
日付 種目

安田　麟太郎(3)  23.74 (+1.7) 川上　繭慎(3)  24.92 (+1.7) 青山　道立(2)  24.96 (+1.7) 八十　康介(3)  25.14 (+1.7) 福原　悠真(2)  25.33 (+1.7) 古賀　大聖(2)  25.41 (+1.7) 難波　伶丞(3)  26.36 (+1.7) 中川　仁(2)  27.23 (+1.7)

置塩 夢前 白鷺小中 大的 山陽 飾磨西 花田 飾磨西

澤田　緯(3)  53.08 田中　翔瑛(3)  53.91 松下　翔斗(3)  54.17 新井　希泉(3)  55.79 須藤　聡一(3)  57.98 大野　晋太郎(2)  1:01.48

福崎東 夢前 大津 広畑 朝日 家島

古田　晴樹(2)  2:08.28 須多　和希(3)  2:08.41 土井　悠星(2)  2:09.26 伊藤　真弥(3)  2:11.00 築山　太一(3)  2:13.98 坂根　聡一(3)  2:14.90 山尾　啓太(3)  2:14.91 平田　悠斗(3)  2:14.96

夢前 姫路灘 朝日 大的 福崎東 広畑 網干 網干

三木　浩輔(3)  4:19.18 宗野　佑大(2)  4:30.01 栗山　志温(2)  4:31.34 雲丹亀　真輝(3)  4:35.62 山名　凱斗(3)  4:38.29 藤原　槙士(2)  4:38.83 玖村　賢蔵(3)  4:38.93 中塚　瑠星(3)  4:39.62

飾磨東 山陽 豊富 豊富 大白書 書写 豊富 姫路高丘

村岡　大雅(2)  9:09.40 檜垣　蒼(3)  9:09.75 森田　凌成(2)  9:22.64 生田　鼓太郎(3)  9:24.40 上田　翔大(2)  9:44.31 吉見　柊乃(3)  9:54.85 近藤　智起(3)  9:58.28 北条　旺雅(3)  10:11.33

飾磨西 安室 姫路高丘 飾磨西 夢前 飾磨西 姫路高丘 大津

足立　英士(2)  w15.02 (+2.4) 中田　衆士(3)  w15.84 (+2.4) 本間　涼司(3)  w15.88 (+2.4) 佐藤　祐輔(3)  w16.77 (+2.4) 浮田　知哉(2)  w19.07 (+2.4) 鈴木　悠(2)  w19.33 (+2.4) 佐藤　光星(3)  w20.50 (+2.4)

神河 夢前 姫路東 飾磨西 大津 夢前 朝日

増位  45.07 夢前  45.42 姫路灘  46.36 山陽  46.38 大津  46.69 飾磨東  46.72 福崎東  46.80 飾磨西  47.78

嶋田　衣吹(3) 田中　翔瑛(3) 林　剛也(2) 岩本　征成(3) 後藤　駿弥(3) 髙島　成優音(3) 石川　扇(3) 鈴木　累生(3)

松尾　淳平(3) 中村　柊仁(3) 川元　琉暉(3) 柴田　浬空(3) 小林　和司(3) 鶴田　朔麻(3) 藤岡　宙希(3) 佐藤　祐輔(3)

野村　謙心(3) 橋本　圭汰(3) 中井　笑太朗(3) 日髙　優珠(3) 足立　朱優(2) 東　滉介(3) 笠松　昊生(2) 古賀　大聖(2)

小林　将純(3) 中田　衆士(3) 田中　崚雅(2) 下村　伯(3) 松下　翔斗(3) 松本　蓮人(3) 澤田　緯(3) 粕谷　陽樹(3)

三田　健太朗(3)  1.80 松尾　遥也(3)  1.65 川元　琉暉(3)  1.65 福本　唯吹(3)  1.50 森本　翔矢(2)  1.45 西畠　迅(1)  1.45 建村　奏和(2)  1.45

四郷学院 大津 姫路灘 朝日 福崎西 ５位 鹿谷 ５位 鹿谷 ５位

鈴木　累生(3)  3.00

飾磨西

中筋　正人(2)  5.77 (0.0) 宗行　堅斗(3)  5.63 (+0.8) 中嶋　祥也(2)  w5.49 (+2.3) 前田　潤(3)  5.47 (+1.8) 木家　大河(3)  5.44 (+1.1) 安井　秀成(2)  5.34 (+1.8) 山本　陽斗(3)  5.30 (+0.4) 西田　龍生(2)  5.23 (0.0)

山陽 朝日 姫路灘 東洋大姫路 鹿谷 福崎西 豊富 姫路灘

池上　大樹(3)  5.23 (0.0)

姫路東

伊福　大翔(3)  w11.42 (+3.5) ドミン　カン(3)  w11.41 (+3.1) 千石　桜雅(3)  w11.12 (+2.2)

朝日 花田 花田

成瀬　憲貴(3)  12.03 谷口　譲基(3)  12.01 増田　康生(3)  9.65 桂　将貴(3)  9.44 松浦　伊吹(2)  9.36 山名　広彰(3)  9.06 林　海翔(2)  8.50 北詰　力将(3)  8.30

飾磨東 香寺 四郷学院 坊勢 飾磨東 神河 網干 姫路灘

小林　将純(3)  32.84 眞田　海斗(3)  32.41 早川　理玖(2)  25.80 佐藤　希(2)  21.04 楢﨑　陸(2)  20.82 松山　凜星(2)  20.35

増位 朝日 朝日 安室 飾磨東 安室

橋本　圭汰(3)  2589 粕谷　陽樹(3)  2489 大西　悠斗(3)  2139 大上　笙太(2)  1283

夢前 飾磨西 大津 網干

8月1日 110mH

8月1日 砲丸投

8月1日 走高跳

8月1日 400m

萩原　慧(1)  w12.13 (+2.5) 村瀬　翔汰(1)  w12.29 (+2.5) 井元　瑛(1)  w12.42 (+2.5) 橋本　蓮(1)  w12.53 (+2.5) 山﨑　大馳(1)  w12.55 (+2.5) 貝川　輝(1)  w12.69 (+2.5) 松下　直生(1)  w12.84 (+2.5) 柴田　俊弥(1)  w12.89 (+2.5)

朝日 姫路灘 朝日 福崎東 姫路灘 姫路灘 飾磨東 山陽

田中　壱基(1)  4:45.97 田村　優成(1)  4:55.85 福井　翔(1)  4:56.18 古一　悠音(1)  4:58.53 小竹　遼志(1)  4:58.72 垣本　尊琉(1)  4:58.85 福井　虎太朗(1)  5:01.98 寺本　悠良(1)  5:02.74

姫路灘 姫路灘 豊富 朝日 大津 飾磨東 安室 飾磨東

川﨑　雄介(2)  11.66 (+1.8) 足立　朱優(2)  11.99 (+1.8) 國友　勇旗(2)  12.01 (+1.8) 池田　新(2)  12.05 (+1.8) 林　剛也(2)  12.11 (+1.8) 田中　崚雅(2)  12.17 (+1.8) 篠田　大貴(2)  12.17 (+1.8) 赤錆　力魁(2)  12.41 (+1.8)

山陽 大津 夢前 坊勢 姫路灘 姫路灘 飾磨東 置塩

野村　謙心(3)  w11.12 (+2.4) 中村　柊仁(3)  w11.33 (+2.4) 松本　琉空(3)  w11.52 (+2.4) 岩本　征成(3)  w11.53 (+2.4) 柴田　浬空(3)  w11.55 (+2.4) 松尾　淳平(3)  w11.63 (+2.4) 嶋田　衣吹(3)  w11.67 (+2.4) 藤岡　宙希(3)  w11.76 (+2.4)

増位 夢前 菅野 山陽 山陽 増位 増位 福崎東

朝日  48.44 姫路灘  48.78 大津  51.30 姫路東  51.33 夢前  51.96 福崎西  52.60 増位  52.85 花田  55.85

不ニ　海斗(2) 中嶋　祥也(2) 浮田　知哉(2) 渡辺　直樹(2) 吉田　大翔(2) 北山　陽翔(2) 岡本　来気(2) 田中　優羽(2)

萩原　慧(1) 村瀬　翔汰(1) 服部　倭和(1) 清水　亮汰(1) 興津　楓真(1) 嘉藤　真也(1) 佐子　柚乃(1) 北山　浩太(1)

井元　瑛(1) 貝川　輝(1) 小竹　遼志(1) 山本　聖(1) 矢野　蓮稀(1) 成清　快虹(1) 原田　健太朗(1) 林田　爽(1)

北村　奏音(2) 西田　龍生(2) 松尾　匡晃(2) 大場　健翔(2) 國友　勇旗(2) 豊國　琉伍(2) 久保　昇大(2) 木戸　直也(2)

主催団体名 兵庫県中播地区中学校体育連盟 陸協名 姫路陸上競技協会

競技会名 中播地区中学校種目別大会
期日・時刻 2020/8/2 審判長 三木慎也・上月里香・池田育代

競技場名 姫路市ウインク陸上競技場 記録主任 谷口順哉

8月1日 1500m

8月2日 3000m

7位 8位

共通男子 8月2日 200m

8月1日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

8月2日 走高跳

8月2日 棒高跳

8月2日 110mH

8月2日 4x100mR

8月2日 三段跳

8月1日 四種競技

8月2日 砲丸投

 10.47  10.37  8.94  8.25

 15.06 (+0.2)  15.25 (+0.2)  15.61 (+0.2)  19.30 (+0.2)

 53.60  53.57  58.22  1:05.50

 1.74  1.65  1.60  1.30

２年生男子 8月1日 100m

３年生男子 8月1日 100m

１年生男子 8月2日 100m

8月1日 1500m

１、２年男子 8月1日 4x100mR

8月2日 800m

8月1日 走幅跳

8月1日 円盤投



宗野　華楓(3)  w26.12 (+3.1) 大西　結(3)  w27.37 (+3.1) 藤原　明絆(2)  w27.80 (+3.1) 中野　琴音(3)  w28.34 (+3.1) 中野　絢音(3)  w29.67 (+3.1) 山本　真桜(3)  w29.82 (+3.1) 橋本　心愛(2)  w29.82 (+3.1) 藤森　光咲(2)  w32.19 (+3.1)

山陽 山陽 神河 東光 東光 白鷺小中 大的 姫路東

細見　芽生(2)  2:21.93 長谷川　詩真(2)  2:23.20 持田　亜姫(3)  2:24.57 荒木　心尋(2)  2:24.60 橋本　結菜(2)  2:30.47 大畑　怜奈(3)  2:31.45 長谷川　桜花(2)  2:33.02 尾鼻　栞(3)  2:33.38

白鷺小中 神河 飾磨西 姫路灘 香寺 福崎西 姫路灘 安室

有川　ひなの(3)  4:48.77 塩﨑　彩理(3)  4:48.77 生田　翠(3)  4:52.01 渡邉　晴香(2)  5:07.57 小林　千紘(3)  5:07.88 笠松　世那(2)  5:08.46 谷村　和沙(2)  5:09.59 末兼　帆乃花(3)  5:10.08

安室 香寺 豊富 姫路灘 豊富 姫路灘 安室 飾磨西

竹内　紅葉(2)  w15.56 (+2.1) 宮﨑　夏帆(2)  w15.75 (+2.1) 出田　ありさ(3)  w15.89 (+2.1) 宮内　綾花(1)  w15.99 (+2.1) 上田　優奈(2)  w16.44 (+2.1) 橋本　沙耶(3)  w16.72 (+2.1) 加島　泉水(3)  w17.15 (+2.1)

神河 神河 朝日 福崎西 菅野 東光 姫路高丘

山陽  51.38 東光  52.54 網干  52.74 神河  52.74 姫路高丘  53.65 飾磨東  55.05 香寺  55.11 大津  55.49

多田　はるか(3) 橋本　沙耶(3) 黒瀬　遥香(2) 安部　友理(3) 加島　泉水(3) 松本　珈音(3) 山本　奈歩(2) 原　杏那(3)

大西　結(3) 安藤　雅姫(3) 岩田　愛実(3) 藤原　明絆(2) 竹中　美華(2) 衣川　美生(3) 小久保　亜耶(3) 藤原　季紀(3)

吉川　由依(2) 中野　絢音(3) 岸本　理央奈(2) 竹内　紅葉(2) 後藤　萌奈(2) 喜多　結菜(3) 瀧口　琴海(2) 小柳　瀬李加(3)

宗野　華楓(3) 中野　琴音(3) 松本　あかり(3) 末戸　さくら(3) 石飛　優生菜(3) 岩谷　友愛(3) 坂口　裕香(2) 竹下　理央奈(3)

土井　果恋(3)  1.45 喜多　結菜(3)  1.45 松ノ下　佳暖(3)  1.45 富井　心美(2)  1.45 小林　蒼生(3)  1.35 福田　莉桜(3)  1.35 大堂　乃羽(2)  1.35 髙田　実里(2)  1.35

朝日 飾磨東 増位 飾磨東 姫路灘 菅野 朝日 姫路灘

三木　胡桃(2)  5.11 (+1.8) 末戸　さくら(3)  4.93 (+1.1) 衣川　美生(3)  4.69 (+1.8) 山本　奈歩(2)  w4.54 (+2.4) 宮田　凪紗(2)  w4.51 (+2.3) 木村　藍(3)  w4.45 (+2.9) 村上　莉未(2)  w4.43 (+3.8) 岩永　葵依(3)  w4.39 (+3.9)

大的 神河 飾磨東 香寺 大津 網干 朝日 姫路灘

小林　優生(3)  10.99 安達　江里菜(3)  10.53 堀　桃萌(3)  10.51 八木　美都(2)  9.14 金澤　音華(3)  8.66 志水　瑠美那(2)  8.60 大角　心愛(3)  8.18 山下　恵(2)  7.72

神河 飾磨東 増位 東光 山陽 大津 置塩 姫路東

松場　琴音(3)  22.26 清瀬　奈那(3)  21.97 井藤　柚吹(3)  20.33 北原　夢來(2)  19.53 中筋　愛莉(2)  17.56 島塚　由衣(2)  17.47 大塚　みつき(3)  15.57 渡部　愛佳(2)  15.07

安室 山陽 安室 姫路灘 姫路灘 姫路高丘 福崎東 広畑

坂本　和子(3)  2319 日坂　美咲(2)  2006 髙濵　佑衣(2)  1809 善入　彩愛(3)  1798 藤久　絢賀(3)  1787 福屋　結愛(3)  1455

姫路灘 網干 広畑 広畑 姫路高丘 大津

8月1日 100mH

8月1日 走高跳

8月1日 砲丸投

8月1日 200m

酒江　菜々美(1)  13.89 (+1.6) 西本　寧々(1)  14.07 (+1.6) 高原　彩乃(1)  14.15 (+1.6) 熊谷　遥菜(1)  14.29 (+1.6) 多田　彩花(1)  14.37 (+1.6) 宮本　典果(1)  14.39 (+1.6) 花畑　愛歩(1)  14.42 (+1.6) 岩崎　優菜(1)  14.50 (+1.6)

姫路広嶺 神河 福崎西 姫路高丘 飾磨東 家島 姫路高丘 山陽

種　知里(1)  2:25.06 隈部　湊(1)  2:25.39 寺田　妃織(1)  2:27.43 山川　恵里奈(1)  2:28.66 森垣　まひろ(1)  2:39.62 東良　純花(1)  2:40.08 橋本　梨那(1)  2:40.49 平石　心愛(1)  2:41.23

東光 夢前 姫路灘 東光 飾磨東 豊富 山陽 豊富

植戸　忍(2)  w13.06 (+3.1) 坂口　裕香(2)  w13.22 (+3.1) 家氏　玲奈(2)  w13.26 (+3.1) 黒瀬　遥香(2)  w13.44 (+3.1) 竹中　美華(2)  w13.74 (+3.1) 岸本　理央奈(2)  w13.77 (+3.1) 田作　らん(2)  w13.80 (+3.1) 八木　俐緒(2)  w13.82 (+3.1)

安室 香寺 姫路灘 網干 姫路高丘 網干 姫路灘 大津

安藤　雅姫(3)  w12.51 (+2.7) 松本　あかり(3)  w13.21 (+2.7) 番場　恵梨(3)  w13.26 (+2.7) 須々田　星渚(3)  w13.34 (+2.7) 三島　ゆう(3)  w13.47 (+2.7) 安部　友理(3)  w13.60 (+2.7) 舟引　萌恵(3)  w13.66 (+2.7) 石飛　優生菜(3)  w13.91 (+2.7)

東光 網干 大白書 姫路灘 鹿谷 神河 増位 姫路高丘

福崎西  54.26 神河  55.23 姫路灘  55.53 飾磨東  56.02 姫路高丘  56.25 広畑  56.58 山陽  57.11 大津  57.27

古瀬　麻由里(2) 長谷川　詩真(2) 田作　らん(2) 黒田　彩葉(2) 大野　涼華(2) 平山　風花(2) 出雲　璃音(2) 望月　優那(2)

宮内　綾花(1) 西本　寧々(1) 村上　寧彩(1) 多田　彩花(1) 熊谷　遥菜(1) 苅田　優月(1) 岩崎　優菜(1) 濵嵜　玲李(1)

高原　彩乃(1) 足立　和香奈(1) 丸尾　望友(1) 森　結衣花(1) 花畑　愛歩(1) 佐川　ひまり(1) 永井　海緒(1) 芳川　優空(1)

宮谷　はる奈(2) 宮﨑　夏帆(2) 家氏　玲奈(2) 石原　心愛(2) 小林　望笑(2) 髙濵　佑衣(2) 平尾　みく(2) 八木　俐緒(2)

8月2日 4x100mR

8月2日 800m

8月1日 1500m

共通女子 8月2日 200m

 1.45  1.30  1.30  1.35  1.20  1.30

 15.47 (+1.0)  16.44 (+1.0)  17.89 (+1.0)  18.02 (+1.0)  16.93 (+1.0)  18.73 (+1.0)

 30.03 (+1.9)  29.65 (+1.9)  31.93 (+1.9)

 6.98  7.58  7.50  7.58  7.45  6.04

w (wind assist) : 追風参考

２年生女子 8月1日 100m

３年生女子 8月1日 100m

１年生女子 8月2日 100m

8月2日 800m

 27.91 (+1.9)  28.87 (+1.9)  29.29 (+1.9)

8月1日 走幅跳

8月2日 砲丸投

１、２年女子 8月1日 4x100mR

8月2日 走高跳

8月1日 四種競技

8月1日 円盤投

8月2日 100mH


