　晃成 ( 1 )  兵教大附属  12.96 (　　)

5  33541 田村　煌汰 ( 1 )  別府  12.89 (　　) 5  34734 藤原　琉衣 ( 1 )  西脇南  13.25 (　　)

6  34562 藤井　遥大 ( 1 )  西脇  12.87 (　　) 6  33532 宮野　徠斗 ( 1 )  別府  12.82 (　　)

7  37105 水池　葵唯 ( 1 )  小野  13.28 (　　) 7  34563 藤原　空奏 ( 1 )  西脇  13.26 (　　)

8  32121 松本　大志 ( 1 )  二見  13.50 (　　) 8  33301 山内　由喜 ( 1 )  平岡南  13.53 (　　)

9  33072 竹内　拳太郎 ( 1 )  加古川山手  13.50 (　　) 9  33074 花房　琉惺 ( 1 )  加古川山手  13.49 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  31301 戸田　大晴 ( 1 )  衣川  13.69 (　　) 2  38811 大西　柊璃 ( 1 )  中町  13.83 (　　)

3  31225 吉成　碧 ( 1 )  大蔵  13.81 (　　) 3  38162 上月　岳人 ( 1 )  社  13.64 (　　)

4  37104 藤原　滉太郎 ( 1 )  小野  13.20 (　　) 4  32993 神田　凌空 ( 1 )  氷丘  13.05 (　　)

5  33703 内橋　祥太朗 ( 1 )  神吉  13.31 (　　) 5  33432 坂　優空 ( 1 )  浜の宮  13.37 (　　)

6  32223 鳴海　篤紀 ( 1 )  大久保北  13.03 (　　) 6  32113 岸　暖大 ( 1 )  二見  12.64 (　　)

7  32012 鎌谷　奏佑 ( 1 )  魚住東  12.70 (　　) 7  31302 小泉　鏡也 ( 1 )  衣川  13.19 (　　)

8  38161 藤井　洸太朗 ( 1 )  社  13.54 (　　) 8  31181 篠原　大智 ( 1 )  朝霧  13.56 (　　)

9  34332 植田　雄大 ( 1 )  宝殿  13.45 (　　) 9  31453 柴原　瑛司 ( 1 )  野々池  13.45 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  38814 藤原　涼雅 ( 1 )  中町  13.84 (　　) 3  31831 尾仲　蓮士 ( 1 )  江井島  13.63 (　　)

3  36416 服部　稜 ( 1 )  松陽  13.63 (　　) 4  31457 森井　悠太 ( 1 )  野々池  13.09 (　　)

4  36151 石原　悠翔 ( 1 )  荒井  13.07 (　　) 5  33107 宮野　由悠季 ( 1 )  加古川中部  13.40 (　　)

5  31939 北川　壱輝 ( 1 )  魚住  13.16 (　　) 6  39427 田村　将士 ( 1 )  稲美  11.98 (　　)

6  32013 檀上　翔 ( 1 )  魚住東  13.38 (　　) 7  33430 岩佐　和歩 ( 1 )  浜の宮  13.14 (　　)

7  34339 濵野　和俊 ( 1 )  宝殿  12.61 (　　) 8  31624 久本　開斗 ( 1 )  大久保  13.41 (　　)

8  39676 山﨑　朋希 ( 1 )  播磨  13.60 (　　) 9  32212 井上　直哉 ( 1 )  大久保北  13.61 (　　)

9  35673 山下　陽輝 ( 1 )  三木東  13.41 (　　)

《 予選 》
風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

１年生 男子 100m
予選   22/7/17 11:30 ( 6組 2＋4 ) 

準決勝   22/7/17 14:15 ( 2組 3＋2 ) 

決勝   22/7/17 15:35  

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 準決勝 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

《 決勝 》
風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33417 山本　悠翔 ( 3 )  浜の宮  25.38 (　　) 1  36221 菊谷　玲雄 ( 3 )  鹿島  25.28 (　　)

2  33145 香川　朝陽 ( 3 )  加古川中部  25.32 (　　) 2  36615 関　浩翔 ( 3 )  白陵  25.42 (　　)

3  32133 猪股　勇陽 ( 3 )  二見  24.84 (　　) 3  36409 鷹見　洸希 ( 2 )  松陽  24.85 (　　)

4  33514 長谷川　拓海 ( 3 )  別府  24.29 (　　) 4  32885 大谷　翔真 ( 3 )  加古川  23.16 (　　)

5  31604 大浦　文太 ( 3 )  大久保  23.82 (　　) 5  34301 池原　透太 ( 3 )  宝殿  23.81 (　　)

6  36220 藤本　宗汰 ( 3 )  鹿島  23.82 (　　) 6  37284 中谷　悠人 ( 3 )  旭丘  24.02 (　　)

7  34307 山田　吾愛仁 ( 3 )  宝殿  23.03 (　　) 7  38914 大野　真旗 ( 3 )  加美  24.28 (　　)

8  39416 岡本　桜志郎 ( 3 )  稲美  24.79 (　　) 8  33403 大玉　康稀 ( 3 )  浜の宮  24.43 (　　)

9  38919 森安　康太 ( 3 )  加美  24.34 (　　) 9  38529 山本　一平 ( 3 )  兵教大附属  24.70 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35404 島田　和希 ( 3 )  緑が丘  25.45 (　　) 1  33967 勝田　舜都 ( 2 )  陵南  25.51 (　　)

2  31329 中尾　伊吹 ( 3 )  衣川  25.24 (　　) 2  39420 藤本　泰地 ( 2 )  稲美  25.23 (　　)

3  33052 小柳　葵季 ( 3 )  加古川山手  24.93 (　　) 3  36138 佐藤　絢斗 ( 3 )  荒井  25.01 (　　)

4  33137 黒嶋　桂 ( 3 )  加古川中部  23.25 (　　) 4  35534 市島　悠貴 ( 3 )  自由が丘  23.74 (　　)

5  36407 宮本　夢希 ( 3 )  松陽  24.08 (　　) 5  32277 前坂　孟毅 ( 3 )  大久保北  23.51 (　　)

6  33963 小谷　悠人 ( 2 )  陵南  24.28 (　　) 6  31424 松本　晃音 ( 2 )  野々池  24.13 (　　)

7  36323 丘田　侑也 ( 3 )  竜山  23.78 (　　) 7  39126 村上　宙輝 ( 3 )  黒田庄  24.15 (　　)

8  32141 藤井　惺大 ( 3 )  二見  24.53 (　　) 8  31286 木村　仁 ( 3 )  大蔵  24.54 (　　)

9  35662 八幡　響 ( 2 )  三木東  24.70 (　　) 9  35657 藤本　珠璃 ( 3 )  三木東  24.68 (　　)

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  37145 平田　琥大朗 ( 3 )  小野  25.20 (　　) (　　)

2  31336 杉野　慧吾 ( 2 )  衣川  25.64 (　　) (　　)

3  35413 角石　淳貴 ( 3 )  緑が丘  24.54 (　　) (　　)

4  32887 竹歳　龍 ( 3 )  加古川  23.68 (　　) (　　)

5  39125 村上　陽哉 ( 3 )  黒田庄  24.14 (　　) (　　)

6  31605 近藤　裕太 ( 3 )  大久保  24.21 (　　) (　　)

7  36136 梶原　元希 ( 3 )  荒井  23.55 (　　) (　　)

8  39585 山下　空翔 ( 3 )  稲美北  25.18 (　　) (　　)

9  33055 伊藤　航太朗 ( 3 )  加古川山手  24.54 (　　)

《 予選 》
風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

共　通 男子 200m 予選   22/7/17 12:00 ( 5組 0＋8 ) 

決勝   22/7/17 14:55  

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

《 決勝 》



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  31295 谷口　依武紀 ( 3 )  大蔵  58.73 (　　) 3  33053 杉本　琉維 ( 3 )  加古川山手  58.36 (　　)

3  31615 小倉　龍音 ( 2 )  大久保  58.16 (　　) 4  31287 辻本　祐大 ( 3 )  大蔵  56.30 (　　)

4  35413 角石　淳貴 ( 3 )  緑が丘  55.66 (　　) 5  34522 岸本　悠杜 ( 3 )  西脇  57.60 (　　)

5  32277 前坂　孟毅 ( 3 )  大久保北  50.90 (　　) 6  36136 梶原　元希 ( 3 )  荒井  51.63 (　　)

6  33135 岸本　快里 ( 3 )  加古川中部  55.95 (　　) 7  33417 山本　悠翔 ( 3 )  浜の宮  55.60 (　　)

7  33942 松野　耕大 ( 3 )  陵南  57.65 (　　) 8  31824 萩原　優紀 ( 2 )  江井島  58.10 (　　)

8  33401 入口　直輝エクセラ ( 3 )  浜の宮  57.75 (　　) 9  32139 西海　悠悟 ( 3 )  二見  57.81 (　　)

9  34326 横手　利気 ( 2 )  宝殿  58.16 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

3  36075 門野　柊希 ( 3 )  高砂  58.49 (　　) 3  38918 藤原　悠人 ( 3 )  加美  58.87 (　　)

4  39127 森脇　小太郎 ( 3 )  黒田庄  56.92 (　　) 4  33241 村上　大佑 ( 3 )  平岡  56.85 (　　)

5  32133 猪股　勇陽 ( 3 )  二見  56.35 (　　) 5  39583 山口　正真 ( 3 )  稲美北  52.99 (　　)

6  36221 菊谷　玲雄 ( 3 )  鹿島  55.10 (　　) 6  31560 梅谷　大惺 ( 3 )  望海  56.85 (　　)

7  31606 豊村　宏太 ( 3 )  大久保  52.34 (　　) 7  33514 長谷川　拓海 ( 3 )  別府  54.18 (　　)

8  39402 田中　琉偉 ( 2 )  稲美  57.98 (　　) 8  32038 髙橋　草太 ( 3 )  魚住東  57.81 (　　)

9  32982 好井　寛人 ( 2 )  氷丘  57.81 (　　) 9  33965 塚田　亮太 ( 2 )  陵南  57.87 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

共　通 男子 400m 予選   22/7/16 12:05 ( 4組 1＋4 ) 

決勝   22/7/16 15:30  

《 予選 》

《 決勝 》



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35664 楠　克元 ( 2 )  三木東  2:14.58 (　　) 1  31419 永吉　優介 ( 2 )  野々池  2:14.41 (　　)

2  34520 宇野　僚悟 ( 3 )  西脇  2:12.17 (　　) 2  39714 鶴岡　拓隼 ( 3 )  播磨南  2:14.93 (　　)

3  37283 吉田　幸弘 ( 3 )  旭丘  2:12.70 (　　) 3  38916 中道　湧己 ( 3 )  加美  2:12.69 (　　)

4  36203 千代　翔愛 ( 2 )  鹿島  2:13.62 (　　) 4  35665 中尾　陽向 ( 2 )  三木東  2:14.19 (　　)

5  39658 寺田　悠大 ( 3 )  播磨  2:14.82 (　　) 5  38802 高田　陽輝 ( 2 )  中町  2:14.88 (　　)

6  31560 梅谷　大惺 ( 3 )  望海  2:10.54 (　　) 6  31287 辻本　祐大 ( 3 )  大蔵  2:10.41 (　　)

7  33424 髙林　恭大 ( 2 )  浜の宮  2:07.29 (　　) 7  35410 山本　蓮 ( 3 )  緑が丘  2:08.11 (　　)

8  35079 岡田　祐幸 ( 3 )  三木  2:08.12 (　　) 8  39584 山口　朔門 ( 3 )  稲美北  2:06.41 (　　)

9  37141 阿部　篤尚 ( 3 )  小野  2:07.74 (　　) 9  33412 中道　琉惺 ( 3 )  浜の宮  2:05.57 (　　)

10  39583 山口　正真 ( 3 )  稲美北  2:01.89 (　　) 10  33241 村上　大佑 ( 3 )  平岡  2:04.84 (　　)

11  31916 伊東　祐真 ( 3 )  魚住  2:10.65 (　　) 11  34720 杉岡　志信 ( 2 )  西脇南  2:12.23 (　　)

12  35451 岩崎　奏 ( 2 )  緑が丘  2:11.31 (　　) 12  33895 大西　凱惺 ( 2 )  志方  2:11.00 (　　)

13  32034 西村　悠人 ( 3 )  魚住東  2:11.88 (　　) 13  39402 田中　琉偉 ( 2 )  稲美  2:10.42 (　　)

14  33325 杉森　翔 ( 2 )  平岡南  2:11.20 (　　) 14  33177 花田　圭大 ( 2 )  加古川中部  2:10.54 (　　)

15  33235 北林　颯来 ( 3 )  平岡  2:10.98 (　　) 15  32038 髙橋　草太 ( 3 )  魚住東  2:11.79 (　　)

16  33942 松野　耕大 ( 3 )  陵南  2:11.79 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

共　通 男子 800m 予選   22/7/17 11:10 ( 2組 3＋2 ) 

決勝   22/7/17 14:45  

《 予選 》

《 決勝 》



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  38916 中道　湧己 ( 3 )  加美  4:34.77 (　　) 1  35665 中尾　陽向 ( 2 )  三木東  4:34.69 (　　)

2  31164 藤本　宗一郎 ( 3 )  朝霧  4:33.47 (　　) 2  38111 稲村　優汰 ( 2 )  社  4:34.97 (　　)

3  35406 横山　達己 ( 3 )  緑が丘  4:33.71 (　　) 3  37148 松本　瑞輝 ( 3 )  小野  4:32.40 (　　)

4  32034 西村　悠人 ( 3 )  魚住東  4:33.32 (　　) 4  33515 一宮　南渡 ( 3 )  別府  4:28.77 (　　)

5  31563 有田　一稀 ( 3 )  望海  4:30.35 (　　) 5  37704 原田　勇希 ( 3 )  加西  4:31.37 (　　)

6  31438 吉房　健太 ( 3 )  野々池  4:30.41 (　　) 6  34720 杉岡　志信 ( 2 )  西脇南  4:31.37 (　　)

7  37144 河合　仁楠 ( 3 )  小野  4:17.92 (　　) 7  31283 中垣　颯斗 ( 3 )  大蔵  4:16.14 (　　)

8  34308 若林　司 ( 3 )  宝殿  4:09.83 (　　) 8  33240 新妻　遼己 ( 3 )  平岡  3:59.64 (　　)

9  33239 新妻　昂己 ( 3 )  平岡  3:57.63 (　　) 9  39417 辻本　克紀 ( 3 )  稲美  4:13.79 (　　)

10  33412 中道　琉惺 ( 3 )  浜の宮  4:14.32 (　　) 10  39582 八嶋　春樹 ( 3 )  稲美北  4:12.92 (　　)

11  36225 作間　太一 ( 3 )  鹿島  4:07.09 (　　) 11  33413 七條　拓也 ( 3 )  浜の宮  4:06.11 (　　)

12  33144 前田　浬 ( 3 )  加古川中部  4:14.48 (　　) 12  31165 桃木　愛希 ( 3 )  朝霧  4:16.63 (　　)

13  34710 佐伯　優月 ( 3 )  西脇南  4:18.15 (　　) 13  37510 三枝　琥珀 ( 3 )  北条  4:18.81 (　　)

14  35082 藤多　琉碧 ( 3 )  三木  4:22.77 (　　) 14  35451 岩崎　奏 ( 2 )  緑が丘  4:27.57 (　　)

15  39505 橋本　蒼太 ( 2 )  稲美北  4:25.24 (　　) 15  36204 近田　玲 ( 2 )  鹿島  4:27.74 (　　)

16  33895 大西　凱惺 ( 2 )  志方  4:27.76 (　　) 16  31916 伊東　祐真 ( 3 )  魚住  4:26.63 (　　)

17  35663 石井　颯亜 ( 2 )  三木東  4:20.01 (　　) 17  33177 花田　圭大 ( 2 )  加古川中部  4:22.74 (　　)

18  33325 杉森　翔 ( 2 )  平岡南  4:27.14 (　　) 18  34323 白石　一颯 ( 2 )  宝殿  4:24.41 (　　)

19  35530 矢野　将梧 ( 3 )  自由が丘  4:27.65 (　　) 19  33759 糟谷　輝 ( 3 )  神吉  4:28.72 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 予選 》

《 決勝 》

共　通 男子 1500m 予選   22/7/16 10:10 ( 2組 6＋3 ) 

決勝   22/7/16 14:50  



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  36230 西田　阿文 ( 1 )  鹿島  5:22.26 (　　) 1  33201 中谷　優希 ( 1 )  平岡  5:23.50 (　　)

2  33705 三浦　颯斗 ( 1 )  神吉  5:19.05 (　　) 2  31514 糀谷　良時 ( 1 )  望海  5:16.74 (　　)

3  39524 白濱　宏太 ( 1 )  稲美北  5:21.89 (　　) 3  33104 桑江　優弥 ( 1 )  加古川中部  5:13.36 (　　)

4  32998 京塚　佳樹 ( 1 )  氷丘  5:28.85 (　　) 4  38540 長谷川　澄人 ( 1 )  兵教大附属  5:20.93 (　　)

5  36153 金箱　知頼 ( 1 )  荒井  5:29.20 (　　) 5  32018 赤松　漣 ( 1 )  魚住東  5:28.92 (　　)

6  35675 榎本　翔馬 ( 1 )  三木東  4:28.44 (　　) 6  33981 清水　佑真 ( 1 )  陵南  5:00.16 (　　)

7  37102 植濃　陵聖 ( 1 )  小野  4:55.37 (　　) 7  39522 中谷　鳳良 ( 1 )  稲美北  4:51.80 (　　)

8  34550 井上　友希 ( 1 )  西脇  5:00.33 (　　) 8  34334 草賀　斗真 ( 1 )  宝殿  4:36.95 (　　)

9  37221 井上　彩人 ( 1 )  旭丘  4:55.76 (　　) 9  36154 島崎　琉斗 ( 1 )  荒井  4:57.66 (　　)

10  31515 辰巳　陽大 ( 1 )  望海  5:00.37 (　　) 10  36311 立石　宙嗣 ( 1 )  竜山  5:00.86 (　　)

11  35933 山田　渉晴 ( 1 )  吉川  5:08.76 (　　) 11  31455 松井　翔駿 ( 1 )  野々池  5:10.24 (　　)

12  32226 松本　璃玖 ( 1 )  大久保北  5:07.28 (　　) 12  35676 扶蘇　一颯 ( 1 )  三木東  5:07.95 (　　)

13  31832 宮﨑　健豪 ( 1 )  江井島  5:18.25 (　　) 13  33073 多田　悠真 ( 1 )  加古川山手  5:03.69 (　　)

14  32014 瀨川　真太郎 ( 1 )  魚住東  5:10.46 (　　) 14  33710 太田　泰聖 ( 1 )  神吉  5:11.87 (　　)

15  32863 石倉　大聖 ( 1 )  加古川  5:11.48 (　　)

3組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  33431 打田　聖真 ( 1 )  浜の宮  5:13.76 (　　) (　　)

2  33202 藤田　羚暖 ( 1 )  平岡  5:20.49 (　　) (　　)

3  35420 今枝　慶太郎 ( 1 )  緑が丘  5:24.57 (　　) (　　)

4  39141 押田　宗真 ( 1 )  黒田庄  5:27.59 (　　) (　　)

5  33540 大西　静生 ( 1 )  別府  5:20.15 (　　) (　　)

6  37223 河村　瑛太 ( 1 )  旭丘  4:57.82 (　　) (　　)

7  39425 松尾　昴 ( 1 )  稲美  4:59.82 (　　) (　　)

8  37109 渡邊　裕珂 ( 1 )  小野  4:46.91 (　　) (　　)

9  34342 森元　櫻介 ( 1 )  宝殿  4:44.64 (　　) (　　)

10  39675 藤原　衣吹 ( 1 )  播磨  5:01.98 (　　) (　　)

11  31191 田中　遥人 ( 1 )  朝霧  5:03.35 (　　) (　　)

12  34566 依藤　陽翔 ( 1 )  西脇  5:08.33 (　　) (　　)

13  33103 桑江　俊弥 ( 1 )  加古川中部  5:12.81 (　　) (　　)

14  36412 井澤　孜瑠 ( 1 )  松陽  5:10.22 (　　) (　　)

(　　)

《 決勝 》

１年生 男子 1500m 予選   22/7/16 09:45 ( 3組 4＋3 ) 

決勝   22/7/16 14:40  

《 予選 》



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35667 浦井　蒼太 ( 2 )  三木東  10:18.43 (　　) 1  39717 和田　伊織 ( 3 )  播磨南  10:16.50 (　　)

2  33141 中塚　春都 ( 3 )  加古川中部  10:15.04 (　　) 2  37511 柏原　悠一 ( 3 )  北条  10:13.64 (　　)

3  35455 幸田　海心 ( 2 )  緑が丘  10:12.79 (　　) 3  33758 奥　崇登 ( 3 )  神吉  10:10.42 (　　)

4  33515 一宮　南渡 ( 3 )  別府  10:11.65 (　　) 4  39418 玉田　暖翔 ( 3 )  稲美  10:10.36 (　　)

5  31435 林　翔春 ( 3 )  野々池  10:09.05 (　　) 5  32151 大西　颯真 ( 2 )  二見  10:03.74 (　　)

6  32973 菊池　創太 ( 3 )  氷丘  10:01.71 (　　) 6  36201 大西　真獅 ( 2 )  鹿島  10:03.74 (　　)

7  34323 白石　一颯 ( 2 )  宝殿  9:26.24 (　　) 7  31165 桃木　愛希 ( 3 )  朝霧  9:21.84 (　　)

8  33237 土居　正宗 ( 3 )  平岡  9:17.94 (　　) 8  37144 河合　仁楠 ( 3 )  小野  9:19.59 (　　)

9  39417 辻本　克紀 ( 3 )  稲美  9:13.39 (　　) 9  39582 八嶋　春樹 ( 3 )  稲美北  9:12.98 (　　)

10  31283 中垣　颯斗 ( 3 )  大蔵  9:07.83 (　　) 10  33144 前田　浬 ( 3 )  加古川中部  9:10.52 (　　)

11  34710 佐伯　優月 ( 3 )  西脇南  9:05.83 (　　) 11  33413 七條　拓也 ( 3 )  浜の宮  8:57.44 (　　)

12  36225 作間　太一 ( 3 )  鹿島  8:53.66 (　　) 12  34308 若林　司 ( 3 )  宝殿  8:54.29 (　　)

13  39503 竹内　悠翔 ( 2 )  稲美北  9:55.77 (　　) 13  33964 作間　敢介 ( 2 )  陵南  9:56.27 (　　)

14  38111 稲村　優汰 ( 2 )  社  9:50.30 (　　) 14  33223 山本　承太朗 ( 2 )  平岡  9:53.32 (　　)

15  31164 藤本　宗一郎 ( 3 )  朝霧  9:44.24 (　　) 15  31563 有田　一稀 ( 3 )  望海  9:45.48 (　　)

16  33752 宗佐　啓汰 ( 3 )  神吉  9:39.66 (　　) 16  35663 石井　颯亜 ( 2 )  三木東  9:43.41 (　　)

17  33405 甲斐　健斗 ( 3 )  浜の宮  9:36.11 (　　) 17  35530 矢野　将梧 ( 3 )  自由が丘  9:37.39 (　　)

18  37510 三枝　琥珀 ( 3 )  北条  9:34.85 (　　) 18  31438 吉房　健太 ( 3 )  野々池  9:35.24 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 予選 》

《 決勝 》

共　通 男子 3000m 予選   22/7/17 10:10 ( 2組 6＋6 ) 

決勝   22/7/17 15:40  



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  38130 水野　光 ( 2 )  社  18.67 (　　) 3  33522 小松　蓮 ( 2 )  別府  18.50 (　　)

3  32152 岡　恵人 ( 2 )  二見  18.64 (　　) 4  33406 北村　優希 ( 3 )  浜の宮  16.92 (　　)

4  39718 黒田　龍生 ( 3 )  播磨南  17.03 (　　) 5  31564 渋谷　洸晴 ( 3 )  望海  16.24 (　　)

5  35409 松居　暉大 ( 3 )  緑が丘  16.03 (　　) 6  31289 稲岡　愛斗 ( 3 )  大蔵  15.93 (　　)

6  33755 芝田　晃明 ( 3 )  神吉  16.14 (　　) 7  32884 三木　隆之介 ( 3 )  加古川  15.05 (　　)

7  33511 井戸　奏太 ( 3 )  別府  14.89 (　　) 8  39716 水野　颯真 ( 3 )  播磨南  17.09 (　　)

8  35535 木場　翔太 ( 3 )  自由が丘  18.44 (　　) 9  32981 大谷　桜輝 ( 2 )  氷丘  18.30 (　　)

9  32271 梅田　北斗 ( 3 )  大久保北  17.07 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

3  33761 伊東　遼太 ( 2 )  神吉  18.58 (　　) 3  31295 谷口　依武紀 ( 3 )  大蔵  18.91 (　　)

4  33415 安田　晟聖 ( 3 )  浜の宮  15.21 (　　) 4  35418 岡村　優磨 ( 3 )  緑が丘  15.42 (　　)

5  33948 木戸口　大成 ( 3 )  陵南  15.88 (　　) 5  31414 佐野　悠真 ( 2 )  野々池  16.72 (　　)

6  31565 笹谷　昊士朗 ( 3 )  望海  16.81 (　　) 6  33133 奥田　陽 ( 3 )  加古川中部  16.76 (　　)

7  37147 前山　正憲 ( 3 )  小野  16.26 (　　) 7  33943 世良　歩夢 ( 3 )  陵南  15.77 (　　)

8  32805 江草　圭輔 ( 2 )  加古川  17.58 (　　) 8  32974 谷口　陽宣 ( 3 )  氷丘  17.42 (　　)

9  34711 平井　佑樹 ( 3 )  西脇南  17.10 (　　) 9  35652 木嶋　宏海 ( 3 )  三木東  17.52 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 予選 》

共　通 男子 110mH 予選   22/7/17 13:00 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   22/7/17 15:10  

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1 (　　) 2 (　　)

(　　)  37700 岡本　健太 ( 3 )  (　　)  31418 永田　悠真 ( 2 ) 

(　　)  37701 織邊　亘 ( 3 )  (　　)  31426 山中　琉生 ( 2 ) 

(　　)  37703 寺尾　周 ( 3 )  (　　)  31432 倉橋　奏佑 ( 3 ) 

(　　)  37707 高瀬　悠生 ( 3 )  (　　)  31434 西村　涼太 ( 3 ) 

(　　)  37708 別府　恵多 ( 3 )  (　　)  31436 本薗　虎太郎 ( 3 ) 

(　　)  37714 増田　健太 ( 2 )  (　　)  31440 脇田　直人 ( 3 ) 

2 (　　) 3  49.47 (　　)

(　　)  39501 井上　仁登 ( 2 )  (　　)  33708 中島　海利 ( 1 ) 

(　　)  39504 谷川　翔南 ( 2 )  (　　)  33709 松﨑　琉生 ( 1 ) 

(　　)  39523 藤本　遼 ( 1 )  (　　)  33755 芝田　晃明 ( 3 ) 

(　　)  39525 前田　俐仁 ( 1 )  (　　)  33756 塚本　翔大 ( 3 ) 

(　　)  39580 井上　雄斗 ( 3 )  (　　)  33761 伊東　遼太 ( 2 ) 

(　　)  39585 山下　空翔 ( 3 )  (　　)  33762 川西　実憲 ( 2 ) 

3  49.33 (　　) 4  45.90 (　　)

(　　)  31160 山崎　凜士 ( 3 )  (　　)  39121 大隅　優也 ( 3 ) 

(　　)  31163 貞丸　実紀 ( 3 )  (　　)  39125 村上　陽哉 ( 3 ) 

(　　)  31166 坂本　秀幸 ( 3 )  (　　)  39127 森脇　小太郎 ( 3 ) 

(　　)  31170 内村　圭汰 ( 2 )  (　　)  39131 足立　拡頼 ( 2 ) 

(　　)  31172 吉岡　将汰 ( 2 )  (　　)  39134 西村　凛音 ( 2 ) 

(　　)  31174 藤原　一喜 ( 2 )  (　　)  39137 矢鳴　凜大朗 ( 2 ) 

4  46.59 (　　) 5  44.75 (　　)

(　　)  38914 大野　真旗 ( 3 )  (　　)  34301 池原　透太 ( 3 ) 

(　　)  38915 髙橋　一咲 ( 3 )  (　　)  34302 礒野　裕大 ( 3 ) 

(　　)  38918 藤原　悠人 ( 3 )  (　　)  34303 上平川　大輝 ( 3 ) 

(　　)  38919 森安　康太 ( 3 )  (　　)  34304 佐藤　優希 ( 3 ) 

(　　)  38920 渡邉　皓清 ( 3 )  (　　)  34307 山田　吾愛仁 ( 3 ) 

5  44.21 (　　) 6  47.66 (　　)

(　　)  32804 刑部　大翔 ( 2 )  (　　)  33511 井戸　奏太 ( 3 ) 

(　　)  32882 山路　綾介 ( 3 )  (　　)  33512 岩本　陸 ( 3 ) 

(　　)  32884 三木　隆之介 ( 3 )  (　　)  33513 池本　嵐 ( 3 ) 

(　　)  32885 大谷　翔真 ( 3 )  (　　)  33514 長谷川　拓海 ( 3 ) 

(　　)  32887 竹歳　龍 ( 3 )  (　　)  33516 髙山　颯太 ( 3 ) 

(　　)  32888 山路　俊介 ( 3 )  (　　)  33520 井戸　悠人 ( 2 ) 

6  47.68 (　　) 7  46.80 (　　)

(　　)  38522 定本　航平 ( 3 )  (　　)  33133 奥田　陽 ( 3 ) 

(　　)  38528 村上　智哉 ( 3 )  (　　)  33135 岸本　快里 ( 3 ) 

(　　)  38529 山本　一平 ( 3 )  (　　)  33137 黒嶋　桂 ( 3 ) 

(　　)  38533 小紫　希 ( 2 )  (　　)  33138 末吉　司 ( 3 ) 

(　　)  38538 柴田　晃成 ( 1 )  (　　)  33140 内藤　佑翔 ( 3 ) 

(　　)  33145 香川　朝陽 ( 3 ) 

7  46.61 (　　) 8  48.62 (　　)

(　　)  32271 梅田　北斗 ( 3 )  (　　)  37211 中尾　伊織 ( 2 ) 

(　　)  32272 岡村　卓和 ( 3 )  (　　)  37284 中谷　悠人 ( 3 ) 

(　　)  32273 楞野　陽斗 ( 3 )  (　　)  37285 神生　嵩矢 ( 3 ) 

(　　)  32274 鈴木　悠聖 ( 3 )  (　　)  37287 田中　健聖 ( 3 ) 

(　　)  32276 廣長　凌 ( 3 ) 

(　　)  32277 前坂　孟毅 ( 3 ) 

8  48.76 (　　) 9  47.90 (　　)

(　　)  31560 梅谷　大惺 ( 3 )  (　　)  36611 田尻　竣祐 ( 3 ) 

(　　)  31561 尾松　永愛 ( 3 )  (　　)  36612 西谷　琉偉 ( 3 ) 

(　　)  31564 渋谷　洸晴 ( 3 )  (　　)  36613 小野　央翔 ( 3 ) 

(　　)  31565 笹谷　昊士朗 ( 3 )  (　　)  36614 島本　匡基 ( 3 ) 

(　　)  31576 三浦　拓眞 ( 2 )  (　　)  36615 関　浩翔 ( 3 ) 

9  47.73 (　　)

(　　)  36200 青木　安慈 ( 2 ) 

(　　)  36220 藤本　宗汰 ( 3 ) 

(　　)  36221 菊谷　玲雄 ( 3 ) 

(　　)  36223 原口　柚輝 ( 3 ) 

共　通 男子 4x100mR 予選   22/7/17 09:15 ( 5組 0＋8 ) 

決勝   22/7/17 16:05  

《 予選 》

チーム名

加西

稲美北

朝霧

加美

加古川

兵教大附属

大久保北

望海

鹿島

チーム名

野々池

神吉

加古川中部

旭丘

白陵

黒田庄

宝殿

別府



3組 4組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2 (　　) 2 (　　)

(　　)  38110 橋本　海音 ( 3 )  (　　)  34520 宇野　僚悟 ( 3 ) 

(　　)  38118 中野　一稀 ( 2 )  (　　)  34522 岸本　悠杜 ( 3 ) 

(　　)  38119 西　祐澄哉 ( 2 )  (　　)  34525 深瀬　光貴 ( 3 ) 

(　　)  38120 前田　泰志 ( 2 )  (　　)  34553 大山　遼翔 ( 1 ) 

(　　)  34560 西本　颯汰 ( 1 ) 

(　　)  34565 山川　博愛 ( 1 ) 

3  49.88 (　　) 3  51.43 (　　)

(　　)  31820 川名　瑛士 ( 2 )  (　　)  39658 寺田　悠大 ( 3 ) 

(　　)  31824 萩原　優紀 ( 2 )  (　　)  39659 草野　滉 ( 3 ) 

(　　)  31825 橋本　耀大 ( 2 )  (　　)  39668 石野　佑磨 ( 2 ) 

(　　)  31893 杉原　煌大 ( 3 )  (　　)  39670 名定　快晟 ( 2 ) 

(　　)  39671 澤井　廉 ( 2 ) 

4  46.85 (　　) 4  45.54 (　　)

(　　)  35652 木嶋　宏海 ( 3 )  (　　)  33401 入口　直輝エクセラ ( 3 ) 

(　　)  35653 末久　大河 ( 3 )  (　　)  33403 大玉　康稀 ( 3 ) 

(　　)  35654 木多　大鼓 ( 3 )  (　　)  33410 高田　翔太 ( 3 ) 

(　　)  35656 鈴木　駿介 ( 3 )  (　　)  33415 安田　晟聖 ( 3 ) 

(　　)  35661 南　友介 ( 2 )  (　　)  33417 山本　悠翔 ( 3 ) 

(　　)  35662 八幡　響 ( 2 )  (　　)  33418 吉田　幸輝 ( 3 ) 

5  45.44 (　　) 5  47.28 (　　)

(　　)  35402 井上　俊哉 ( 3 )  (　　)  33052 小柳　葵季 ( 3 ) 

(　　)  35403 片山　朝陽 ( 3 )  (　　)  33053 杉本　琉維 ( 3 ) 

(　　)  35404 島田　和希 ( 3 )  (　　)  33055 伊藤　航太朗 ( 3 ) 

(　　)  35409 松居　暉大 ( 3 )  (　　)  33062 華山　大護 ( 2 ) 

(　　)  35413 角石　淳貴 ( 3 )  (　　)  33071 大西　保暢 ( 1 ) 

(　　)  35418 岡村　優磨 ( 3 )  (　　)  33072 竹内　拳太郎 ( 1 ) 

6  47.47 (　　) 6  45.75 (　　)

(　　)  37101 石野　佑翼 ( 1 )  (　　)  33943 世良　歩夢 ( 3 ) 

(　　)  37103 川本　暉貴 ( 1 )  (　　)  33944 田口　敢太 ( 3 ) 

(　　)  37142 井上　裕大 ( 3 )  (　　)  33948 木戸口　大成 ( 3 ) 

(　　)  37145 平田　琥大朗 ( 3 )  (　　)  33961 南條　空芽 ( 2 ) 

(　　)  37146 廣坂　倫太郎 ( 3 )  (　　)  33963 小谷　悠人 ( 2 ) 

(　　)  37147 前山　正憲 ( 3 ) 

7  45.75 (　　) 7  46.98 (　　)

(　　)  31286 木村　仁 ( 3 )  (　　)  31329 中尾　伊吹 ( 3 ) 

(　　)  31289 稲岡　愛斗 ( 3 )  (　　)  31330 林　颯馬 ( 3 ) 

(　　)  31290 木村　優太 ( 3 )  (　　)  31336 杉野　慧吾 ( 2 ) 

(　　)  31293 山田　睦明 ( 3 )  (　　)  31338 柴田　流空 ( 2 ) 

(　　)  31295 谷口　依武紀 ( 3 ) 

(　　)  31299 吉成　迅 ( 3 ) 

8  47.96 (　　) 8  47.97 (　　)

(　　)  35534 市島　悠貴 ( 3 )  (　　)  39716 水野　颯真 ( 3 ) 

(　　)  35535 木場　翔太 ( 3 )  (　　)  39718 黒田　龍生 ( 3 ) 

(　　)  35536 角田　陽翔 ( 3 )  (　　)  39720 窪内　勇輝 ( 2 ) 

(　　)  35537 田中　温琉 ( 3 )  (　　)  39722 内田　琢斗 ( 2 ) 

(　　)  35550 水本　昊汰 ( 2 )  (　　)  39724 大内　章太郎 ( 2 ) 

(　　)  35563 木下　勇哉 ( 1 )  (　　)  39725 島田　翔空 ( 2 ) 

9  48.46 (　　) 9  48.25 (　　)

(　　)  39402 田中　琉偉 ( 2 )  (　　)  35901 今井　慎之介 ( 3 ) 

(　　)  39405 中谷　塁 ( 2 )  (　　)  35902 奥村　龍生 ( 3 ) 

(　　)  39416 岡本　桜志郎 ( 3 )  (　　)  35905 古谷　颯良 ( 3 ) 

(　　)  39420 藤本　泰地 ( 2 )  (　　)  35913 池田　絹悠 ( 2 ) 

(　　)  39422 竹添　鎮伍 ( 2 )  (　　)  35915 田畑　遊史 ( 2 ) 

(　　)  39427 田村　将士 ( 1 )  (　　)  35917 錦　将汰 ( 2 ) 

西脇

播磨

チーム名

社

江井島

チーム名

大蔵

自由が丘

稲美

浜の宮

加古川山手

陵南

衣川

播磨南

吉川

三木東

緑が丘

小野



5組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

2 (　　) (　　)

(　　)  35010 溝端　悠人 ( 2 )  (　　)

(　　)  35019 谷山　瑠唯 ( 2 )  (　　)

(　　)  35023 金澤　悠仁 ( 1 )  (　　)

(　　)  35024 稲見　悠 ( 1 )  (　　)

(　　)

(　　)

3 (　　) (　　)

(　　)  37513 竹内　嵐史 ( 3 )  (　　)

(　　)  37515 朝倉　叶汰 ( 3 )  (　　)

(　　)  37521 岡　要汰 ( 2 )  (　　)

(　　)  37525 柿本　悠貴 ( 2 )  (　　)

(　　)  37531 朝倉　碧生 ( 2 )  (　　)

(　　)  37532 福本　光一朗 ( 2 )  (　　)

4  45.67 (　　) (　　)

(　　)  31601 永田　俊輔 ( 3 )  (　　)

(　　)  31604 大浦　文太 ( 3 )  (　　)

(　　)  31605 近藤　裕太 ( 3 )  (　　)

(　　)  31606 豊村　宏太 ( 3 )  (　　)

(　　)  31607 丸尾　斗騎哉 ( 3 )  (　　)

(　　)

5  47.00 (　　) (　　)

(　　)  33215 坂本　将行 ( 2 )  (　　)

(　　)  33217 佃　紘喜 ( 2 )  (　　)

(　　)  33219 野口　陽輝 ( 2 )  (　　)

(　　)  33220 松本　健太郎 ( 2 )  (　　)

(　　)  33232 小川　律輝 ( 3 )  (　　)

(　　)  33242 山口　秀司 ( 3 )  (　　)

6  45.58 (　　) (　　)

(　　)  32132 井手　鉄博 ( 3 )  (　　)

(　　)  32135 上田　悠斗 ( 3 )  (　　)

(　　)  32137 竹田　悠陽 ( 3 )  (　　)

(　　)  32140 樋笠　翔真 ( 3 )  (　　)

(　　)  32141 藤井　惺大 ( 3 )  (　　)

(　　)  32142 ブラウン　チャド叶 ( 3 )  (　　)

7  47.10 (　　) (　　)

(　　)  32971 小林　未来 ( 3 )  (　　)

(　　)  32972 松岡　正致 ( 3 )  (　　)

(　　)  32974 谷口　陽宣 ( 3 )  (　　)

(　　)  32981 大谷　桜輝 ( 2 )  (　　)

(　　)  32983 近藤　琥太 ( 2 ) 

(　　)  32985 河南　慶汰 ( 2 ) 

8  48.23 (　　)

(　　)  36075 門野　柊希 ( 3 ) 

(　　)  36078 新井　聖生 ( 3 ) 

(　　)  36083 金川　獅生 ( 2 ) 

(　　)  36085 酒井　優和 ( 2 ) 

(　　)  36086 中嶋　翔大 ( 2 ) 

(　　)  36088 池澤　奏志 ( 2 ) 

9  48.00 (　　)

(　　)  36406 東　暖人 ( 3 ) 

(　　)  36407 宮本　夢希 ( 3 ) 

(　　)  36408 石川　琉聖 ( 2 ) 

(　　)  36409 鷹見　洸希 ( 2 ) 

《 決勝 》

氷丘

チーム名チーム名

三木

北条

大久保

平岡

二見

高砂

松陽



1組 2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2  54.80 (　　) 2 (　　)

(　　)  38801 秋田　芽生 ( 2 )  (　　)  33301 山内　由喜 ( 1 ) 

(　　)  38802 高田　陽輝 ( 2 )  (　　)  33302 松原　秀明 ( 1 ) 

(　　)  38811 大西　柊璃 ( 1 )  (　　)  33303 宮本　星翔 ( 1 ) 

(　　)  38814 藤原　涼雅 ( 1 )  (　　)  33321 池井　拓斗 ( 2 ) 

(　　)  33323 前田　瑛斗 ( 2 ) 

(　　)  33326 山田　倭風希 ( 2 ) 

3  55.00 (　　) 3  55.00 (　　)

(　　)  31821 岸本　仁汰 ( 2 )  (　　)  38900 浅野　健斗 ( 2 ) 

(　　)  31826 室井　志葵 ( 2 )  (　　)  38904 山﨑　春陽 ( 2 ) 

(　　)  31827 吉山　慶 ( 2 )  (　　)  38905 荒木　孝太 ( 2 ) 

(　　)  31831 尾仲　蓮士 ( 1 )  (　　)  38922 中村　充希 ( 1 ) 

(　　)  31832 宮﨑　健豪 ( 1 )  (　　)  38923 橋間　架 ( 1 ) 

(　　)  31835 丸山　惟央 ( 1 )  (　　)  38925 萬浪　大喜 ( 1 ) 

4  50.86 (　　) 4  50.92 (　　)

(　　)  39665 橋口　心 ( 2 )  (　　)  31301 戸田　大晴 ( 1 ) 

(　　)  39666 馬場　啓介 ( 2 )  (　　)  31302 小泉　鏡也 ( 1 ) 

(　　)  39669 小西　拓実 ( 2 )  (　　)  31303 安井　瑠唯 ( 1 ) 

(　　)  39676 山﨑　朋希 ( 1 )  (　　)  31340 下内　翔雅 ( 2 ) 

(　　)  39682 井上　雄太 ( 1 )  (　　)  31343 山﨑　天夢 ( 2 ) 

5  50.81 (　　) 5  49.78 (　　)

(　　)  35660 赤松　健太 ( 2 )  (　　)  34322 小坂　羚叶 ( 2 ) 

(　　)  35666 土井　流星 ( 2 )  (　　)  34326 横手　利気 ( 2 ) 

(　　)  35668 中村　葵利玖 ( 2 )  (　　)  34332 植田　雄大 ( 1 ) 

(　　)  35671 谷口　陽亮 ( 1 )  (　　)  34333 小嶋　陸斗 ( 1 ) 

(　　)  35672 津留見　楓太 ( 1 )  (　　)  34335 白川　莉央 ( 1 ) 

(　　)  35673 山下　陽輝 ( 1 )  (　　)  34339 濵野　和俊 ( 1 ) 

6  51.64 (　　) 6  51.60 (　　)

(　　)  32113 岸　暖大 ( 1 )  (　　)  32007 本山　義之助 ( 2 ) 

(　　)  32114 佐藤　暖 ( 1 )  (　　)  32008 山中　拓馬 ( 2 ) 

(　　)  32121 松本　大志 ( 1 )  (　　)  32009 綿谷　玲 ( 2 ) 

(　　)  32154 奥屋　瑞葵 ( 2 )  (　　)  32012 鎌谷　奏佑 ( 1 ) 

(　　)  32156 小森　陽彩 ( 2 )  (　　)  32013 檀上　翔 ( 1 ) 

(　　)  32016 藤田　琉心 ( 1 ) 

7  49.25 (　　) 7  50.73 (　　)

(　　)  32212 井上　直哉 ( 1 )  (　　)  31610 神本　碧人 ( 2 ) 

(　　)  32223 鳴海　篤紀 ( 1 )  (　　)  31611 足立　嵩征 ( 2 ) 

(　　)  32227 宮原　叶夢 ( 1 )  (　　)  31615 小倉　龍音 ( 2 ) 

(　　)  32291 市岡　晴空 ( 2 )  (　　)  31620 柴田　雄樹 ( 1 ) 

(　　)  32297 山岡　詩依 ( 2 )  (　　)  31624 久本　開斗 ( 1 ) 

(　　)  32298 山川　恭矢 ( 2 )  (　　)  31628 中野　総士 ( 1 ) 

8  52.10 (　　) 8  54.47 (　　)

(　　)  31517 西野　緑朗 ( 1 )  (　　)  36410 中村　大樹 ( 2 ) 

(　　)  31519 花山　啓斗 ( 1 )  (　　)  36411 西川　翔貴 ( 2 ) 

(　　)  31522 吉井　大貴 ( 1 )  (　　)  36413 岸本　悠 ( 1 ) 

(　　)  31570 幡中　大珠 ( 2 )  (　　)  36414 津國　陽登 ( 1 ) 

(　　)  31578 木村　旭 ( 2 )  (　　)  36416 服部　稜 ( 1 ) 

(　　)  31579 後藤　翔夢 ( 2 )  (　　)  36417 福本　翔琉 ( 1 ) 

9  53.49 (　　) 9  52.45 (　　)

(　　)  33106 別府　篤史 ( 1 )  (　　)  31212 田村　大樹 ( 2 ) 

(　　)  33107 宮野　由悠季 ( 1 )  (　　)  31214 安田　逞 ( 2 ) 

(　　)  33108 森田　大輝 ( 1 )  (　　)  31216 千葉　柊三朗 ( 2 ) 

(　　)  33170 荒木　一哉 ( 2 )  (　　)  31221 馬場　航史朗 ( 1 ) 

(　　)  33171 飯田　輝人 ( 2 )  (　　)  31224 金澤　快勇 ( 1 ) 

(　　)  33172 清水　梁雅 ( 2 )  (　　)  31225 吉成　碧 ( 1 ) 

低学年 男子 4x100mR 予選   22/7/16 12:45 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   22/7/16 16:10  

《 予選 》

宝殿

二見 魚住東

大久保北 大久保

望海 松陽

チーム名 チーム名

中町 平岡南

江井島 加美

播磨 衣川

三木東

加古川中部 大蔵



3組 4組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2 (　　) 3 (　　)

(　　)  31414 佐野　悠真 ( 2 )  (　　)  34720 杉岡　志信 ( 2 ) 

(　　)  31417 鶴熊　柚紀 ( 2 )  (　　)  34723 松本　奏音 ( 2 ) 

(　　)  31424 松本　晃音 ( 2 )  (　　)  34731 詫广　隼人 ( 1 ) 

(　　)  31452 江見　純汰 ( 1 )  (　　)  34733 藤田　和樹 ( 1 ) 

(　　)  31453 柴原　瑛司 ( 1 )  (　　)  34734 藤原　琉衣 ( 1 ) 

(　　)  31457 森井　悠太 ( 1 ) 

3 (　　) 4  49.97 (　　)

(　　)  38130 水野　光 ( 2 )  (　　)  37104 藤原　滉太郎 ( 1 ) 

(　　)  38141 安田　樹生 ( 2 )  (　　)  37105 水池　葵唯 ( 1 ) 

(　　)  38142 和田　悠哉 ( 2 )  (　　)  37107 森崎　悠獅 ( 1 ) 

(　　)  38160 中﨑　央士 ( 1 )  (　　)  37122 上月　兼臣 ( 2 ) 

(　　)  38161 藤井　洸太朗 ( 1 )  (　　)  37123 田中　優剛 ( 2 ) 

(　　)  38162 上月　岳人 ( 1 )  (　　)  37126 水口　来翔 ( 2 ) 

4  51.36 (　　) 5  50.00 (　　)

(　　)  31173 玉本　清也 ( 2 )  (　　)  35420 今枝　慶太郎 ( 1 ) 

(　　)  31179 島田　陽太 ( 2 )  (　　)  35421 田中　映志 ( 1 ) 

(　　)  31180 森川　奏友 ( 1 )  (　　)  35422 坂本　昂雅 ( 1 ) 

(　　)  31181 篠原　大智 ( 1 )  (　　)  35457 志田　煌來 ( 2 ) 

(　　)  31190 白井　志音 ( 1 )  (　　)  35458 冨井　晴翔 ( 2 ) 

(　　)  31195 大塩　晟滉 ( 2 )  (　　)  35459 冨井　悠翔 ( 2 ) 

5  49.85 (　　) 6  51.30 (　　)

(　　)  33518 武田　玄侍 ( 2 )  (　　)  31924 城戸　柚楓 ( 2 ) 

(　　)  33522 小松　蓮 ( 2 )  (　　)  31926 市川　隼樹 ( 2 ) 

(　　)  33532 宮野　徠斗 ( 1 )  (　　)  31930 木本　朔久弥 ( 2 ) 

(　　)  33538 松尾　翔琉 ( 1 )  (　　)  31939 北川　壱輝 ( 1 ) 

(　　)  33541 田村　煌汰 ( 1 )  (　　)  31942 内田　麻翔 ( 1 ) 

(　　)  31944 唐木　悠 ( 1 ) 

6  51.00 (　　) 7  51.19 (　　)

(　　)  39135 森脇　悠 ( 2 )  (　　)  32980 浅間　海吏 ( 2 ) 

(　　)  39136 森脇　琉斗 ( 2 )  (　　)  32984 浅間　大地 ( 2 ) 

(　　)  39138 横山　蒼 ( 2 )  (　　)  32993 神田　凌空 ( 1 ) 

(　　)  39142 藤本　悠誠 ( 1 )  (　　)  32994 増田　結斗 ( 1 ) 

(　　)  39146 渡部　充騎 ( 1 )  (　　)  32995 杉本　聖也 ( 1 ) 

(　　)  39147 村上　旺次郎 ( 1 )  (　　)  32996 枇榔　陽奈太 ( 1 ) 

7  50.51 (　　) 8  53.59 (　　)

(　　)  33420 大西　弘朗 ( 2 )  (　　)  36084 窪田　真伊 ( 2 ) 

(　　)  33421 小川　颯介 ( 2 )  (　　)  36087 袴田　一期 ( 2 ) 

(　　)  33427 西岡　蒼留 ( 2 )  (　　)  36089 七條　天太 ( 2 ) 

(　　)  33430 岩佐　和歩 ( 1 )  (　　)  36092 一ノ瀬　晶 ( 1 ) 

(　　)  33432 坂　優空 ( 1 )  (　　)  36093 西原　嘉倫 ( 1 ) 

(　　)  33433 末福　琉力 ( 1 )  (　　)  36095 門野　仁弥 ( 1 ) 

8  53.91 (　　) 9 (　　)

(　　)  33701 垣内　玲央 ( 1 )  (　　)  34534 来住　侑亮 ( 2 ) 

(　　)  33703 内橋　祥太朗 ( 1 )  (　　)  34536 阪口　楓弥 ( 2 ) 

(　　)  33705 三浦　颯斗 ( 1 )  (　　)  34538 高瀬　伊周 ( 2 ) 

(　　)  33707 下川　知紘 ( 1 )  (　　)  34557 徳岡　翔希 ( 1 ) 

(　　)  33764 伊藤　蒔生 ( 2 )  (　　)  34562 藤井　遥大 ( 1 ) 

(　　)  33765 西　琥太郎 ( 2 )  (　　)  34563 藤原　空奏 ( 1 ) 

9  53.14 (　　)

(　　)  32805 江草　圭輔 ( 2 ) 

(　　)  32807 山下　義仁 ( 2 ) 

(　　)  32808 原田　瑞人 ( 2 ) 

(　　)  32860 宮本　樹 ( 1 ) 

(　　)  32862 深草　友希 ( 1 ) 

(　　)  32867 森元　龍毅 ( 1 ) 

加古川

緑が丘

別府 魚住

黒田庄 氷丘

浜の宮 高砂

チーム名 チーム名

野々池 西脇南

社 小野

朝霧

神吉 西脇



ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 決勝 》

チーム名



Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32272 岡村　卓和 ( 3 )  大久保北  1.53 (　　) 13  35656 鈴木　駿介 ( 3 )  三木東  1.70 (　　)

2  31426 山中　琉生 ( 2 )  野々池  1.74 (　　) 14  34302 礒野　裕大 ( 3 )  宝殿  1.60 (　　)

3  31284 中川　裕文 ( 3 )  大蔵  1.60 (　　) 15  32156 小森　陽彩 ( 2 )  二見  1.50 (　　)

4  34304 佐藤　優希 ( 3 )  宝殿  1.77 (　　) 16  33946 有末　貫汰 ( 3 )  陵南  1.74 (　　)

5  33528 有竹　結希 ( 3 )  別府  1.50 (　　) 17  35536 角田　陽翔 ( 3 )  自由が丘  1.60 (　　)

6  38161 藤井　洸太朗 ( 1 )  社  1.50 (　　) 18  31933 竹本　蒼士朗 ( 3 )  魚住  1.55 (　　)

7  34525 深瀬　光貴 ( 3 )  西脇  1.50 (　　) 19  31418 永田　悠真 ( 2 )  野々池  1.73 (　　)

8  39668 石野　佑磨 ( 2 )  播磨  1.55 (　　) 20  31293 山田　睦明 ( 3 )  大蔵  1.65 (　　)

9  35417 木口　琉太 ( 3 )  緑が丘  1.60 (　　) 21  32279 向井　利旺 ( 3 )  大久保北  1.56 (　　)

10  32136 川本　一輝 ( 3 )  二見  1.53 (　　) 22  32887 竹歳　龍 ( 3 )  加古川  1.55 (　　)

11  35465 長谷川　蒼空 ( 2 )  緑が丘  1.65 (　　) 23  31570 幡中　大珠 ( 2 )  望海  1.50 (　　)

12  31561 尾松　永愛 ( 3 )  望海  1.68 (　　)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  33513 池本　嵐 ( 3 )  別府  5.50 (　　) (-　.　) 1  33756 塚本　翔大 ( 3 )  神吉  5.14 (　　) (-　.　)

2  36075 門野　柊希 ( 3 )  高砂  5.10 (　　) (-　.　) 2  38120 前田　泰志 ( 2 )  社  5.29 (　　) (-　.　)

3  32888 山路　俊介 ( 3 )  加古川  5.68 (　　) (-　.　) 3  33418 吉田　幸輝 ( 3 )  浜の宮  5.79 (　　) (-　.　)

4  33410 高田　翔太 ( 3 )  浜の宮  5.75 (　　) (-　.　) 4  32886 石原　煕仁 ( 3 )  加古川  5.24 (　　) (-　.　)

5  39722 内田　琢斗 ( 2 )  播磨南  5.37 (　　) (-　.　) 5  39716 水野　颯真 ( 3 )  播磨南  6.04 (　　) (-　.　)

6  32134 井原　碧葉 ( 3 )  二見  6.12 (　　) (-　.　) 6  31195 大塩　晟滉 ( 2 )  朝霧  5.14 (　　) (-　.　)

7  39126 村上　宙輝 ( 3 )  黒田庄  5.84 (　　) (-　.　) 7  36322 永田　叶希 ( 3 )  竜山  5.47 (　　) (-　.　)

8  33947 小野　翼 ( 3 )  陵南  5.31 (　　) (-　.　) 8  33949 小林　一心 ( 3 )  陵南  5.73 (　　) (-　.　)

9  35458 冨井　晴翔 ( 2 )  緑が丘  5.16 (　　) (-　.　) 9  37285 神生　嵩矢 ( 3 )  旭丘  5.74 (　　) (-　.　)

10  37703 寺尾　周 ( 3 )  加西  5.20 (　　) (-　.　) 10  31330 林　颯馬 ( 3 )  衣川  5.50 (　　) (-　.　)

11  38528 村上　智哉 ( 3 )  兵教大附属  5.15 (　　) (-　.　) 11  31933 竹本　蒼士朗 ( 3 )  魚住  5.19 (　　) (-　.　)

12  35652 木嶋　宏海 ( 3 )  三木東  5.42 (　　) (-　.　) 12  35403 片山　朝陽 ( 3 )  緑が丘  5.82 (　　) (-　.　)

13  38118 中野　一稀 ( 2 )  社  5.54 (　　) (-　.　) 13  34322 小坂　羚叶 ( 2 )  宝殿  5.18 (　　) (-　.　)

14  34304 佐藤　優希 ( 3 )  宝殿  5.75 (　　) (-　.　) 14  33512 岩本　陸 ( 3 )  別府  5.32 (　　) (-　.　)

15  33217 佃　紘喜 ( 2 )  平岡  5.52 (　　) (-　.　) 15  32131 青木　流雅 ( 3 )  二見  5.21 (　　) (-　.　)

16  31299 吉成　迅 ( 3 )  大蔵  5.20 (　　) (-　.　) 16  35537 田中　温琉 ( 3 )  自由が丘  5.57 (　　) (-　.　)

17  32276 廣長　凌 ( 3 )  大久保北  5.80 (　　) (-　.　) 17  39125 村上　陽哉 ( 3 )  黒田庄  5.85 (　　) (-　.　)

18  32983 近藤　琥太 ( 2 )  氷丘  5.22 (　　) (-　.　) 18  32273 楞野　陽斗 ( 3 )  大久保北  5.55 (　　) (-　.　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  33756 塚本　翔大 ( 3 )  神吉  11.07 (　　) (-　.　) 15  32135 上田　悠斗 ( 3 )  二見  12.42 (　　) (-　.　)

2  33410 高田　翔太 ( 3 )  浜の宮  11.80 (　　) (-　.　) 16  32886 石原　煕仁 ( 3 )  加古川  11.46 (　　) (-　.　)

3  32273 楞野　陽斗 ( 3 )  大久保北  11.99 (　　) (-　.　) 17  32985 河南　慶汰 ( 2 )  氷丘  10.51 (　　) (-　.　)

4  33947 小野　翼 ( 3 )  陵南  10.81 (　　) (-　.　) 18  32888 山路　俊介 ( 3 )  加古川  11.81 (　　) (-　.　)

5  31285 上田　隼大 ( 3 )  大蔵  11.25 (　　) (-　.　) 19  39722 内田　琢斗 ( 2 )  播磨南  11.07 (　　) (-　.　)

6  31562 中本　龍志 ( 3 )  望海  10.78 (　　) (-　.　) 20  38130 水野　光 ( 2 )  社  10.74 (　　) (-　.　)

7  34525 深瀬　光貴 ( 3 )  西脇  11.23 (　　) (-　.　) 21  35401 井上　翔太 ( 3 )  緑が丘  10.55 (　　) (-　.　)

8  32983 近藤　琥太 ( 2 )  氷丘  10.72 (　　) (-　.　) 22  35656 鈴木　駿介 ( 3 )  三木東  11.60 (　　) (-　.　)

9  32134 井原　碧葉 ( 3 )  二見  12.81 (　　) (-　.　) 23  31290 木村　優太 ( 3 )  大蔵  12.23 (　　) (-　.　)

10  33512 岩本　陸 ( 3 )  別府  11.48 (　　) (-　.　) 24  39124 東田　凰聖 ( 3 )  黒田庄  11.35 (　　) (-　.　)

11  33949 小林　一心 ( 3 )  陵南  11.82 (　　) (-　.　) 25  31918 森岡　将一朗 ( 3 )  魚住  11.01 (　　) (-　.　)

12  32276 廣長　凌 ( 3 )  大久保北  11.33 (　　) (-　.　) 26  33172 清水　梁雅 ( 2 )  加古川中部  10.69 (　　) (-　.　)

13  33411 長井　佑綺 ( 3 )  浜の宮  11.13 (　　) (-　.　) 27  35403 片山　朝陽 ( 3 )  緑が丘  12.48 (　　) (-　.　)

14  35537 田中　温琉 ( 3 )  自由が丘  10.79 (　　) (-　.　) 28  39133 恒原　陽彩 ( 2 )  黒田庄  10.98 (　　) (-　.　)

22/7/16 09:45 ( 2組 ) 

《 決勝 》

共　通 男子 走高跳
22/7/17 10:30  

《 決勝 》

共　通 男子 三段跳
22/7/17 12:45  

《 決勝 》

共　通 男子 走幅跳



Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35903 片山　璃音 ( 3 ) 吉川  9.32 (　　)

2  32297 山岡　詩依 ( 2 ) 大久保北  8.23 (　　)

3  31440 脇田　直人 ( 3 ) 野々池  10.50 (　　)

4  32039 佐野　樹輝弥 ( 3 ) 魚住東  8.66 (　　)

5  31326 杉本　帆志 ( 3 ) 衣川  11.29 (　　)

6  35660 赤松　健太 ( 2 ) 三木東  8.11 (　　)

7  32142 ブラウン　チャド叶 ( 3 ) 二見  10.90 (　　)

8  33242 山口　秀司 ( 3 ) 平岡  8.85 (　　)

9  32970 原　幸輝 ( 3 ) 氷丘  10.88 (　　)

10  39674 高田　尚朗 ( 2 ) 播磨  8.44 (　　)

11  33331 竹野　倭虎 ( 2 ) 平岡南  11.27 (　　)

12  39720 窪内　勇輝 ( 2 ) 播磨南  8.07 (　　)

13  33143 古田　弘樹 ( 3 ) 加古川中部  8.51 (　　)

14  33404 小野　陽生 ( 3 ) 浜の宮  9.48 (　　)

15  35655 末久　大和 ( 3 ) 三木東  8.88 (　　)

16  33332 山本　祐誠 ( 2 ) 平岡南  8.53 (　　)

17  33971 鈴木　大裕 ( 2 ) 陵南  8.32 (　　)

18  31341 土田　陽翔 ( 2 ) 衣川  9.19 (　　)

19  33231 浅野　晄汰 ( 3 ) 平岡  10.41 (　　)

20  31434 西村　涼太 ( 3 ) 野々池  9.31 (　　)

21  33970 橋本　大瑚 ( 2 ) 陵南  8.30 (　　)

22  32144 南薗　隼稀 ( 3 ) 二見  8.19 (　　)

23  33408 河野　亜蓮 ( 3 ) 浜の宮  10.45 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33231 浅野　晄汰 ( 3 ) 平岡  33.95 (　　)

2  32140 樋笠　翔真 ( 3 ) 二見  33.11 (　　)

3  32970 原　幸輝 ( 3 ) 氷丘  32.40 (　　)

4  33408 河野　亜蓮 ( 3 ) 浜の宮  30.46 (　　)

5  33331 竹野　倭虎 ( 2 ) 平岡南  28.76 (　　)

6  31565 笹谷　昊士朗 ( 3 ) 望海  27.80 (　　)

7  32142 ブラウン　チャド叶 ( 3 ) 二見  27.21 (　　)

8  33516 髙山　颯太 ( 3 ) 別府  26.50 (　　)

9  33216 竹内　響 ( 2 ) 平岡  26.43 (　　)

10  31285 上田　隼大 ( 3 ) 大蔵  26.25 (　　)

11  33332 山本　祐誠 ( 2 ) 平岡南  26.05 (　　)

12  33404 小野　陽生 ( 3 ) 浜の宮  25.80 (　　)

13  35655 末久　大和 ( 3 ) 三木東  23.50 (　　)

14  35408 平岡　空羅 ( 3 ) 緑が丘  23.36 (　　)

15  39673 田中　心詩 ( 2 ) 播磨  23.23 (　　)

16  31935 大西　真斗 ( 2 ) 魚住  22.82 (　　)

17  39674 高田　尚朗 ( 2 ) 播磨  22.81 (　　)

18  39720 窪内　勇輝 ( 2 ) 播磨南  22.41 (　　)

19  33970 橋本　大瑚 ( 2 ) 陵南  22.29 (　　)

20  35651 金本　礼恩 ( 3 ) 三木東  21.95 (　　)

21  35414 前川　大和 ( 3 ) 緑が丘  21.69 (　　)

22  31440 脇田　直人 ( 3 ) 野々池  21.68 (　　)

23  31823 中田　心紘 ( 2 ) 江井島  21.51 (　　)

24  32271 梅田　北斗 ( 3 ) 大久保北  21.44 (　　)

25  31434 西村　涼太 ( 3 ) 野々池  21.37 (　　)

26  33134 金澤　凜大郎 ( 3 ) 加古川中部  21.28 (　　)

27  31200 島本　智理 ( 3 ) 大蔵  20.79 (　　)

28  34303 上平川　大輝 ( 3 ) 宝殿  20.57 (　　)

29  31892 久保河内　一馬 ( 3 ) 江井島  20.44 (　　)

30  33061 佐々木　健 ( 2 ) 加古川山手  20.10 (　　)

《 決勝 》

共　通 男子 砲丸投5k
22/7/17 10:45  

《 決勝 》

共　通 男子 円盤投1.5k
22/7/16 12:45  



期日・時刻 審判長

競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 申込記録 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考
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種目 共　通 男子 四種競技 決勝 2022/7/16

競技会名 東播地区中学校総合体育大会　陸上競技大会 加古川運動公園陸上競技場　 [281060]

主催団体名 東播中学校体育連盟 [28]

1  32136 川本　一輝( 3 ) 二見  1823

2  32974 谷口　陽宣( 3 ) 氷丘  1622

3  35409 松居　暉大( 3 ) 緑が丘

4  31293 山田　睦明( 3 ) 大蔵

5  33406 北村　優希( 3 ) 浜の宮  1630

6  31564 渋谷　洸晴( 3 ) 望海  1926

7  34711 平井　佑樹( 3 ) 西脇南

8  31418 永田　悠真( 2 ) 野々池  1663

9  32272 岡村　卓和( 3 ) 大久保北  1609

10  39121 大隅　優也( 3 ) 黒田庄  1200

11  32981 大谷　桜輝( 2 ) 氷丘  1579

12  35402 井上　俊哉( 3 ) 緑が丘  1672

13  39669 小西　拓実( 2 ) 播磨

14  31561 尾松　永愛( 3 ) 望海  1544

15  31436 本薗　虎太郎( 3 ) 野々池  1367

16  31212 田村　大樹( 2 ) 大蔵

17  38533 小紫　希( 2 ) 兵教大附属

18  32279 向井　利旺( 3 ) 大久保北  1371

19  34538 高瀬　伊周( 2 ) 西脇  1500

20  39723 井原　佳一( 2 ) 播磨南

23  38537 田邉　隆佳( 2 ) 兵教大附属

21  34534 来住　侑亮( 2 ) 西脇  1500

22  39668 石野　佑磨( 2 ) 播磨



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考

2  32136 川本　一輝 ( 3 )  二見  17.71 (　　) [　　　] 2  32272 岡村　卓和 ( 3 )  大久保北  19.50 (　　) [　　　]

3  32974 谷口　陽宣 ( 3 )  氷丘  17.42 (　　) [　　　] 3  39121 大隅　優也 ( 3 )  黒田庄  19.85 (　　) [　　　]

4  35409 松居　暉大 ( 3 )  緑が丘  16.03 (　　) [　　　] 4  32981 大谷　桜輝 ( 2 )  氷丘  18.30 (　　) [　　　]

5  31293 山田　睦明 ( 3 )  大蔵  17.00 (　　) [　　　] 5  35402 井上　俊哉 ( 3 )  緑が丘  18.54 (　　) [　　　]

6  33406 北村　優希 ( 3 )  浜の宮  16.92 (　　) [　　　] 6  39669 小西　拓実 ( 2 )  播磨  18.71 (　　) [　　　]

7  31564 渋谷　洸晴 ( 3 )  望海  16.24 (　　) [　　　] 7  31561 尾松　永愛 ( 3 )  望海  18.65 (　　) [　　　]

8  34711 平井　佑樹 ( 3 )  西脇南  17.10 (　　) [　　　] 8  31436 本薗　虎太郎 ( 3 )  野々池  19.12 (　　) [　　　]

9  31418 永田　悠真 ( 2 )  野々池  17.37 (　　) [　　　] 9  31212 田村　大樹 ( 2 )  大蔵  19.46 (　　) [　　　]

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考

3  38533 小紫　希 ( 2 )  兵教大附属 (　　) [　　　]

4  32279 向井　利旺 ( 3 )  大久保北  19.95 (　　) [　　　]

5  34538 高瀬　伊周 ( 2 )  西脇  20.50 (　　) [　　　]

6  39723 井原　佳一 ( 2 )  播磨南  22.12 (　　) [　　　]

7  34534 来住　侑亮 ( 2 )  西脇  20.10 (　　) [　　　]

8  39668 石野　佑磨 ( 2 )  播磨 (　　) [　　　]

9  38537 田邉　隆佳 ( 2 )  兵教大附属 (　　) [　　　]

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考

1  32272 岡村　卓和 ( 3 )  大久保北  1.53 (　　) [　　　] 1  38533 小紫　希 ( 2 )  兵教大附属 (　　) [　　　]

2  39121 大隅　優也 ( 3 )  黒田庄  1.40 (　　) [　　　] 2  32279 向井　利旺 ( 3 )  大久保北  7.93 (　　) [　　　]

3  32981 大谷　桜輝 ( 2 )  氷丘  1.53 (　　) [　　　] 3  34538 高瀬　伊周 ( 2 )  西脇  8.00 (　　) [　　　]

4  35402 井上　俊哉 ( 3 )  緑が丘  1.45 (　　) [　　　] 4  39723 井原　佳一 ( 2 )  播磨南 (　　) [　　　]

5  39669 小西　拓実 ( 2 )  播磨  1.45 (　　) [　　　] 5  34534 来住　侑亮 ( 2 )  西脇  7.00 (　　) [　　　]

6  31561 尾松　永愛 ( 3 )  望海  1.68 (　　) [　　　] 6  39668 石野　佑磨 ( 2 )  播磨 (　　) [　　　]

7  31436 本薗　虎太郎 ( 3 )  野々池  1.56 (　　) [　　　] 7  38537 田邉　隆佳 ( 2 )  兵教大附属 (　　) [　　　]

8  31212 田村　大樹 ( 2 )  大蔵 (　　) [　　　] 8  32136 川本　一輝 ( 3 )  二見  9.01 (　　) [　　　]

9  38533 小紫　希 ( 2 )  兵教大附属 (　　) [　　　] 9  32974 谷口　陽宣 ( 3 )  氷丘  8.78 (　　) [　　　]

10  32279 向井　利旺 ( 3 )  大久保北  1.56 (　　) [　　　] 10  35409 松居　暉大 ( 3 )  緑が丘 (　　) [　　　]

11  34538 高瀬　伊周 ( 2 )  西脇  1.35 (　　) [　　　] 11  31293 山田　睦明 ( 3 )  大蔵 (　　) [　　　]

12  39723 井原　佳一 ( 2 )  播磨南 (　　) [　　　] 12  33406 北村　優希 ( 3 )  浜の宮  8.43 (　　) [　　　]

13  34534 来住　侑亮 ( 2 )  西脇  1.30 (　　) [　　　] 13  31564 渋谷　洸晴 ( 3 )  望海  8.43 (　　) [　　　]

14  39668 石野　佑磨 ( 2 )  播磨  1.55 (　　) [　　　] 14  34711 平井　佑樹 ( 3 )  西脇南 (　　) [　　　]

15  38537 田邉　隆佳 ( 2 )  兵教大附属 (　　) [　　　] 15  31418 永田　悠真 ( 2 )  野々池  7.92 (　　) [　　　]

16  32136 川本　一輝 ( 3 )  二見  1.53 (　　) [　　　] 16  32272 岡村　卓和 ( 3 )  大久保北  7.70 (　　) [　　　]

17  32974 谷口　陽宣 ( 3 )  氷丘  1.40 (　　) [　　　] 17  39121 大隅　優也 ( 3 )  黒田庄  6.48 (　　) [　　　]

18  35409 松居　暉大 ( 3 )  緑が丘 (　　) [　　　] 18  32981 大谷　桜輝 ( 2 )  氷丘  6.55 (　　) [　　　]

19  31293 山田　睦明 ( 3 )  大蔵  1.65 (　　) [　　　] 19  35402 井上　俊哉 ( 3 )  緑が丘  8.77 (　　) [　　　]

20  33406 北村　優希 ( 3 )  浜の宮  1.45 (　　) [　　　] 20  39669 小西　拓実 ( 2 )  播磨 (　　) [　　　]

21  31564 渋谷　洸晴 ( 3 )  望海  1.60 (　　) [　　　] 21  31561 尾松　永愛 ( 3 )  望海  8.51 (　　) [　　　]

22  34711 平井　佑樹 ( 3 )  西脇南  1.50 (　　) [　　　] 22  31436 本薗　虎太郎 ( 3 )  野々池  8.30 (　　) [　　　]

23  31418 永田　悠真 ( 2 )  野々池  1.73 (　　) [　　　] 23  31212 田村　大樹 ( 2 )  大蔵 (　　) [　　　]

共　通 男子 四種競技 110mH
22/7/16 09:30 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

22/7/16 11:15  

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s)

共　通 男子 四種競技 走高跳
22/7/16 12:45  

《 決勝 》

共　通 男子 四種競技 砲丸投4k



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32131 秋山　奈々 ( 3 )  二見  13.98 (　　) 1  32873 北村　葉奈 ( 3 )  加古川  13.96 (　　)

2  38113 近藤　もも ( 3 )  社  13.74 (　　) 2  32027 木曽　希音 ( 3 )  魚住東  13.77 (　　)

3  32237 藤本　愛 ( 3 )  大久保北  13.97 (　　) 3  31125 渡辺　彩加 ( 3 )  朝霧  14.05 (　　)

4  31403 井村　綾実 ( 3 )  野々池  13.30 (　　) 4  35907 工藤　さくら ( 3 )  吉川  13.36 (　　)

5  33945 平野　美紀 ( 3 )  陵南  12.68 (　　) 5  39760 新居　みやび ( 3 )  播磨南  13.26 (　　)

6  32875 島田　万莉愛 ( 3 )  加古川  13.54 (　　) 6  34304 迫田　優里 ( 3 )  宝殿  13.46 (　　)

7  36409 加古　杏菜 ( 3 )  松陽  13.35 (　　) 7  32933 権藤　百合子 ( 3 )  氷丘  12.84 (　　)

8  35909 小林　彩 ( 3 )  吉川  13.67 (　　) 8  34582 大嶋　可恋 ( 3 )  西脇  13.71 (　　)

9  38904 中村　紗菜 ( 3 )  加美  13.54 (　　) 9  39427 滝本　鈴夏 ( 3 )  稲美  13.56 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33512 佐々木　結奈 ( 3 )  別府  14.10 (　　) 1  37292 浦田　樹愛 ( 3 )  旭丘  13.83 (　　)

2  33150 石口　楓 ( 3 )  加古川中部  13.81 (　　) 2  33425 髙橋　澪 ( 3 )  浜の宮  13.89 (　　)

3  37891 内藤　さらら ( 3 )  泉  13.95 (　　) 3  33301 三浦　菜都美 ( 3 )  平岡南  14.12 (　　)

4  33944 永山　未希 ( 3 )  陵南  13.02 (　　) 4  36385 山田　涼華 ( 3 )  竜山  13.03 (　　)

5  34587 笹倉　愛実 ( 3 )  西脇  13.44 (　　) 5  36414 本郷　李果 ( 3 )  松陽  13.41 (　　)

6  39421 水野　恵依 ( 3 )  稲美  13.38 (　　) 6  33636 畑　葉月 ( 3 )  両荘  13.39 (　　)

7  39658 分玉　彩智 ( 3 )  播磨  13.23 (　　) 7  37001 小倉　梨愛 ( 3 )  小野南  13.12 (　　)

8  32221 池田　咲結菜 ( 3 )  大久保北  13.59 (　　) 8  37142 藤原　成美 ( 3 )  小野  13.63 (　　)

9  35440 梅津　さくら ( 3 )  緑が丘  13.65 (　　) 9  35540 津尾　菜月 ( 3 )  自由が丘  13.60 (　　)

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  35533 住吉　聖菜 ( 3 )  自由が丘  13.94 (　　)

3  31412 松井　美咲希 ( 3 )  野々池  13.84 (　　)

4  32934 田井　里奈 ( 3 )  氷丘  13.08 (　　)

5  33421 石田　有華咲 ( 3 )  浜の宮  13.11 (　　)

6  37141 大山　璃姫 ( 3 )  小野  13.40 (　　)

7  37002 鐘撞　紗楠 ( 3 )  小野南  13.39 (　　)

8  39660 大西　花連 ( 3 )  播磨  13.65 (　　)

9  34308 宮﨑　そよか ( 3 )  宝殿  13.64 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

３年生 女子 100m
予選   22/7/16 11:20 ( 5組 2＋6 ) 

準決勝   22/7/16 13:45 ( 2組 3＋2 ) 

決勝   22/7/16 15:10  

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s)

《 準決勝 》

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  36151 小林　さら ( 2 )  荒井  14.08 (　　) 1  36307 恒川　絢音 ( 2 )  竜山  14.26 (　　)

2  36417 小田　桃佳 ( 2 )  松陽  14.28 (　　) 2  31433 川渕　絢心 ( 2 )  野々池  14.28 (　　)

3  33190 山本　夢羽 ( 2 )  加古川中部  14.27 (　　) 3  36420 津田　凜 ( 2 )  松陽  14.12 (　　)

4  33638 山野　麻緒 ( 2 )  両荘  12.58 (　　) 4  32153 前　優花 ( 2 )  二見  13.64 (　　)

5  39664 渡邊　心 ( 2 )  播磨  13.83 (　　) 5  32893 吉田　聖來 ( 2 )  加古川  13.58 (　　)

6  37520 岡　蒼依 ( 2 )  北条  13.61 (　　) 6  39401 赤木　こころ ( 2 )  稲美  13.83 (　　)

7  37103 大野　生織 ( 2 )  小野  13.60 (　　) 7  31631 伊藤　紗英 ( 2 )  大久保  12.86 (　　)

8  33957 鈴木　那奈 ( 2 )  陵南  13.85 (　　) 8  37221 掘井　ひより ( 2 )  旭丘  14.06 (　　)

9  33744 丸一　志帆 ( 2 )  神吉  14.07 (　　) 9  31817 藤井　莉子 ( 2 )  江井島  13.87 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  38150 藤本　陽菜乃 ( 2 )  社  14.26 (　　) 1  33518 坂本　葵 ( 2 )  別府  14.23 (　　)

2  33003 川口　陽菜 ( 2 )  加古川山手  14.30 (　　) 2  32151 大橋　凛香 ( 2 )  二見  14.29 (　　)

3  39663 藤井　玲名 ( 2 )  播磨  14.13 (　　) 3  39411 河邊　聖 ( 2 )  稲美  14.14 (　　)

4  32261 谷山　七海 ( 2 )  大久保北  13.58 (　　) 4  31130 阿尾　優栞 ( 2 )  朝霧  13.66 (　　)

5  37015 松山　愛生 ( 2 )  小野南  13.82 (　　) 5  36152 近藤　莉帆 ( 2 )  荒井  13.55 (　　)

6  35617 藤田　夏希 ( 2 )  三木東  13.65 (　　) 6  33188 宮崎　愛奈 ( 2 )  加古川中部  13.78 (　　)

7  32890 岩本　萌々果 ( 2 )  加古川  12.89 (　　) 7  33443 千徳　真心子 ( 2 )  浜の宮  13.22 (　　)

8  34333 浜中　心寧 ( 2 )  宝殿  13.89 (　　) 8  33009 萩原　風帆 ( 2 )  加古川山手  13.89 (　　)

9  39181 青山　希咲 ( 2 )  黒田庄  14.06 (　　) 9  34334 福山　美優 ( 2 )  宝殿  14.04 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32269 宮村　宙楽 ( 2 )  大久保北  14.15 (　　) 2  37013 堀　真奈美 ( 2 )  小野南  14.16 (　　)

2  33519 濱岡　芽衣 ( 2 )  別府  14.30 (　　) 3  37222 猪島　桃子 ( 2 )  旭丘  14.17 (　　)

3  36207 山下　幸咲 ( 2 )  鹿島  14.23 (　　) 4  32942 堤　清香 ( 2 )  氷丘  13.55 (　　)

4  31633 川井　波瑠 ( 2 )  大久保  13.47 (　　) 5  33219 佐岡　亜都沙 ( 2 )  平岡  13.52 (　　)

5  39772 吉川　美海 ( 2 )  播磨南  13.75 (　　) 6  38145 山口　恵玲奈 ( 2 )  社  13.74 (　　)

6  35615 藤本　有彩 ( 2 )  三木東  13.67 (　　) 7  36309 松下　知弘 ( 2 )  竜山  13.74 (　　)

7  37108 前山　晴華 ( 2 )  小野  13.55 (　　) 8  33743 石川　優菜 ( 2 )  神吉  13.93 (　　)

8  33211 朝野　虹香 ( 2 )  平岡  14.04 (　　) 9  39776 大西　莉央 ( 2 )  播磨南  14.00 (　　)

9  33442 小川　玲奈 ( 2 )  浜の宮  13.90 (　　)

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

２年生 女子 100m
予選   22/7/16 10:40 ( 6組 3＋6 ) 

準決勝   22/7/16 14:05 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   22/7/16 15:20  

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 準決勝 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  39668 進藤　すず ( 1 )  播磨  14.84 (　　) 2  31456 岸本　夏実 ( 1 )  野々池  14.94 (　　)

3  33807 橋本　暖生 ( 1 )  志方  14.94 (　　) 3  31993 田原　朱梨 ( 1 )  魚住  14.86 (　　)

4  33450 稲原　歩花 ( 1 )  浜の宮  14.30 (　　) 4  35401 濱中　芽衣 ( 1 )  緑が丘  14.15 (　　)

5  32951 小笠原　実玖 ( 1 )  氷丘  14.50 (　　) 5  32945 田井　理捺 ( 1 )  氷丘  13.64 (　　)

6  33706 北江　凛 ( 1 )  神吉  13.64 (　　) 6  38537 濱田　渚 ( 1 )  兵教大附属  14.34 (　　)

7  31451 浅野　梨愛 ( 1 )  野々池  14.31 (　　) 7  32287 中渡瀬　結菜 ( 1 )  大久保北  14.56 (　　)

8  39780 野路　美桜 ( 1 )  播磨南  14.82 (　　) 8  31144 宮永　優花 ( 1 )  朝霧  14.74 (　　)

9  32115 菅原　こころ ( 1 )  二見  14.56 (　　) 9  33962 井上　愛理 ( 1 )  陵南  14.57 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  38157 グェン　　ハイ　イェン ( 1 )  社  14.87 (　　) 2  33705 中山　優希菜 ( 1 )  神吉  14.90 (　　)

3  32283 田中　寧花 ( 1 )  大久保北  14.93 (　　) 3  38817 堀口　るな ( 1 )  中町  14.89 (　　)

4  33234 川﨑　琴葉 ( 1 )  平岡  14.07 (　　) 4  38158 前川　希羽 ( 1 )  社  13.84 (　　)

5  31523 池野　彩音 ( 1 )  望海  14.45 (　　) 5  36312 丘田　莉子 ( 1 )  竜山  14.02 (　　)

6  33452 重田　華穂 ( 1 )  浜の宮  14.47 (　　) 6  33523 中川　結華 ( 1 )  別府  14.45 (　　)

7  35937 西岡　花菜 ( 1 )  吉川  13.77 (　　) 7  32111 上田　琴葉 ( 1 )  二見  14.47 (　　)

8  37020 田中　弥生 ( 1 )  小野南  14.74 (　　) 8  35935 板倉　花歩 ( 1 )  吉川  14.61 (　　)

9  34703 郡　碧衣 ( 1 )  西脇南  14.64 (　　) 9  31825 西留　凛空 ( 1 )  江井島  14.72 (　　)

１年生 女子 100m
予選   22/7/17 11:20 ( 4組 2＋8 ) 

準決勝   22/7/17 14:00 ( 2組 3＋2 ) 

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

決勝   22/7/17 15:30  

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 準決勝 》

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

《 決勝 》



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  37015 松山　愛生 ( 2 )  小野南  28.92 (　　) 2  34308 宮﨑　そよか ( 3 )  宝殿  28.75 (　　)

2  32221 池田　咲結菜 ( 3 )  大久保北  28.75 (　　) 3  32237 藤本　愛 ( 3 )  大久保北  28.50 (　　)

3  34304 迫田　優里 ( 3 )  宝殿  28.40 (　　) 4  36385 山田　涼華 ( 3 )  竜山  27.29 (　　)

4  33160 松岡　愛菜 ( 3 )  加古川中部  26.28 (　　) 5  33945 平野　美紀 ( 3 )  陵南  26.40 (　　)

5  39421 水野　恵依 ( 3 )  稲美  28.16 (　　) 6  35440 梅津　さくら ( 3 )  緑が丘  28.11 (　　)

6  36152 近藤　莉帆 ( 2 )  荒井  27.73 (　　) 7  38904 中村　紗菜 ( 3 )  加美  27.85 (　　)

7  32933 権藤　百合子 ( 3 )  氷丘  27.83 (　　) 8  39427 滝本　鈴夏 ( 3 )  稲美  28.32 (　　)

8  35907 工藤　さくら ( 3 )  吉川  28.19 (　　) 9  35617 藤田　夏希 ( 2 )  三木東  28.22 (　　)

9  33420 東　瑞稀 ( 3 )  浜の宮  28.40 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  37103 大野　生織 ( 2 )  小野  28.65 (　　) 2  35615 藤本　有彩 ( 2 )  三木東  28.67 (　　)

3  36309 松下　知弘 ( 2 )  竜山  28.44 (　　) 3  36410 木澤　なな子 ( 3 )  松陽  28.71 (　　)

4  31631 伊藤　紗英 ( 2 )  大久保  26.93 (　　) 4  37141 大山　璃姫 ( 3 )  小野  27.99 (　　)

5  39659 渡邉　真優 ( 3 )  播磨  27.89 (　　) 5  33944 永山　未希 ( 3 )  陵南  27.02 (　　)

6  37292 浦田　樹愛 ( 3 )  旭丘  28.09 (　　) 6  31633 川井　波瑠 ( 2 )  大久保  27.96 (　　)

7  33517 満永　彩愛 ( 3 )  別府  27.26 (　　) 7  32890 岩本　萌々果 ( 2 )  加古川  27.17 (　　)

8  32875 島田　万莉愛 ( 3 )  加古川  28.29 (　　) 8  32942 堤　清香 ( 2 )  氷丘  28.32 (　　)

9  31412 松井　美咲希 ( 3 )  野々池  28.25 (　　) 9  34587 笹倉　愛実 ( 3 )  西脇  28.30 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

共　通 女子 200m 予選   22/7/17 11:50 ( 4組 0＋8 ) 

決勝   22/7/17 14:50  

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

《 決勝 》

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  37293 大塩　澪 ( 3 )  旭丘  2:34.27 (　　) 1  35532 上阪　夏実 ( 3 )  自由が丘  2:34.76 (　　)

2  34331 酒田　歩実 ( 2 )  宝殿  2:32.14 (　　) 2  37110 藤本　成音 ( 2 )  小野  2:33.06 (　　)

3  31600 北迫　英美里 ( 3 )  大久保  2:33.40 (　　) 3  36222 吉野　真琴 ( 3 )  鹿島  2:32.78 (　　)

4  31435 近藤　真穂 ( 2 )  野々池  2:33.19 (　　) 4  33005 久保　千莉 ( 2 )  加古川山手  2:33.61 (　　)

5  38805 前畑　柚奈 ( 2 )  中町  2:34.67 (　　) 5  33423 葛島　由衣 ( 3 )  浜の宮  2:33.88 (　　)

6  31346 霜村　一華 ( 2 )  衣川  2:25.20 (　　) 6  39658 分玉　彩智 ( 3 )  播磨  2:23.90 (　　)

7  39590 小川　楓乃 ( 3 )  稲美北  2:23.51 (　　) 7  33942 吉田　笑麻 ( 3 )  陵南  2:17.38 (　　)

8  39778 荒木　理緒 ( 2 )  播磨南  2:22.98 (　　) 8  31637 大神　彩羽 ( 2 )  大久保  2:23.52 (　　)

9  36155 稲岡　咲羽 ( 2 )  荒井  2:21.54 (　　) 9  36156 老松　和奏 ( 2 )  荒井  2:21.86 (　　)

10  31124 王野　遥 ( 3 )  朝霧  2:21.30 (　　) 10  39422 吉川　陽菜 ( 3 )  稲美  2:22.46 (　　)

11  37101 池松　いずみ ( 2 )  小野  2:27.18 (　　) 11  33158 中間　楠 ( 3 )  加古川中部  2:27.18 (　　)

12  33517 満永　彩愛 ( 3 )  別府  2:28.13 (　　) 12  31808 澤田　裕佳 ( 3 )  江井島  2:28.66 (　　)

13  33151 石田　幸菜 ( 3 )  加古川中部  2:28.52 (　　) 13  35608 安藤　桃花 ( 3 )  三木東  2:27.30 (　　)

14  33750 小原　楓生 ( 2 )  神吉  2:32.12 (　　) 14  37527 高井　歩夢 ( 2 )  北条  2:29.50 (　　)

15  31588 榎本　怜羅 ( 3 )  望海  2:30.67 (　　) 15  35442 酒井　幸音 ( 3 )  緑が丘  2:31.11 (　　)

16  37004 山本　心愛 ( 3 )  小野南  2:30.92 (　　) 16  32031 真砂　彩花 ( 3 )  魚住東  2:32.01 (　　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  37894 中谷　悠衣那 ( 3 )  泉  2:34.48 (　　) (　　)

2  34790 髙瀬　七色 ( 2 )  西脇南  2:32.85 (　　) (　　)

3  32234 那須　日菜美 ( 3 )  大久保北  2:32.85 (　　) (　　)

4  38906 松井　花衣 ( 2 )  加美  2:34.50 (　　) (　　)

5  37291 森下　幸來 ( 3 )  旭丘  2:31.86 (　　) (　　)

6  39777 堀　香里奈 ( 2 )  播磨南  2:23.87 (　　) (　　)

7  35610 屋敷　萌子 ( 3 )  三木東  2:22.86 (　　) (　　)

8  39425 吉川　菜緒 ( 3 )  稲美  2:16.30 (　　) (　　)

9  39659 渡邉　真優 ( 3 )  播磨  2:22.77 (　　)

10  33805 高田　彩佑 ( 2 )  志方  2:23.56 (　　)

11  39511 﨑谷　結芽 ( 2 )  稲美北  2:27.95 (　　)

12  33203 井上　莉那 ( 3 )  平岡  2:29.32 (　　)

13  32135 白石　結菜 ( 3 )  二見  2:29.12 (　　)

14  36303 辻岡　美空 ( 2 )  竜山  2:27.72 (　　)

15  33426 橘　実夢 ( 3 )  浜の宮  2:31.79 (　　)

《 予選 》

共　通 女子 800m 予選   22/7/17 10:55 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   22/7/17 14:40  

《 決勝 》



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35021 塩谷　優心 ( 1 )  三木  2:53.59 (　　) 1  33111 上埜　カエラ ( 1 )  加古川中部  2:49.56 (　　)

2  33239 山口　沙和子 ( 1 )  平岡  2:51.60 (　　) 2  35620 八木　美春 ( 1 )  三木東  2:52.33 (　　)

3  39430 松本　郁 ( 1 )  稲美  2:48.76 (　　) 3  39675 大西　望花 ( 1 )  播磨  2:54.62 (　　)

4  39785 立石　莉瑚 ( 1 )  播磨南  2:54.66 (　　) 4  31642 北迫　佳恋 ( 1 )  大久保  2:48.74 (　　)

5  39669 藤本　歌 ( 1 )  播磨  2:50.56 (　　) 5  32122 横山　唯 ( 1 )  二見  2:49.14 (　　)

6  32295 宮　果楓 ( 1 )  大久保北  2:34.93 (　　) 6  33807 橋本　暖生 ( 1 )  志方  2:36.31 (　　)

7  31231 名代　花梨 ( 1 )  大蔵  2:30.54 (　　) 7  33707 笠井　芽生 ( 1 )  神吉  2:31.70 (　　)

8  36173 大西　結里愛 ( 1 )  荒井  2:26.20 (　　) 8  31232 矢田貝　悠花 ( 1 )  大蔵  2:33.60 (　　)

9  33806 髙見　マルコ ( 1 )  志方  2:34.12 (　　) 9  35402 竹谷　穂乃 ( 1 )  緑が丘  2:27.23 (　　)

10  35621 屋敷　乃梨子 ( 1 )  三木東  2:31.10 (　　) 10  38154 西山　楓 ( 1 )  社  2:29.06 (　　)

11  31452 春本　颯希 ( 1 )  野々池  2:39.31 (　　) 11  33238 森田　泉 ( 1 )  平岡  2:37.53 (　　)

12  33961 嘉地　愛梨 ( 1 )  陵南  2:39.84 (　　) 12  33525 西川　眞理奈 ( 1 )  別府  2:40.48 (　　)

13  31303 隅谷　寧音 ( 1 )  衣川  2:46.47 (　　) 13  36171 小笠原　日咲 ( 1 )  荒井  2:42.58 (　　)

14  37556 南　朱音 ( 1 )  北条  2:43.56 (　　) 14  32898 松永　愛生 ( 1 )  加古川  2:44.34 (　　)

15  35938 藤田　千陽 ( 1 )  吉川  2:45.29 (　　) 15  37131 海老名　楓 ( 1 )  小野  2:40.70 (　　)

16  34341 金澤　佑茉 ( 1 )  宝殿  2:48.40 (　　) 16  31305 松田　楓加 ( 1 )  衣川  2:47.95 (　　)

17  31526 清水　萌衣 ( 1 )  望海  2:42.13 (　　)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  31528 野上　夢芽 ( 1 )  望海  2:48.12 (　　) (　　)

2  32120 牟田口　楓花 ( 1 )  二見  2:49.63 (　　) (　　)

3  34511 安達　心紅 ( 1 )  西脇  2:52.78 (　　) (　　)

4  37134 望月　珠央 ( 1 )  小野  2:49.97 (　　) (　　)

5  38540 山中　美弥佳 ( 1 )  兵教大附属  2:53.57 (　　) (　　)

6  38159 藤原　汐央香 ( 1 )  社  2:35.09 (　　) (　　)

7  33110 伊東　昊映 ( 1 )  加古川中部  2:33.20 (　　) (　　)

8  35562 中張　柚乃 ( 1 )  自由が丘  2:33.16 (　　) (　　)

9  37558 松尾　菜々子 ( 1 )  北条  2:28.41 (　　)

10  36424 坂口　心奏 ( 1 )  松陽  2:28.00 (　　)

11  36231 多田　琴羽 ( 1 )  鹿島  2:36.87 (　　)

12  34342 田淵　暖乃香 ( 1 )  宝殿  2:41.45 (　　)

13  39782 角　侑哩 ( 1 )  播磨南  2:41.39 (　　)

14  33526 安田　琉月 ( 1 )  別府  2:47.00 (　　)

15  33704 春藤　千晴 ( 1 )  神吉  2:43.86 (　　)

16  32272 浅山　藍琉 ( 1 )  大久保北  2:43.09 (　　)

１年生 女子 800m 予選   22/7/17 10:40 ( 3組 2＋2 ) 

決勝   22/7/17 14:35  

《 予選 》

《 決勝 》



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  39590 小川　楓乃 ( 3 )  稲美北  5:08.13 (　　) 1  37110 藤本　成音 ( 2 )  小野  5:13.09 (　　)

2  34790 髙瀬　七色 ( 2 )  西脇南  5:14.37 (　　) 2  31600 北迫　英美里 ( 3 )  大久保  5:13.10 (　　)

3  37293 大塩　澪 ( 3 )  旭丘  5:05.19 (　　) 3  33212 江金　凛 ( 2 )  平岡  5:11.48 (　　)

4  35532 上阪　夏実 ( 3 )  自由が丘  5:09.97 (　　) 4  35562 中張　柚乃 ( 1 )  自由が丘  5:13.72 (　　)

5  38805 前畑　柚奈 ( 2 )  中町  5:13.57 (　　) 5  31808 澤田　裕佳 ( 3 )  江井島  5:08.86 (　　)

6  35442 酒井　幸音 ( 3 )  緑が丘  5:09.99 (　　) 6  33733 本多　美尋 ( 3 )  神吉  5:09.40 (　　)

7  31124 王野　遥 ( 3 )  朝霧  4:54.05 (　　) 7  31346 霜村　一華 ( 2 )  衣川  4:55.46 (　　)

8  33746 清田　菜月 ( 2 )  神吉  4:55.85 (　　) 8  33805 高田　彩佑 ( 2 )  志方  4:54.53 (　　)

9  39425 吉川　菜緒 ( 3 )  稲美  4:32.18 (　　) 9  33156 岸原　珠琉 ( 3 )  加古川中部  4:52.46 (　　)

10  33152 伊東　結良 ( 3 )  加古川中部  4:52.64 (　　) 10  35610 屋敷　萌子 ( 3 )  三木東  4:53.90 (　　)

11  36155 稲岡　咲羽 ( 2 )  荒井  4:49.44 (　　) 11  39422 吉川　陽菜 ( 3 )  稲美  4:43.97 (　　)

12  33942 吉田　笑麻 ( 3 )  陵南  4:48.81 (　　) 12  36156 老松　和奏 ( 2 )  荒井  4:46.60 (　　)

13  31637 大神　彩羽 ( 2 )  大久保  4:55.72 (　　) 13  36303 辻岡　美空 ( 2 )  竜山  4:56.32 (　　)

14  37530 藤田　このあ ( 2 )  北条  4:56.40 (　　) 14  39511 﨑谷　結芽 ( 2 )  稲美北  4:59.46 (　　)

15  35609 前田　優音 ( 3 )  三木東  4:58.38 (　　) 15  36222 吉野　真琴 ( 3 )  鹿島  4:57.90 (　　)

16  33005 久保　千莉 ( 2 )  加古川山手  4:57.22 (　　) 16  39777 堀　香里奈 ( 2 )  播磨南  5:00.76 (　　)

17  37101 池松　いずみ ( 2 )  小野  5:00.93 (　　) 17  32234 那須　日菜美 ( 3 )  大久保北  5:03.71 (　　)

18  39778 荒木　理緒 ( 2 )  播磨南  5:00.75 (　　) 18  35074 木下　愛羅 ( 3 )  三木  5:05.16 (　　)

19  33203 井上　莉那 ( 3 )  平岡  5:04.78 (　　) 19  37523 山内　莉瑚 ( 2 )  北条  5:05.06 (　　)

20  37004 山本　心愛 ( 3 )  小野南  5:04.08 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　)

共　通 女子 1500m 予選   22/7/16 10:25 ( 2組 6＋3 ) 

決勝   22/7/16 15:00  

《 予選 》

《 決勝 》



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  34781 高田　優衣花 ( 3 )  西脇南  18.74 (　　) 2  35613 原　瑶葵 ( 2 )  三木東  18.69 (　　)

3  32040 西海　心菜 ( 2 )  魚住東  18.76 (　　) 3  33951 北村　彩万美 ( 2 )  陵南  18.85 (　　)

4  34584 片岡　奈菜 ( 3 )  西脇  15.79 (　　) 4  33092 長谷川　茜音 ( 3 )  加古川山手  16.91 (　　)

5  31433 川渕　絢心 ( 2 )  野々池  17.10 (　　) 5  38108 前川　羽葵 ( 3 )  社  15.96 (　　)

6  33744 丸一　志帆 ( 2 )  神吉  17.06 (　　) 6  31615 林　沙奈 ( 3 )  大久保  17.14 (　　)

7  33941 寺北　ここめ ( 3 )  陵南  15.75 (　　) 7  31406 髙巣　楓子 ( 3 )  野々池  15.70 (　　)

8  32935 西田　早希 ( 3 )  氷丘  17.78 (　　) 8  32936 藤井　杏都 ( 3 )  氷丘  17.82 (　　)

9  33003 川口　陽菜 ( 2 )  加古川山手  17.80 (　　) 9  39663 藤井　玲名 ( 2 )  播磨  17.77 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  37872 後藤　ちより ( 2 )  泉  19.04 (　　) 2  32231 立花　美紅 ( 3 )  大久保北  18.37 (　　)

3  34332 髙橋　奈々 ( 2 )  宝殿  18.47 (　　) 3  39186 森脇　千晶 ( 2 )  黒田庄  19.12 (　　)

4  31612 小﨑　月乃 ( 3 )  大久保  17.19 (　　) 4  39760 新居　みやび ( 3 )  播磨南  16.19 (　　)

5  33150 石口　楓 ( 3 )  加古川中部  16.66 (　　) 5  32151 大橋　凛香 ( 2 )  二見  17.32 (　　)

6  31130 阿尾　優栞 ( 2 )  朝霧  16.00 (　　) 6  34311 藤川　乃々 ( 3 )  宝殿  16.75 (　　)

7  34585 來住　ひなの ( 3 )  西脇  15.61 (　　) 7  33189 額田　初枝 ( 2 )  加古川中部  15.40 (　　)

8  38149 井上　もも ( 2 )  社  17.70 (　　) 8  32027 木曽　希音 ( 3 )  魚住東  18.06 (　　)

9  31978 加藤　実桜 ( 3 )  魚住  17.91 (　　) 9  35614 藤田　凜乃 ( 2 )  三木東  17.69 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

3  31508 古川　怜実 ( 2 )  望海  18.35 (　　) 3  35906 岩波　小夏 ( 3 )  吉川  18.32 (　　)

4  36414 本郷　李果 ( 3 )  松陽  17.33 (　　) 4  31591 岩根　小春 ( 3 )  望海  16.51 (　　)

5  35441 梅津　ももか ( 3 )  緑が丘  16.37 (　　) 5  39771 光吉　真依 ( 2 )  播磨南  16.50 (　　)

6  39188 藤井　稀羅 ( 2 )  黒田庄  16.54 (　　) 6  33743 石川　優菜 ( 2 )  神吉  17.36 (　　)

7  33443 千徳　真心子 ( 2 )  浜の宮  15.14 (　　) 7  33422 河本　鼓 ( 3 )  浜の宮  15.06 (　　)

8  37109 山畠　綾乃 ( 2 )  小野  17.65 (　　) 8  33803 植原　楓 ( 2 )  志方  17.37 (　　)

9  31977 佐藤　凜音奈 ( 3 )  魚住  18.27 (　　) 9  38524 西村　彩花 ( 3 )  兵教大附属  18.27 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

(　　) (　　)

《 予選 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

共　通 女子 100mH 予選   22/7/17 12:30 ( 6組 0＋8 ) 

決勝   22/7/17 15:20  

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1 (　　) 2 (　　)

(　　)  31403 井村　綾実 ( 3 )  (　　)  38108 前川　羽葵 ( 3 ) 

(　　)  31406 髙巣　楓子 ( 3 )  (　　)  38113 近藤　もも ( 3 ) 

(　　)  31409 中西　美菜 ( 3 )  (　　)  38145 山口　恵玲奈 ( 2 ) 

(　　)  31412 松井　美咲希 ( 3 )  (　　)  38150 藤本　陽菜乃 ( 2 ) 

(　　)  31413 山口　愛菜 ( 3 ) 

(　　)  31415 吉岡　真希 ( 3 ) 

2 (　　) 3  56.24 (　　)

(　　)  34704 須原　愛莉 ( 1 )  (　　)  36141 石崎　悠奈 ( 3 ) 

(　　)  34708 真鍋　凛 ( 1 )  (　　)  36143 中村　優月 ( 3 ) 

(　　)  34709 米村　ゆめ ( 1 )  (　　)  36144 岩谷　永光 ( 3 ) 

(　　)  34781 高田　優衣花 ( 3 )  (　　)  36145 堤　一真 ( 3 ) 

(　　)  34783 前田　風夏 ( 3 )  (　　)  36152 近藤　莉帆 ( 2 ) 

(　　)  34790 髙瀬　七色 ( 2 )  (　　)  36154 浅香　陽向 ( 2 ) 

3  56.08 (　　) 4  53.00 (　　)

(　　)  36611 中條　佐理 ( 3 )  (　　)  35906 岩波　小夏 ( 3 ) 

(　　)  36612 中西　優里菜 ( 3 )  (　　)  35907 工藤　さくら ( 3 ) 

(　　)  36621 倉科　清嘉 ( 2 )  (　　)  35908 黒田　智花 ( 3 ) 

(　　)  36623 橋尾　明花莉 ( 2 )  (　　)  35909 小林　彩 ( 3 ) 

(　　)  36625 山田　怜生 ( 2 )  (　　)  35910 田中　葵 ( 3 ) 

(　　)  35926 西谷　真穂 ( 2 ) 

4  53.23 (　　) 5  51.72 (　　)

(　　)  36409 加古　杏菜 ( 3 )  (　　)  31621 西海　心音 ( 2 ) 

(　　)  36410 木澤　なな子 ( 3 )  (　　)  31625 平位　りな ( 2 ) 

(　　)  36413 寺岡　愛理沙 ( 3 )  (　　)  31628 髙橋　沙羽 ( 2 ) 

(　　)  36414 本郷　李果 ( 3 )  (　　)  31631 伊藤　紗英 ( 2 ) 

(　　)  36416 本村　朱梨 ( 3 )  (　　)  31633 川井　波瑠 ( 2 ) 

(　　)  36417 小田　桃佳 ( 2 ) 

5  53.10 (　　) 6  53.25 (　　)

(　　)  34582 大嶋　可恋 ( 3 )  (　　)  32131 秋山　奈々 ( 3 ) 

(　　)  34583 岡﨑　莉緒 ( 3 )  (　　)  32140 山本　冴 ( 3 ) 

(　　)  34584 片岡　奈菜 ( 3 )  (　　)  32151 大橋　凛香 ( 2 ) 

(　　)  34585 來住　ひなの ( 3 )  (　　)  32153 前　優花 ( 2 ) 

(　　)  34586 篠川　彩華 ( 3 ) 

(　　)  34587 笹倉　愛実 ( 3 ) 

6  54.38 (　　) 7  54.36 (　　)

(　　)  37001 小倉　梨愛 ( 3 )  (　　)  33512 佐々木　結奈 ( 3 ) 

(　　)  37002 鐘撞　紗楠 ( 3 )  (　　)  33513 岩下　莉子 ( 3 ) 

(　　)  37003 和田　菜々心 ( 3 )  (　　)  33514 大西　桜子 ( 3 ) 

(　　)  37004 山本　心愛 ( 3 )  (　　)  33516 弘川　怜瑞 ( 3 ) 

(　　)  37013 堀　真奈美 ( 2 )  (　　)  33517 満永　彩愛 ( 3 ) 

(　　)  37015 松山　愛生 ( 2 ) 

7  50.33 (　　) 8  55.69 (　　)

(　　)  33941 寺北　ここめ ( 3 )  (　　)  37221 掘井　ひより ( 2 ) 

(　　)  33942 吉田　笑麻 ( 3 )  (　　)  37222 猪島　桃子 ( 2 ) 

(　　)  33943 小西　亜由弓 ( 3 )  (　　)  37292 浦田　樹愛 ( 3 ) 

(　　)  33944 永山　未希 ( 3 )  (　　)  37293 大塩　澪 ( 3 ) 

(　　)  33945 平野　美紀 ( 3 ) 

8  54.50 (　　) 9  54.70 (　　)

(　　)  31121 木佐貫　梨乃 ( 3 )  (　　)  32870 田中　亜実 ( 3 ) 

(　　)  31122 藤井　心音 ( 3 )  (　　)  32871 宮下　果穂 ( 3 ) 

(　　)  31123 福澤　葵 ( 3 )  (　　)  32873 北村　葉奈 ( 3 ) 

(　　)  31125 渡辺　彩加 ( 3 )  (　　)  32874 田尻　絢楓 ( 3 ) 

(　　)  31126 湯浅　晴月 ( 3 )  (　　)  32875 島田　万莉愛 ( 3 ) 

(　　)  31143 吉開　優妃 ( 1 ) 

9  56.00 (　　)

(　　)  38903 田中　綾音 ( 3 ) 

(　　)  38904 中村　紗菜 ( 3 ) 

(　　)  38905 上郡　真緒 ( 2 ) 

(　　)  38906 松井　花衣 ( 2 ) 

(　　)  38908 山田　那菜 ( 1 ) 

共　通 女子 4x100mR 予選   22/7/17 09:40 ( 5組 0＋8 ) 

決勝   22/7/17 16:00  

《 予選 》

チーム名

野々池

西脇南

白陵

松陽

西脇

小野南

陵南

朝霧

加美

チーム名

社

荒井

別府

旭丘

加古川

吉川

大久保

二見



3組 4組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2 (　　) 2  58.34 (　　)

(　　)  35012 梶原　梨愛 ( 2 )  (　　)  31808 澤田　裕佳 ( 3 ) 

(　　)  35018 常深　菜月 ( 2 )  (　　)  31810 宮﨑　彩寧 ( 3 ) 

(　　)  35020 常深　百花 ( 1 )  (　　)  31811 横山　真暖 ( 3 ) 

(　　)  35022 江本　都来 ( 1 )  (　　)  31818 畑　友莉香 ( 3 ) 

(　　)  35075 小寺　杏実 ( 3 ) 

(　　)  35076 常深　梓沙 ( 3 ) 

3  56.50 (　　) 3  56.52 (　　)

(　　)  31976 大橋　璃乃珂 ( 3 )  (　　)  33001 小川　珠璃 ( 2 ) 

(　　)  31977 佐藤　凜音奈 ( 3 )  (　　)  33003 川口　陽菜 ( 2 ) 

(　　)  31978 加藤　実桜 ( 3 )  (　　)  33009 萩原　風帆 ( 2 ) 

(　　)  31985 古門　星徠 ( 2 )  (　　)  33011 魚住　実夢 ( 1 ) 

(　　)  33012 西山　颯来 ( 1 ) 

(　　)  33092 長谷川　茜音 ( 3 ) 

4  51.79 (　　) 4  52.26 (　　)

(　　)  37103 大野　生織 ( 2 )  (　　)  32930 下森　帆夏 ( 3 ) 

(　　)  37104 河上　紗羅 ( 2 )  (　　)  32931 糀谷　優 ( 3 ) 

(　　)  37106 多鹿　芽生 ( 2 )  (　　)  32933 権藤　百合子 ( 3 ) 

(　　)  37108 前山　晴華 ( 2 )  (　　)  32934 田井　里奈 ( 3 ) 

(　　)  37141 大山　璃姫 ( 3 )  (　　)  32935 西田　早希 ( 3 ) 

(　　)  37142 藤原　成美 ( 3 )  (　　)  32936 藤井　杏都 ( 3 ) 

5  52.71 (　　) 5  51.87 (　　)

(　　)  39655 藤原　雫玖 ( 3 )  (　　)  33420 東　瑞稀 ( 3 ) 

(　　)  39658 分玉　彩智 ( 3 )  (　　)  33421 石田　有華咲 ( 3 ) 

(　　)  39659 渡邉　真優 ( 3 )  (　　)  33422 河本　鼓 ( 3 ) 

(　　)  39660 大西　花連 ( 3 )  (　　)  33425 髙橋　澪 ( 3 ) 

(　　)  39661 近藤　菜々子 ( 3 )  (　　)  33427 間嶋　萌花 ( 3 ) 

(　　)  39662 大亀　杏凛 ( 3 )  (　　)  33438 升元　絢菜 ( 3 ) 

6  54.07 (　　) 6  54.03 (　　)

(　　)  35606 井上　亜珠 ( 3 )  (　　)  35533 住吉　聖菜 ( 3 ) 

(　　)  35611 赤松　穂香 ( 2 )  (　　)  35538 村岡　紗祐希 ( 3 ) 

(　　)  35612 西村　姫花 ( 2 )  (　　)  35539 宇田　暖乃香 ( 3 ) 

(　　)  35614 藤田　凜乃 ( 2 )  (　　)  35540 津尾　菜月 ( 3 ) 

(　　)  35615 藤本　有彩 ( 2 )  (　　)  35551 田中　悠徠 ( 2 ) 

(　　)  35617 藤田　夏希 ( 2 )  (　　)  35561 栄　飛翔 ( 1 ) 

7  53.26 (　　) 7  53.62 (　　)

(　　)  32221 池田　咲結菜 ( 3 )  (　　)  34303 小林　澪桜 ( 3 ) 

(　　)  32227 小坂　心優 ( 3 )  (　　)  34304 迫田　優里 ( 3 ) 

(　　)  32235 鳴海　奏恵 ( 3 )  (　　)  34308 宮﨑　そよか ( 3 ) 

(　　)  32236 西村　星那 ( 3 )  (　　)  34311 藤川　乃々 ( 3 ) 

(　　)  32237 藤本　愛 ( 3 )  (　　)  34333 浜中　心寧 ( 2 ) 

(　　)  32261 谷山　七海 ( 2 ) 

8  55.02 (　　) 8  55.12 (　　)

(　　)  31501 加茂　冴奈 ( 2 )  (　　)  36205 神崎　里緒 ( 2 ) 

(　　)  31523 池野　彩音 ( 1 )  (　　)  36207 山下　幸咲 ( 2 ) 

(　　)  31588 榎本　怜羅 ( 3 )  (　　)  36208 国上　真桜 ( 2 ) 

(　　)  31591 岩根　小春 ( 3 )  (　　)  36226 江戸　彩七 ( 3 ) 

(　　)  31592 小谷　莉生 ( 3 ) 

(　　)  31593 角谷　美怜 ( 3 ) 

9  55.39 (　　) 9  55.37 (　　)

(　　)  38523 堂本　実来 ( 3 )  (　　)  39182 大隅　里菜 ( 2 ) 

(　　)  38524 西村　彩花 ( 3 )  (　　)  39183 小西　悠妃 ( 2 ) 

(　　)  38525 藤井　莉子 ( 3 )  (　　)  39185 明神　優心 ( 2 ) 

(　　)  38536 田中　海羽 ( 2 )  (　　)  39186 森脇　千晶 ( 2 ) 

(　　)  38537 濱田　渚 ( 1 )  (　　)  39189 岩井　瑠依華 ( 2 ) 

(　　)  38541 岡原　凜空 ( 1 )  (　　)  39191 上田　麻央 ( 1 ) 

江井島

加古川山手

チーム名

三木

魚住

チーム名

大久保北

望海

兵教大附属

氷丘

浜の宮

自由が丘

宝殿

鹿島

黒田庄

小野

播磨

三木東



5組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ チーム名 順位 記録 備考

2  57.00 (　　) (　　)

(　　)  36301 本田　ひまり ( 2 )  (　　)

(　　)  36304 山田　苺花 ( 2 )  (　　)

(　　)  36308 増瀬　琴亜 ( 2 )  (　　)

(　　)  36313 辻元　璃音 ( 1 )  (　　)

(　　)  36314 西田　優空 ( 1 )  (　　)

(　　)

3  57.16 (　　) (　　)

(　　)  33702 井上　穂香 ( 1 )  (　　)

(　　)  33710 赤瀬　未侑 ( 1 )  (　　)

(　　)  33711 土山　莉奈 ( 1 )  (　　)

(　　)  33745 北本　愛弓 ( 2 )  (　　)

(　　)  33753 稲田　明音 ( 2 )  (　　)

(　　)  33754 千徳　心愛 ( 2 )  (　　)

4  52.20 (　　) (　　)

(　　)  39401 赤木　こころ ( 2 )  (　　)

(　　)  39411 河邊　聖 ( 2 )  (　　)

(　　)  39421 水野　恵依 ( 3 )  (　　)

(　　)  39426 坂元　愛 ( 3 )  (　　)

(　　)  39427 滝本　鈴夏 ( 3 )  (　　)

(　　)  39428 小村　心乃美 ( 2 )  (　　)

5  53.64 (　　) (　　)

(　　)  35421 伊藤　丹来 ( 2 )  (　　)

(　　)  35427 寺野　友梨 ( 2 )  (　　)

(　　)  35440 梅津　さくら ( 3 )  (　　)

(　　)  35441 梅津　ももか ( 3 )  (　　)

(　　)

(　　)

6  52.10 (　　) (　　)

(　　)  33150 石口　楓 ( 3 )  (　　)

(　　)  33157 中上　桜希 ( 3 )  (　　)

(　　)  33159 八田　穏都 ( 3 )  (　　)

(　　)  33160 松岡　愛菜 ( 3 )  (　　)

(　　)  33186 橘　里紗 ( 2 )  (　　)

(　　)  33189 額田　初枝 ( 2 )  (　　)

7  53.77 (　　) (　　)

(　　)  39760 新居　みやび ( 3 )  (　　)

(　　)  39771 光吉　真依 ( 2 )  (　　)

(　　)  39773 佐伯　綾香 ( 2 )  (　　)

(　　)  39776 大西　莉央 ( 2 )  (　　)

(　　)  39777 堀　香里奈 ( 2 ) 

8  55.30 (　　)

(　　)  32027 木曽　希音 ( 3 ) 

(　　)  32031 真砂　彩花 ( 3 ) 

(　　)  32040 西海　心菜 ( 2 ) 

(　　)  32045 山口　柚希 ( 2 ) 

(　　)  32046 箕浦　智子 ( 2 ) 

9  55.22 (　　)

(　　)  33201 上西　愛梨 ( 3 ) 

(　　)  33202 遠藤　可怜 ( 3 ) 

(　　)  33214 川畑　柊子 ( 2 ) 

(　　)  33216 木曽田　莉胡 ( 2 ) 

(　　)  33220 竹野　碧来 ( 2 ) 

(　　)  33224 松田　紗良 ( 2 ) 

播磨南

チーム名

竜山

神吉

稲美

緑が丘

加古川中部

魚住東

平岡

《 決勝 》



1組 2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1 (　　) 1 (　　)

(　　)  38143 ロクカルゲ　真桜里タッツサリー ( 2 )  (　　)  34700 大久保　陽愛里 ( 1 ) 

(　　)  38147 高見　美友 ( 2 )  (　　)  34703 郡　碧衣 ( 1 ) 

(　　)  38149 井上　もも ( 2 )  (　　)  34705 広田　心乃香 ( 1 ) 

(　　)  38154 西山　楓 ( 1 )  (　　)  34706 藤本　小鳥 ( 1 ) 

(　　)  38157 グェン　　ハイ　イェン ( 1 )  (　　)  34791 達可　くるみ ( 2 ) 

(　　)  38158 前川　希羽 ( 1 )  (　　)  34792 長谷川　めるも ( 2 ) 

2 (　　) 2 (　　)

(　　)  34501 久保　彩羽 ( 2 )  (　　)  31433 川渕　絢心 ( 2 ) 

(　　)  34502 山田　栞愛 ( 2 )  (　　)  31434 岸本　穂香 ( 2 ) 

(　　)  34503 吉川　侑花 ( 2 )  (　　)  31436 佐藤　綾花 ( 2 ) 

(　　)  34511 安達　心紅 ( 1 )  (　　)  31451 浅野　梨愛 ( 1 ) 

(　　)  34514 松本　芙香 ( 1 )  (　　)  31452 春本　颯希 ( 1 ) 

(　　)  34515 横山　心乃花 ( 1 )  (　　)  31456 岸本　夏実 ( 1 ) 

3  58.00 (　　) 3  58.31 (　　)

(　　)  33518 坂本　葵 ( 2 )  (　　)  33112 黒川　愛果 ( 1 ) 

(　　)  33519 濱岡　芽衣 ( 2 )  (　　)  33113 森　　優衣莉 ( 1 ) 

(　　)  33521 秋山　妃咲 ( 1 )  (　　)  33114 森岡　莉央 ( 1 ) 

(　　)  33523 中川　結華 ( 1 )  (　　)  33115 渡邊　初音 ( 1 ) 

(　　)  33524 古田　優月 ( 1 )  (　　)  33182 岸本　優陽 ( 2 ) 

(　　)  33190 山本　夢羽 ( 2 ) 

4  55.76 (　　) 4  56.75 (　　)

(　　)  32201 吉田　彩夏 ( 1 )  (　　)  39663 藤井　玲名 ( 2 ) 

(　　)  32251 内屋　依央梨 ( 2 )  (　　)  39664 渡邊　心 ( 2 ) 

(　　)  32259 木村　晴香 ( 2 )  (　　)  39665 水野　結愛 ( 2 ) 

(　　)  32269 宮村　宙楽 ( 2 )  (　　)  39667 雜賀　美奈 ( 1 ) 

(　　)  32283 田中　寧花 ( 1 )  (　　)  39668 進藤　すず ( 1 ) 

(　　)  32287 中渡瀬　結菜 ( 1 )  (　　)  39673 平野　未那美 ( 1 ) 

5  55.72 (　　) 5  55.85 (　　)

(　　)  33211 朝野　虹香 ( 2 )  (　　)  32890 岩本　萌々果 ( 2 ) 

(　　)  33219 佐岡　亜都沙 ( 2 )  (　　)  32891 國井　麻央 ( 2 ) 

(　　)  33231 池本　唯華 ( 1 )  (　　)  32893 吉田　聖來 ( 2 ) 

(　　)  33234 川﨑　琴葉 ( 1 )  (　　)  32895 宗佐　蒼彩 ( 1 ) 

(　　)  33235 菊口　聖苗 ( 1 )  (　　)  32897 竹歳　さくら ( 1 ) 

(　　)  33238 森田　泉 ( 1 )  (　　)  32899 河田　陽葵 ( 1 ) 

6  53.28 (　　) 6  55.67 (　　)

(　　)  32940 谷河　梢 ( 2 )  (　　)  31130 阿尾　優栞 ( 2 ) 

(　　)  32941 大西　凛音 ( 2 )  (　　)  31131 竹内　彩夏 ( 2 ) 

(　　)  32944 大澤　花彩 ( 2 )  (　　)  31140 前田　珠愛 ( 1 ) 

(　　)  32951 小笠原　実玖 ( 1 )  (　　)  31142 岩佐　夏希 ( 1 ) 

(　　)  32953 前田　彩友乃 ( 1 )  (　　)  31144 宮永　優花 ( 1 ) 

(　　)  32957 前田　心結乃 ( 1 )  (　　)  31145 山口　愛梨 ( 1 ) 

7  56.76 (　　) 7  54.31 (　　)

(　　)  31624 平田　わかな ( 2 )  (　　)  33441 小川　加渚 ( 2 ) 

(　　)  31627 森光　美友 ( 2 )  (　　)  33442 小川　玲奈 ( 2 ) 

(　　)  31635 坂本　桃 ( 2 )  (　　)  33443 千徳　真心子 ( 2 ) 

(　　)  31640 恋田　優奈 ( 1 )  (　　)  33450 稲原　歩花 ( 1 ) 

(　　)  31644 佐藤　小鳥 ( 1 )  (　　)  33451 大西　日葵 ( 1 ) 

(　　)  31649 経田　千波 ( 1 )  (　　)  33452 重田　華穂 ( 1 ) 

8  57.99 (　　) 8  56.96 (　　)

(　　)  34330 黒川　夕斐 ( 2 )  (　　)  32111 上田　琴葉 ( 1 ) 

(　　)  34332 髙橋　奈々 ( 2 )  (　　)  32113 坂口　音羽 ( 1 ) 

(　　)  34334 福山　美優 ( 2 )  (　　)  32115 菅原　こころ ( 1 ) 

(　　)  34340 小川　紗空 ( 1 )  (　　)  32154 瀧本　結奈 ( 2 ) 

(　　)  34343 野々村　星愛 ( 1 )  (　　)  32155 田中　みく ( 2 ) 

(　　)  34345 永安　晃梨 ( 1 )  (　　)  32158 三澤　静空 ( 2 ) 

9  56.84 (　　) 9  57.28 (　　)

(　　)  33953 山西　佳那子 ( 2 )  (　　)  31502 森　歩美 ( 2 ) 

(　　)  33954 永山　羅夢 ( 2 )  (　　)  31507 保積　瑞咲 ( 2 ) 

(　　)  33957 鈴木　那奈 ( 2 )  (　　)  31508 古川　怜実 ( 2 ) 

(　　)  33961 嘉地　愛梨 ( 1 )  (　　)  31524 今井　咲良 ( 1 ) 

(　　)  33962 井上　愛理 ( 1 )  (　　)  31525 江本　美優 ( 1 ) 

(　　)  33963 森井　依央 ( 1 )  (　　)  31530 藤原　華 ( 1 ) 

低学年 女子 4x100mR 予選   22/7/16 12:15 ( 3組 0＋8 ) 

決勝   22/7/16 16:05  

《 予選 》

播磨

平岡 加古川

氷丘 朝霧

大久保 浜の宮

チーム名 チーム名

社 西脇南

西脇 野々池

別府 加古川中部

大久保北

宝殿 二見

陵南 望海



3組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

2 (　　) (　　)

(　　)  39772 吉川　美海 ( 2 )  (　　)

(　　)  39778 荒木　理緒 ( 2 )  (　　)

(　　)  39780 野路　美桜 ( 1 )  (　　)

(　　)  39782 角　侑哩 ( 1 )  (　　)

(　　)  39784 井上　芽紗 ( 1 )  (　　)

(　　)  39785 立石　莉瑚 ( 1 )  (　　)

3  59.25 (　　) (　　)

(　　)  31815 片山　叶愛 ( 2 )  (　　)

(　　)  31816 北　萌伽 ( 2 )  (　　)

(　　)  31817 藤井　莉子 ( 2 )  (　　)

(　　)  31821 飯塚　陽菜 ( 1 )  (　　)

(　　)  31825 西留　凛空 ( 1 )  (　　)

(　　)  31828 清水　咲希 ( 1 )  (　　)

4  55.51 (　　) (　　)

(　　)  33705 中山　優希菜 ( 1 )  (　　)

(　　)  33706 北江　凛 ( 1 )  (　　)

(　　)  33709 山本　美空 ( 1 )  (　　)

(　　)  33742 佐野　華恋 ( 2 )  (　　)

(　　)  33743 石川　優菜 ( 2 )  (　　)

(　　)  33744 丸一　志帆 ( 2 )  (　　)

5  56.33 (　　) (　　)

(　　)  31221 竹澤　結愛 ( 2 )  (　　)

(　　)  31226 永野　凜 ( 2 )  (　　)

(　　)  31228 松下　幸花 ( 2 )  (　　)

(　　)  31231 名代　花梨 ( 1 )  (　　)

(　　)  31232 矢田貝　悠花 ( 1 )  (　　)

(　　)  31233 木村　美咲 ( 1 )  (　　)

6  56.46 (　　) (　　)

(　　)  36418 加賀　彩乃 ( 2 )  (　　)

(　　)  36420 津田　凜 ( 2 )  (　　)

(　　)  36422 古川　茉穂 ( 2 )  (　　)

(　　)  36423 斉藤　桃華 ( 1 )  (　　)

(　　)  36425 下根　沙夕 ( 1 )  (　　)

(　　)  36427 藤田　心和 ( 1 )  (　　)

7  55.50 (　　) (　　)

(　　)  36307 恒川　絢音 ( 2 )  (　　)

(　　)  36309 松下　知弘 ( 2 )  (　　)

(　　)  36311 竹内　歩華 ( 1 )  (　　)

(　　)  36312 丘田　莉子 ( 1 )  (　　)

(　　)  36315 渡邉　柚巴 ( 1 ) 

8  57.00 (　　)

(　　)  31980 高橋　風有華 ( 2 ) 

(　　)  31982 橋本　樹奈 ( 2 ) 

(　　)  31986 花田　桃子 ( 2 ) 

(　　)  31989 有岡　璃胡 ( 1 ) 

(　　)  31993 田原　朱梨 ( 1 ) 

(　　)  31996 田中　莉星 ( 1 ) 

9  57.00 (　　)

(　　)  35401 濱中　芽衣 ( 1 ) 

(　　)  35402 竹谷　穂乃 ( 1 ) 

(　　)  35422 藏迫　蘭 ( 2 ) 

(　　)  35424 児玉　彩音 ( 2 ) 

(　　)  35426 高橋　亜湖 ( 2 ) 

緑が丘

チーム名

江井島

神吉

大蔵

松陽

竜山

魚住

チーム名

播磨南

《 決勝 》



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33421 石田　有華咲 ( 3 )  浜の宮  1.40 (　　) 1  38147 高見　美友 ( 2 )  社  1.33 (　　)

2  35611 赤松　穂香 ( 2 )  三木東  1.35 (　　) 2  37653 鶴崎　結衣 ( 3 )  善防  1.35 (　　)

3  33186 橘　里紗 ( 2 )  加古川中部  1.40 (　　) 3  39761 大髙　あみる ( 3 )  播磨南  1.35 (　　)

4  31405 大塚　望愛 ( 3 )  野々池  1.38 (　　) 4  32944 大澤　花彩 ( 2 )  氷丘  1.30 (　　)

5  33157 中上　桜希 ( 3 )  加古川中部  1.35 (　　) 5  38143 ロクカルゲ　真桜里タッツサリー ( 2 )  社  1.35 (　　)

6  31501 加茂　冴奈 ( 2 )  望海  1.35 (　　) 6  33519 濱岡　芽衣 ( 2 )  別府  1.30 (　　)

7  33438 升元　絢菜 ( 3 )  浜の宮  1.60 (　　) 7  34783 前田　風夏 ( 3 )  西脇南  1.30 (　　)

8  35940 吉本　七海 ( 1 )  吉川  1.40 (　　) 8  35921 榎原　理菜 ( 2 )  吉川  1.30 (　　)

9  34583 岡﨑　莉緒 ( 3 )  西脇  1.40 (　　) 9  31589 髙橋　ひかる ( 3 )  望海  1.35 (　　)

10  32045 山口　柚希 ( 2 )  魚住東  1.40 (　　) 10  31342 岡﨑　悠莉 ( 2 )  衣川  1.35 (　　)

11  32931 糀谷　優 ( 3 )  氷丘  1.48 (　　) 11  33957 鈴木　那奈 ( 2 )  陵南  1.35 (　　)

12  32230 社本　朋花 ( 3 )  大久保北  1.41 (　　) 12  31337 髙橋　双葉 ( 2 )  衣川  1.30 (　　)

13  32140 山本　冴 ( 3 )  二見  1.42 (　　) 13  33512 佐々木　結奈 ( 3 )  別府  1.35 (　　)

14  32223 江本　桜来 ( 3 )  大久保北  1.41 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  33638 山野　麻緒 ( 2 )  両荘  4.86 (　　) (-　.　)

2  33160 松岡　愛菜 ( 3 )  加古川中部  5.31 (　　) (-　.　)

3  38108 前川　羽葵 ( 3 )  社  4.41 (　　) (-　.　)

4  34589 比留田　愛香 ( 3 )  西脇  4.35 (　　) (-　.　)

5  38145 山口　恵玲奈 ( 2 )  社  4.90 (　　) (-　.　)

6  33943 小西　亜由弓 ( 3 )  陵南  5.04 (　　) (-　.　)

7  39660 大西　花連 ( 3 )  播磨  4.44 (　　) (-　.　)

8  34582 大嶋　可恋 ( 3 )  西脇  4.62 (　　) (-　.　)

9  39181 青山　希咲 ( 2 )  黒田庄  4.37 (　　) (-　.　)

10  37002 鐘撞　紗楠 ( 3 )  小野南  5.10 (　　) (-　.　)

11  39771 光吉　真依 ( 2 )  播磨南  4.37 (　　) (-　.　)

12  33092 長谷川　茜音 ( 3 )  加古川山手  4.79 (　　) (-　.　)

13  32930 下森　帆夏 ( 3 )  氷丘  4.41 (　　) (-　.　)

14  32046 箕浦　智子 ( 2 )  魚住東  4.31 (　　) (-　.　)

15  31625 平位　りな ( 2 )  大久保  4.64 (　　) (-　.　)

16  39772 吉川　美海 ( 2 )  播磨南  4.38 (　　) (-　.　)

17  37520 岡　蒼依 ( 2 )  北条  4.91 (　　) (-　.　)

18  32934 田井　里奈 ( 3 )  氷丘  5.15 (　　) (-　.　)

19  31403 井村　綾実 ( 3 )  野々池  4.78 (　　) (-　.　)

20  32236 西村　星那 ( 3 )  大久保北  4.40 (　　) (-　.　)

21  36028 小南　海帆 ( 3 )  高砂  4.45 (　　) (-　.　)

22  31409 中西　美菜 ( 3 )  野々池  4.47 (　　) (-　.　)

23  32261 谷山　七海 ( 2 )  大久保北  4.49 (　　) (-　.　)

24  31810 宮﨑　彩寧 ( 3 )  江井島  4.45 (　　) (-　.　)

25  33427 間嶋　萌花 ( 3 )  浜の宮  4.84 (　　) (-　.　)

26  35539 宇田　暖乃香 ( 3 )  自由が丘  4.53 (　　) (-　.　)

《 決勝 》

共　通 女子 走高跳
22/7/17 13:00 ( 2組 ) 

《 決勝 》

共　通 女子 走幅跳
22/7/16 12:45  



Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33741 石賀　眞和 ( 2 )  神吉  11.30 (　　)

2  34581 岩永　優和 ( 3 )  西脇  8.72 (　　)

3  39665 水野　結愛 ( 2 )  播磨  10.31 (　　)

4  39423 後藤　羽衣 ( 3 )  稲美  9.33 (　　)

5  31211 橘　未紗 ( 3 )  大蔵  10.53 (　　)

6  32871 宮下　果穂 ( 3 )  加古川  8.58 (　　)

7  33432 安井　理央 ( 3 )  浜の宮  12.08 (　　)

8  32943 石曽根　雅 ( 2 )  氷丘  8.77 (　　)

9  33091 楠本　れんげ ( 3 )  加古川山手  10.31 (　　)

10  36141 石崎　悠奈 ( 3 )  荒井  8.67 (　　)

11  36226 江戸　彩七 ( 3 )  鹿島  9.06 (　　)

12  33801 長谷川　有 ( 3 )  志方  13.87 (　　)

13  31407 谷口　里有 ( 3 )  野々池  9.52 (　　)

14  34791 達可　くるみ ( 2 )  西脇南  9.01 (　　)

15  33431 毛利　優那 ( 3 )  浜の宮  8.56 (　　)

16  32137 花田　夏凛 ( 3 )  二見  8.58 (　　)

17  33159 八田　穏都 ( 3 )  加古川中部  8.57 (　　)

18  36143 中村　優月 ( 3 )  荒井  8.69 (　　)

19  39763 山口　華音 ( 3 )  播磨南  8.51 (　　)

20  31593 角谷　美怜 ( 3 )  望海  10.52 (　　)

21  32236 西村　星那 ( 3 )  大久保北  9.11 (　　)

22  37108 前山　晴華 ( 2 )  小野  8.82 (　　)

23  32238 細谷　萌愛 ( 3 )  大久保北  9.14 (　　)

24  31413 山口　愛菜 ( 3 )  野々池  8.73 (　　)

25  36416 本村　朱梨 ( 3 )  松陽  8.71 (　　)

26  33802 山田　幸奈 ( 3 )  志方  11.25 (　　)

27  32940 谷河　梢 ( 2 )  氷丘  10.33 (　　)

28  37650 王子　夏姫 ( 3 )  善防  9.37 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33801 長谷川　有 ( 3 )  志方  33.41 (　　)

2  33432 安井　理央 ( 3 )  浜の宮  31.11 (　　)

3  31211 橘　未紗 ( 3 )  大蔵  29.74 (　　)

4  31593 角谷　美怜 ( 3 )  望海  28.39 (　　)

5  33741 石賀　眞和 ( 2 )  神吉  28.37 (　　)

6  33091 楠本　れんげ ( 3 )  加古川山手  26.40 (　　)

7  33802 山田　幸奈 ( 3 )  志方  24.92 (　　)

8  36411 佐々木　歩夢 ( 3 )  松陽  24.81 (　　)

9  34586 篠川　彩華 ( 3 )  西脇  24.27 (　　)

10  31407 谷口　里有 ( 3 )  野々池  24.12 (　　)

11  32940 谷河　梢 ( 2 )  氷丘  23.74 (　　)

12  33431 毛利　優那 ( 3 )  浜の宮  23.60 (　　)

13  31589 髙橋　ひかる ( 3 )  望海  22.91 (　　)

14  36226 江戸　彩七 ( 3 )  鹿島  22.91 (　　)

15  32233 凪　咲良 ( 3 )  大久保北  22.70 (　　)

16  34791 達可　くるみ ( 2 )  西脇南  22.57 (　　)

17  34581 岩永　優和 ( 3 )  西脇  22.14 (　　)

18  33516 弘川　怜瑞 ( 3 )  別府  21.77 (　　)

19  32232 冨永　苺梨 ( 3 )  大久保北  21.76 (　　)

20  32935 西田　早希 ( 3 )  氷丘  21.75 (　　)

21  39665 水野　結愛 ( 2 )  播磨  21.37 (　　)

22  34303 小林　澪桜 ( 3 )  宝殿  21.35 (　　)

23  31413 山口　愛菜 ( 3 )  野々池  20.79 (　　)

24  39763 山口　華音 ( 3 )  播磨南  20.57 (　　)

25  33313 古川　咲衣 ( 2 )  平岡南  20.33 (　　)

《 決勝 》

共　通 女子 砲丸投2.72k(6#)
22/7/17 13:15  

《 決勝 》

共　通 女子 円盤投1.0k
22/7/16 09:45  



期日・時刻 審判長

競技場名 記録主任

陸協名 記録担当審判員

Ord. No. 競技者名 所属 申込記録 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考
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23  35606 井上　亜珠( 3 ) 三木東

24  31228 松下　幸花( 2 ) 大蔵

21  39773 佐伯　綾香( 2 ) 播磨南  1482

22  31405 大塚　望愛( 3 ) 野々池  1289

19  32140 山本　冴( 3 ) 二見  1717

20  31221 竹澤　結愛( 2 ) 大蔵

17  32870 田中　亜実( 3 ) 加古川

18  32874 田尻　絢楓( 3 ) 加古川

15  32045 山口　柚希( 2 ) 魚住東  1481

16  35607 馬越　ひかり( 3 ) 三木東  916

13  34332 髙橋　奈々( 2 ) 宝殿  1139

14  35421 伊藤　丹来( 2 ) 緑が丘  1084

11  33803 植原　楓( 2 ) 志方  1705

12  31501 加茂　冴奈( 2 ) 望海  1705

9  37104 河上　紗羅( 2 ) 小野  1517

10  39186 森脇　千晶( 2 ) 黒田庄  1400

7  35441 梅津　ももか( 3 ) 緑が丘  2123

8  33189 額田　初枝( 2 ) 加古川中部  2345

5  31406 髙巣　楓子( 3 ) 野々池  2092

6  33438 升元　絢菜( 3 ) 浜の宮  2394

3  34585 來住　ひなの( 3 ) 西脇  2134

4  33422 河本　鼓( 3 ) 浜の宮  1953

1  31591 岩根　小春( 3 ) 望海  2017

2  39188 藤井　稀羅( 2 ) 黒田庄  1800

種目 共　通 女子 四種競技 決勝 2022/7/16

競技会名 東播地区中学校総合体育大会　陸上競技大会 加古川運動公園陸上競技場　 [281060]

主催団体名 東播中学校体育連盟 [28]



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考

2  31591 岩根　小春 ( 3 )  望海  16.51 (　　) [　　　] 2  37104 河上　紗羅 ( 2 )  小野  19.19 (　　) [　　　]

3  39188 藤井　稀羅 ( 2 )  黒田庄  16.54 (　　) [　　　] 3  39186 森脇　千晶 ( 2 )  黒田庄  19.12 (　　) [　　　]

4  34585 來住　ひなの ( 3 )  西脇  15.80 (　　) [　　　] 4  33803 植原　楓 ( 2 )  志方  17.37 (　　) [　　　]

5  33422 河本　鼓 ( 3 )  浜の宮  15.08 (　　) [　　　] 5  31501 加茂　冴奈 ( 2 )  望海  16.97 (　　) [　　　]

6  31406 髙巣　楓子 ( 3 )  野々池  15.70 (　　) [　　　] 6  34332 髙橋　奈々 ( 2 )  宝殿  18.47 (　　) [　　　]

7  33438 升元　絢菜 ( 3 )  浜の宮  15.57 (　　) [　　　] 7  35421 伊藤　丹来 ( 2 )  緑が丘  18.84 (　　) [　　　]

8  35441 梅津　ももか ( 3 )  緑が丘  16.37 (　　) [　　　] 8  32045 山口　柚希 ( 2 )  魚住東  19.10 (　　) [　　　]

9  33189 額田　初枝 ( 2 )  加古川中部  16.06 (　　) [　　　] 9  35607 馬越　ひかり ( 3 )  三木東  18.96 (　　) [　　　]

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考

2  32870 田中　亜実 ( 3 )  加古川 (　　) [　　　]

3  32874 田尻　絢楓 ( 3 )  加古川 (　　) [　　　]

4  32140 山本　冴 ( 3 )  二見  20.11 (　　) [　　　]

5  31221 竹澤　結愛 ( 2 )  大蔵  20.47 (　　) [　　　]

6  39773 佐伯　綾香 ( 2 )  播磨南  19.64 (　　) [　　　]

7  31405 大塚　望愛 ( 3 )  野々池  20.40 (　　) [　　　]

8  35606 井上　亜珠 ( 3 )  三木東  20.50 (　　) [　　　]

9  31228 松下　幸花 ( 2 )  大蔵  23.47 (　　) [　　　]

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 得点 備考

1  37104 河上　紗羅 ( 2 )  小野  1.20 (　　) [　　　] 1  32870 田中　亜実 ( 3 )  加古川  6.95 (　　) [　　　]

2  39186 森脇　千晶 ( 2 )  黒田庄  1.20 (　　) [　　　] 2  32874 田尻　絢楓 ( 3 )  加古川  6.18 (　　) [　　　]

3  33803 植原　楓 ( 2 )  志方  1.25 (　　) [　　　] 3  32140 山本　冴 ( 3 )  二見  6.98 (　　) [　　　]

4  31501 加茂　冴奈 ( 2 )  望海  1.35 (　　) [　　　] 4  31221 竹澤　結愛 ( 2 )  大蔵  5.84 (　　) [　　　]

5  34332 髙橋　奈々 ( 2 )  宝殿  1.25 (　　) [　　　] 5  39773 佐伯　綾香 ( 2 )  播磨南  6.79 (　　) [　　　]

6  35421 伊藤　丹来 ( 2 )  緑が丘 (　　) [　　　] 6  31405 大塚　望愛 ( 3 )  野々池  6.81 (　　) [　　　]

7  32045 山口　柚希 ( 2 )  魚住東  1.40 (　　) [　　　] 7  35606 井上　亜珠 ( 3 )  三木東  6.02 (　　) [　　　]

8  35607 馬越　ひかり ( 3 )  三木東 (　　) [　　　] 8  31228 松下　幸花 ( 2 )  大蔵  5.90 (　　) [　　　]

9  32870 田中　亜実 ( 3 )  加古川  1.25 (　　) [　　　] 9  31591 岩根　小春 ( 3 )  望海  8.42 (　　) [　　　]

10  32874 田尻　絢楓 ( 3 )  加古川 (　　) [　　　] 10  39188 藤井　稀羅 ( 2 )  黒田庄  5.73 (　　) [　　　]

11  32140 山本　冴 ( 3 )  二見  1.42 (　　) [　　　] 11  34585 來住　ひなの ( 3 )  西脇  7.64 (　　) [　　　]

12  31221 竹澤　結愛 ( 2 )  大蔵 (　　) [　　　] 12  33422 河本　鼓 ( 3 )  浜の宮  6.60 (　　) [　　　]

13  39773 佐伯　綾香 ( 2 )  播磨南  1.25 (　　) [　　　] 13  31406 髙巣　楓子 ( 3 )  野々池  8.62 (　　) [　　　]

14  31405 大塚　望愛 ( 3 )  野々池  1.38 (　　) [　　　] 14  33438 升元　絢菜 ( 3 )  浜の宮  9.38 (　　) [　　　]

15  35606 井上　亜珠 ( 3 )  三木東 (　　) [　　　] 15  35441 梅津　ももか ( 3 )  緑が丘  7.35 (　　) [　　　]

16  31228 松下　幸花 ( 2 )  大蔵 (　　) [　　　] 16  33189 額田　初枝 ( 2 )  加古川中部  10.02 (　　) [　　　]

17  31591 岩根　小春 ( 3 )  望海  1.35 (　　) [　　　] 17  37104 河上　紗羅 ( 2 )  小野  6.68 (　　) [　　　]

18  39188 藤井　稀羅 ( 2 )  黒田庄  1.30 (　　) [　　　] 18  39186 森脇　千晶 ( 2 )  黒田庄  5.93 (　　) [　　　]

19  34585 來住　ひなの ( 3 )  西脇  1.40 (　　) [　　　] 19  33803 植原　楓 ( 2 )  志方  9.81 (　　) [　　　]

20  33422 河本　鼓 ( 3 )  浜の宮  1.25 (　　) [　　　] 20  31501 加茂　冴奈 ( 2 )  望海  8.16 (　　) [　　　]

21  31406 髙巣　楓子 ( 3 )  野々池  1.47 (　　) [　　　] 21  34332 髙橋　奈々 ( 2 )  宝殿  6.76 (　　) [　　　]

22  33438 升元　絢菜 ( 3 )  浜の宮  1.57 (　　) [　　　] 22  35421 伊藤　丹来 ( 2 )  緑が丘  5.56 (　　) [　　　]

23  35441 梅津　ももか ( 3 )  緑が丘  1.40 (　　) [　　　] 23  32045 山口　柚希 ( 2 )  魚住東  6.34 (　　) [　　　]

24  33189 額田　初枝 ( 2 )  加古川中部  1.40 (　　) [　　　] 24  35607 馬越　ひかり ( 3 )  三木東  5.85 (　　) [　　　]

22/7/16 13:15  

《 決勝 》

共　通 女子 四種競技 砲丸投2.72k

風速 (+/-　.　m/s)

共　通 女子 四種競技 走高跳
22/7/16 10:45  

《 決勝 》

共　通 女子 四種競技 100mH
22/7/16 09:15 ( 3組 ) 

《 決勝 》

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



連番 所属No. 所属名/団体No.

1 [311] 朝霧(1992) 14 [ 8 : 6 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 18 [ 10 : 8 : 0 ] 28 [ 15 : 13 ]

2 [312] 大蔵(1993) 23 [ 19 : 4 ] 3 [ 2 : 1 : 0 ] 4 [ 2 : 2 ] 30 [ 23 : 7 : 0 ] 24 [ 17 : 7 ]

3 [313] 衣川(1994) 16 [ 10 : 6 ] 2 [ 2 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 18 [ 12 : 6 : 0 ] 16 [ 11 : 5 ]

4 [314] 野々池(1995) 34 [ 17 : 17 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 4 [ 2 : 2 ] 42 [ 21 : 21 : 0 ] 31 [ 16 : 15 ]

5 [315] 望海(1996) 24 [ 13 : 11 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 4 [ 2 : 2 ] 32 [ 17 : 15 : 0 ] 30 [ 15 : 15 ]

6 [316] 大久保(1997) 20 [ 8 : 12 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 24 [ 10 : 14 : 0 ] 27 [ 11 : 16 ]

7 [318] 江井島(1998) 10 [ 5 : 5 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 14 [ 7 : 7 : 0 ] 22 [ 12 : 10 ]

8 [319] 魚住(1999) 10 [ 7 : 3 ] 3 [ 1 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 13 [ 8 : 5 : 0 ] 20 [ 10 : 10 ]

9 [320] 魚住東(2000) 16 [ 10 : 6 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 1 [ 0 : 1 ] 19 [ 11 : 8 : 0 ] 16 [ 11 : 5 ]

10 [321] 二見(2001) 31 [ 20 : 11 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 2 [ 1 : 1 ] 37 [ 23 : 14 : 0 ] 33 [ 19 : 14 ]

11 [322] 大久保北(3694) 37 [ 16 : 21 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 2 [ 2 : 0 ] 43 [ 20 : 23 : 0 ] 35 [ 14 : 21 ]

12 [328] 加古川(2004) 22 [ 14 : 8 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 2 [ 0 : 2 ] 28 [ 16 : 12 : 0 ] 26 [ 14 : 12 ]

13 [329] 氷丘(2005) 29 [ 12 : 17 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 2 [ 2 : 0 ] 35 [ 16 : 19 : 0 ] 31 [ 16 : 15 ]

14 [330] 加古川山手(2175) 19 [ 10 : 9 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 21 [ 11 : 10 : 0 ] 17 [ 9 : 8 ]

15 [331] 加古川中部(2007) 35 [ 19 : 16 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 1 [ 0 : 1 ] 40 [ 21 : 19 : 0 ] 38 [ 19 : 19 ]

16 [332] 平岡(2008) 25 [ 17 : 8 ] 3 [ 1 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 28 [ 18 : 10 : 0 ] 31 [ 16 : 15 ]

17 [333] 平岡南(2009) 10 [ 8 : 2 ] 1 [ 1 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 11 [ 9 : 2 : 0 ] 11 [ 9 : 2 ]

18 [334] 浜の宮(2010) 45 [ 27 : 18 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 3 [ 1 : 2 ] 52 [ 30 : 22 : 0 ] 37 [ 21 : 16 ]

19 [335] 別府(2011) 28 [ 17 : 11 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 32 [ 19 : 13 : 0 ] 26 [ 14 : 12 ]

20 [336] 両荘(2012) 5 [ 2 : 3 ] 0 [ 0 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 5 [ 2 : 3 : 0 ] 4 [ 2 : 2 ]

21 [337] 神吉(3761) 23 [ 10 : 13 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 27 [ 12 : 15 : 0 ] 34 [ 16 : 18 ]

22 [338] 志方(2014) 12 [ 2 : 10 ] 0 [ 0 : 0 : 0 ] 1 [ 0 : 1 ] 13 [ 2 : 11 : 0 ] 7 [ 1 : 6 ]

23 [339] 陵南(2015) 34 [ 21 : 13 ] 3 [ 1 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 37 [ 22 : 15 : 0 ] 27 [ 15 : 12 ]

24 [343] 宝殿(3754) 32 [ 20 : 12 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 1 [ 0 : 1 ] 37 [ 22 : 15 : 0 ] 29 [ 15 : 14 ]

25 [345] 西脇(2017) 22 [ 10 : 12 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 3 [ 2 : 1 ] 29 [ 14 : 15 : 0 ] 28 [ 14 : 14 ]

26 [347] 西脇南(2018) 14 [ 7 : 7 ] 3 [ 1 : 2 : 0 ] 1 [ 1 : 0 ] 18 [ 9 : 9 : 0 ] 19 [ 7 : 12 ]

27 [350] 三木(2019) 5 [ 3 : 2 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 7 [ 4 : 3 : 0 ] 14 [ 6 : 8 ]

28 [354] 緑が丘(2021) 31 [ 24 : 7 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 4 [ 2 : 2 ] 39 [ 28 : 11 : 0 ] 31 [ 21 : 10 ]

29 [355] 自由が丘(2022) 16 [ 9 : 7 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 18 [ 10 : 8 : 0 ] 15 [ 7 : 8 ]

30 [356] 三木東(2023) 35 [ 22 : 13 ] 3 [ 2 : 1 : 0 ] 2 [ 0 : 2 ] 40 [ 24 : 16 : 0 ] 34 [ 21 : 13 ]

31 [359] 吉川(2024) 14 [ 5 : 9 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 16 [ 6 : 10 : 0 ] 20 [ 9 : 11 ]

32 [360] 高砂(2025) 5 [ 4 : 1 ] 2 [ 2 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 7 [ 6 : 1 : 0 ] 13 [ 12 : 1 ]

33 [361] 荒井(2026) 20 [ 9 : 11 ] 1 [ 0 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 21 [ 9 : 12 : 0 ] 18 [ 7 : 11 ]

34 [362] 鹿島(3710) 16 [ 10 : 6 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 18 [ 11 : 7 : 0 ] 15 [ 9 : 6 ]

35 [363] 竜山(2028) 13 [ 5 : 8 ] 2 [ 0 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 15 [ 5 : 10 : 0 ] 15 [ 3 : 12 ]

36 [364] 松陽(2029) 17 [ 8 : 9 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 21 [ 10 : 11 : 0 ] 25 [ 11 : 14 ]

37 [366] 白陵(2030) 2 [ 2 : 0 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 4 [ 3 : 1 : 0 ] 10 [ 5 : 5 ]

38 [370] 小野南(3740) 9 [ 0 : 9 ] 1 [ 0 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 10 [ 0 : 10 : 0 ] 7 [ 0 : 7 ]

39 [371] 小野(3739) 27 [ 13 : 14 ] 3 [ 2 : 1 : 0 ] 1 [ 0 : 1 ] 31 [ 15 : 16 : 0 ] 28 [ 17 : 11 ]

40 [372] 旭丘(2033) 15 [ 8 : 7 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 17 [ 9 : 8 : 0 ] 13 [ 8 : 5 ]

41 [375] 北条(2034) 13 [ 6 : 7 ] 1 [ 1 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 14 [ 7 : 7 : 0 ] 14 [ 8 : 6 ]

42 [376] 善防(2035) 2 [ 0 : 2 ] 0 [ 0 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 2 [ 0 : 2 : 0 ] 2 [ 0 : 2 ]

43 [377] 加西(3768) 4 [ 4 : 0 ] 1 [ 1 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 5 [ 5 : 0 : 0 ] 7 [ 7 : 0 ]

44 [378] 泉(2037) 5 [ 2 : 3 ] 0 [ 0 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 5 [ 2 : 3 : 0 ] 5 [ 2 : 3 ]

45 [381] 社(2038) 25 [ 12 : 13 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 29 [ 14 : 15 : 0 ] 22 [ 11 : 11 ]

46 [385] 兵教大附属(2039) 9 [ 6 : 3 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 2 [ 2 : 0 ] 13 [ 9 : 4 : 0 ] 14 [ 7 : 7 ]

47 [388] 中町(2040) 7 [ 4 : 3 ] 1 [ 1 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 8 [ 5 : 3 : 0 ] 6 [ 4 : 2 ]

48 [389] 加美(2041) 11 [ 8 : 3 ] 3 [ 2 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 14 [ 10 : 4 : 0 ] 17 [ 12 : 5 ]

49 [391] 黒田庄(2043) 15 [ 11 : 4 ] 3 [ 2 : 1 : 0 ] 3 [ 1 : 2 ] 21 [ 14 : 7 : 0 ] 24 [ 16 : 8 ]

50 [394] 稲美(3767) 23 [ 11 : 12 ] 2 [ 1 : 1 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 25 [ 12 : 13 : 0 ] 19 [ 9 : 10 ]

51 [395] 稲美北(2045) 15 [ 11 : 4 ] 1 [ 1 : 0 : 0 ] 0 [ 0 : 0 ] 16 [ 12 : 4 : 0 ] 15 [ 13 : 2 ]

52 [396] 播磨(2046) 23 [ 9 : 14 ] 4 [ 2 : 2 : 0 ] 2 [ 2 : 0 ] 29 [ 13 : 16 : 0 ] 27 [ 13 : 14 ]

53 [397] 播磨南(3753) 28 [ 11 : 17 ] 3 [ 1 : 2 : 0 ] 2 [ 1 : 1 ] 33 [ 13 : 20 : 0 ] 22 [ 9 : 13 ]

995 [ 546 : 449 ] 139 [ 72 : 67 : 0 ] 47 [ 23 : 24 ] 1181 [ 641 : 540 : 0 ] 1099 [ 586 : 513 ]

[ 949 : 837 : 0 ]

合計

利用数 1786

東播中学総体 [加古川]

のべ人数(一般)[男:女] (ﾘﾚｰ・駅伝)[男:女:混合] (混成)[男:女] のべ合計人数[男:女:混合] 参加人数[男:女]
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第４４回東播地区中学校総合体育大会　第７５回東播地区中学校陸上競技大会


