


順 予準決

１ 10:00 女子 共 通 ３組 9:30 9:40

２ 10:20 男子 共 通 ３組 9:50 10:00

３ 10:35 男子 共 通 １１０ｍＨ 予 選 ３組 １着＋５ 10:05 10:15

４ 10:55 男子 共 通 ２００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:25 10:35

５ 11:05 女子 共 通 ２００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:35 10:45

６ 11:20 男子 ３ 年 １００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:50 11:00

７ 11:30 女子 ３ 年 １００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 11:00 11:10

８ 11:45 男子 共 通 ４００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 11:15 11:25

９ 12:00 女子 共 通 ８００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 11:30 11:40

10 12:20 女子 低学年 ４×１００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 11:50 12:00

11 12:35 男子 低学年 ４×１００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 12:05 12:15

13:50

12 14:20 男子 共 通 ２００ｍ 決 勝 13:50 14:00

13 14:25 女子 共 通 ２００ｍ 決 勝 13:55 14:05

14 14:35 男子 共 通 １１０ｍＨ 決 勝 14:05 14:15

15 14:45 男子 １ 年 １５００ｍ 決 勝 14:15 14:25

16 14:55 女子 ３ 年 １００ｍ 決 勝 14:25 14:35

17 15:00 男子 ３ 年 １００ｍ 決 勝 14:30 14:40

18 15:05 男子 共 通 ４００ｍ 決 勝 14:35 14:45

19 15:10 女子 共 通 ８００ｍ 決 勝 14:40 14:50

20 15:20 女子 低学年 ４×１００ｍ 決 勝 14:50 15:00

21 15:25 男子 低学年 ４×１００ｍ 決 勝 14:55 15:05

22 15:40 女子 共 通 ３組 15:10 15:20

23 15:55 男子 共 通 ３組 15:25 15:35

1 女子 共 通 走　幅　跳 決 勝 9:50 10:00

２ 男子 共 通 棒　高　跳 決 勝 9:20 9:30

３ 11:30 女子 共 通 10:50 11:00

４ 12:50 男子 共 通 走　幅　跳 決 勝 12:10 12:20

５ 13:40 男子 共 通 13:00 13:10

１ 10:00 男子 共 通 円　盤　投 決 勝 9:20 9:30

２ 11:50 男子 共 通 11:10 11:20

３ 13:50 女子 共 通 13:10 13:20

４ 14:00 女子 共 通 円　盤　投 決 勝  13:20 13:30

競　技　日　程

第１日目　　８月　６日（金）

競技開始 競 技 種 目 備 考 招集開始招集完了
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四種競技－砲 丸 投

四種競技－砲 丸 投



順 予準決

１ 10:00 男子 共 通 ４×１００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 9:30 9:40

２ 10:15 女子 共 通 ４×１００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 9:45 9:55

３ 10:35 男子 １ 年 １００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:05 10:15

４ 10:45 女子 １ 年 １００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:15 10:25

５ 11:00 男子 ２ 年 １００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:30 10:40

６ 11:10 女子 ２ 年 １００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:40 10:50

７ 11:25 女子 １ 年 ８００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 10:55 11:05

８ 11:45 男子 共 通 ８００ｍ 予 選 ３組 １着＋５ 11:15 11:25

９ 12:05 女子 共 通 １００ｍＨ 予 選 ３組 １着＋５ 11:35 11:45

10 13:20 男子 １ 年 １００ｍ 決 勝 12:50 13:00

11 13:30 女子 １ 年 １００ｍ 決 勝 13:00 13:10

12 13:40 男子 ２ 年 １００ｍ 決 勝 13:10 13:20

13 13:50 女子 ２ 年 １００ｍ 決 勝 13:20 13:30

14 14:00 女子 共 通 １００ｍＨ 決 勝 13:30 13:40

15 14:10 男子 共 通 １５００ｍ 決 勝 13:40 13:50

16 14:20 女子 共 通 １５００ｍ 決 勝 13:50 14:00

17 14:30 女子 １ 年 ８００ｍ 決 勝 14:00 14:10

18 14:40 男子 共 通 ８００ｍ 決 勝 14:10 14:20

19 14:50 男子 共 通 ３０００ｍ 決 勝 14:20 14:30

20 15:10 女子 共 通 ４×１００ｍ 決 勝 14:40 14:50

21 15:15 男子 共 通 ４×１００ｍ 決 勝 14:45 14:55

１ 10:00 男子 共 通 走　高　跳 決 勝 9:20 9:30

２ 12:00 男子 共 通 三　段　跳 決 勝 11:20 11:30

３ 12:30 女子 共 通 走　高　跳 決 勝 11:50 12:00

１ 10:00 女子 共 通 砲　丸　投 決 勝 9:20 9:30

２ 13:00 男子 共 通 砲　丸　投 決 勝 12:20 12:30

順 予準決
跳
躍 １ 11:00 女子 共 通 棒　高　跳 9:50 10:00

第２日目　　８月　７日（土）

競技開始 競 技 種 目 備 考 招集開始招集完了
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競　技　日　程〔　公　開　競　技　〕
第２日目　　８月　７日（土）

競技開始 競 技 種 目 備 考 招集開始招集完了

現地招集



競技注意事項 
 

１．競技規則について 

本大会は、２０２１年（財）日本陸上競技連盟競技規則、並びに本大会申し合わせ事項よって行う。 

 

２．競技者の招集について 

（１）招集場所は雨天練習場に設置する。招集時刻は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３０分前 競技開始２０分前 

フィールド競技 競技開始４０分前 競技開始３０分前 

棒高跳 競技開始７０分前 競技開始６０分前 

（２）招集の手順 

     ①競技者は招集完了時刻までに招集所に集合し点呼を受ける。その際、アスリートビブス・シューズ・衣類およ 

      び競技場内への持ち込み物品等の確認を受けた後、係員の誘導に従って入場する。 

    ②個人種目とリレーに出場し、競技時間や招集時間が重なっている場合は、あらかじめ本人が文書（競技者係備 

え付け）を添えて申し出たうえで、招集は代理人により行う。 

   ③四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：（２）の①に従って、点呼を受ける。 

    ＊フィールド種目：招集開始時刻に招集所に集合し、混成競技係による点呼を受ける。 

     ④リレーの招集は、予選・決勝ともに４人そろって点呼を受けること。ただし、個人種目と重なるため、点呼が 

受けられない場合は、（２）②に従い点呼を受ける。 

     ⑤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各府県の監督がその旨を競技者係に申し出る。 

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

   ⑥競技者が、同時にリレー競技とフィールド競技に出場している場合には、審判長は１ラウンドに一度、走高跳 

および棒高跳では各試技に一度、競技会に先立って決めた順序によらないで、その試技を許すことができる。 

                           〔TR4.3〕 

   ⑦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。 

 

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）（着順ではなく）時間を元にしてTR20.3.2によるランキングの順位が同じな場合は、写真判定員主任は０．００ 

１秒の実時間を考慮しなければならない。それでも同じであれば同成績とし、ランキングの順位を決める抽選を 

行う。                                           〔TR21.2〕 

（３）TR21.1を適用しても、着順による最後の１枠を決めるにあたり同成績がいる場合、空きレーンがあるか、走る場

所がある（８００ｍ競走でレーンに複数割り当てる場合を含む）のであれば、同成績者は次のラウンドに進める

ようにするべきである。不可能なら、次ラウンドへの進出者は抽選により決める。              〔TR.21.3〕 

（４）競技者は最終の用意の姿勢をとった後、信号器の発射音を聞くまでスタートを開始してはならない。競技者が少

しでも早く動作を開始したとスターターが判断したときは不正スタートとなる。                〔TR16.7〕 

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

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

   失格となる。                                               〔TR16.8〕 

（６）リレー競技においては、チームの出場者は同一のユニフォームを着用する。               〔TR5.1（国内）〕 

（７）リレー競技を行う場合、最大50㎜×400㎜で他の恒久的なマーキングと混同しないようなはっきりとした色の 

粘着テープをマーカーとして１カ所、自らのレーン内に貼ることが許される。           〔TR24.4〕 

（８）リレー・チームの編成は、各ラウンドの第１組目の招集完了時刻の１時間前（その時間までに競技者が招集所に

いなければならない時刻）までに、正式に申告（中央ロビーリレー係）に申告しなければならない。〔TR.24.11〕 

（９）リレー・チームのメンバーは、どのラウンドにおいてもその競技会のリレー競技または他の種目に申し込んでい

る競技者であれば出場することができる。ただし、どのラウンドにおいても出場するメンバーのうち少なくとも

２人は当該リレー種目に申し込んだ競技者でなければならない。             〔TR.24.10(国内)〕 

（10）低学年リレーの走順は、２年 → １年 → １年 → ２年とする。 

（11）スタンドからの助言については、競技運営ならびに他の競技者の妨げにならない範囲で認めるものとする。ただ

し、ビデオ装置・レコーダー・ラジオ・ＣＤプレーヤー・トランシーバーや携帯電話もしくはそれらに類似した 

機器を競技区域内で所持または使用すること。文書をもって連絡することや、当該競技場所を勝手に離れること

はできない。                                              〔TR6.3.2〕 



（12）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。 

（13）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。 

（14）助走路が使われるフィールド競技では走高跳を除いて、マーカーは助走路の外側に置かなければならない。競技

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

することができる。マーカーが準備されない場合、粘着テープを使用することができる。    〔TR25.3.1〕 

（15）サークルから行う投てき競技では、マーカーを１個だけ使用することができる。                〔TR25.3.2〕 

（16）選手の変更については、申し込み以降大会当日までに不測の事情により出場が不可能になった選手が出た場合、 

その旨を委員長会議（当日の監督会議３０分前）で承認後、監督会議で了承を得ることを原則とする。それ以 

降の突発的事故等が発生した場合は、緊急委員長会議で承認することがある。 

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

跳躍競技の競技者は、背または胸につけるだけでもよい。アスリートビブス（ビブス）は通常はプログラムに記

載のものと同じ番号でなければならない。アスリートビブス（腰）は招集時に受け取り、ランニングパンツ右側

上部やや後方に貼りつけること。                                          〔TR5.7〕 

（18）走高跳・棒高跳におけるバーの上げ方について 

種  目 性 別 練習 競    技 

走 高 跳 

男 子 
1m60 

 

1m75 
1m65 ～ 1m85   5㎝ ずつ  1m85以上  3㎝ ずつ 

女 子 
1m35 

 

1m50 
1m40 ～ 1m50   5㎝ ずつ  1m50以上  3㎝ ずつ 

棒 高 跳 男 子 
3m00 

 

3m60 
3m20 ～ 3m60  20㎝ ずつ  3m60以上 10㎝ ずつ 

四種競技 

（走高跳） 

男 子 
1m40 

 

1m60 

1m45 ～ 1m75   5㎝ ずつ  1m75以上  3㎝ ずつ 

1m65 ～ 1m75  5㎝ ずつ  1m75以上  3㎝ ずつ 

女 子 
1m15 

 

1m35 

1m20 ～ 1m40   5㎝ ずつ  1m40以上  3㎝ ずつ 

1m40以上       3㎝ ずつ 

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

②ジャンプオフは当該競技者が最後に越えた高さのTR26.1によって上げた次の高さから始まる。バーの上げ下 

げの幅は走高跳は2㎝、棒高跳は５㎝とする。                      〔TR26.3.4〕 

 

４．ＴＲ５：競技靴について 

日本中体連陸上競技部に従うこと。（令和３年５月１８日 シューズ規則について再確認を参照） 

    ※リストにあっても実測を優先とし、フィールドシューズについては適用を除外する。 

 

５．抗議について 

抗議はＴＲ８に従って、各府県の監督を通じて行うこと。 

 

６．競技用具について 

（１）棒高跳用ポール以外の競技用具は、競技場備え付けのものを使用する。 

（２）練習用としても個人の用器具を競技場内外に持ち込んではならない。ただし、棒高跳用ポールに限り個人のもの 

   を使用することができる。個人所有のポールは、競技開始前にピットにおいて競技役員の検査を受け、合格した 

   もののみ許可する。 

 

７．リザルトについて 

（１）結果については掲示を行わない。通告、電光掲示、アスリートランキングでの発表とする。 

（２）次ラウンド（四種競技含む）のスタートリストは雨天練習場に掲示する。 

 

８．表彰について 

（１）個人種目・リレーの表彰は、感染対策のためおこなわない。各種目３位までの賞状は、中央ロビーの表彰係まで

各自で取りに来ること。ただし、各府県「男女別」・「男女総合」、各学校「男女別対抗」、最優秀選手については

表彰式を実施する。 

（２）入賞者の得点は、１位８点、２位７点 ～ ７位２点、８位１点とする。 

 



９．練習について 

（１）練習の時間帯は下記の通りとし、許可された時間帯以外は認めない。 

 本 競 技 場 補 助 競 技 場 投 て き 練 習 場 

メディシンボールのみ ミニハードル・ラダー・ゴムチューブ等の使用は禁止 

８月５日（木） １３：００～１６：００ １３：００～１６：００ １３：００～１６：００ 

６日（金） ７：３０～ ９：００ ７：３０～１６：００ ７：３０～１３：１０ 

７日（土） ７：３０～ ９：００ ７：３０～１６：００ ７：３０～１２：２０ 

（２）本競技場、補助競技場を含め競技場備え付けの用具（ポール、バトンは除く）を使用すること。 

（３）本競技場での練習について 

５日（木）はトラック・跳躍種目とする。なお、投てき種目はサークル練習のみ（投げ練習は不可）とする。 

６日（金）、７日（土）はハードル種目出場者（混成競技を含む）のハードル練習のみとする。 

※２～５レーン：１１０ｍH  ６～９レーン：１００ｍＨ 

（４）投てき練習場（補助競技場横）において、上記の時間帯に限りメディシンボールのみを用いてのウォーミング 

アップを認める。投てき練習場以外でのメディシンボールの使用は一切禁止する。 

（５）本競技場と補助競技場の芝生内への立入は禁止する。 

（６）ミニハードル、ラダー、ゴムチューブ等を使用しての練習は、競技場内外（補助競技場含む）を問わず禁止する。 

（７）各練習会場での練習は、事前に注意事項を遵守するとともに、必ず競技役員の指示に従うこと。 

 

10．商標について〔競技場内における広告・展示物等の規則について〕 

  競技場内に商標名のついた衣類・バッグなどを持ち込む場合、以下の規定を守ること。 

（１）衣類等の規則（製造会社名/ロゴ等） 

   学校名／ロゴ     ・上衣は前後に１つずつ。下衣は１つのみとし、大きさは問わない。 

   スポンサー名／ロゴ  ・上下１つずつで場所は問わない。上下全く同一のものでなければならない。 

40 cm²、高さ5cm 

              ・学校名単体は不可 

   製造会社名／ロゴ   ・上下１つずつ、場所は問わない。40 cm²、高さ5cm 

（２）衣類以外の規則（製造会社名/ロゴ等） 

ソックス・帽子・手袋(対になっているものはそれぞれに１つずつ) 

・製造会社名/ロゴ １個 “１個”最大６cm²まで（高さ３cm） 

メガネ・サングラス 

・製造会社名/ロゴ ２個 “１個”最大６cm²まで（高さ３cm） 

バッグ・タオル（ブランケット含む） 

①製造会社名/ロゴ １個 “１個”最大40cm²まで（高さ５cm） 

②競技者スポンサー名/ロゴ ２個 “１個”最大40cm²まで（高さ５cm） 

③競技者名/競技者個人のソーシャルメディアのハッシュタグ 

 

11．その他 

（１）本競技場の開門は２日間とも７時３０分とする。 

（２）本競技場について 

①競技場の内外を問わず、テントやタープの設置やシートの使用は禁止する。 

②各府県待機場所は個人として使用し、通行の妨げにならないように十分注意すること。 

③横断幕は指定されたサイド・バックスタンド中段手すり部分とし、ひも等でくくりつけたものに限り許可する。 

 ※通路を塞ぐことのないように十分注意すること。 

④のぼりの設置は禁止する。 

⑤ゴミは各自で持ち帰ること。 

（３）記録証の交付を希望する者は、中央ロビー記録証受付係まで申し出ること。（有料 一部 ５００円） 

（４）感染防止に配慮し、声を出しての応援（ラップタイムの読み上げを含む）、集団での応援は禁止する。 

（５）感染防止のため更衣室の利用は短時間（５分程度）とし、シャワーの利用は禁止する。 

（６）補助競技場内での日傘の使用は安全確保の観点から禁止する。 

（７）本部前の通行は一切禁止する。フィニッシュした選手がスタート地点に戻る場合、サイドスタンド～バックスタ 

ンド下ダグアウトを利用すること。また、通行禁止や使用禁止の表示のある場合は、厳守すること。 

（８）貴重品、衣類等は各自で管理し、盗難等に充分に注意すること。 

（９）不審者や不審な行為をみつけた場合は、すみやかに近くの競技役員に連絡すること。 



１０ 陸上競技 

 

１ 日  時  令和３年８月６日（金）７日（土） 

                   第１日目 ６日（金）開 会 式 中    止 

競技開始 １０時００分 

          第２日目 ７日（土）競技開始 １０時００分 

                    閉 会 式 １５時４５分 

                     

２ 会  場  神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 

                    神戸市須磨区緑台  TEL 078-793-6150 

                    神戸市営地下鉄「総合運動公園」駅下車 東側徒歩５分 

 

３ 参加規定 （１）各府県１種目３名以内 一校２名以内 

       （２）１人１種目 （リレーは除く） 

       （３）リレーは学校単位で、同一種目１校１チーム。各府県３チーム以内とする。 

              （４）リレーは「共通 4×100ｍ」と「低学年 4×100ｍ」の両種目には出場できない。 

       （５）学年種目は、当該学年の生徒に限る。 

       （６）共通種目は、全学年の生徒が出場出来る。 

 

４ 競技規定 （１）２０２１年度(財)日本陸上競技連盟競技規則、並びに大会の申し合わせ事項によ 

          って行う。     

               (２) 各府県「男女別」・「男女総合」、各学校「男女別対抗」とする。 

 

５ 競技種目 （１）男子の部（１９種目） 

           １年生……１００ｍ、１５００ｍ 

           ２年生……１００ｍ 

           ３年生……１００ｍ 

           共 通……２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、３０００ｍ、 

                １１０ｍＨ、４×１００ｍＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、                 

砲丸投、円盤投、四種競技 

           １・２年生……低学年４×１００ｍＲ（２年－１年－１年－２年の順） 

       （２）女子の部（１５種目） 

           １年生……１００ｍ、８００ｍ 

           ２年生……１００ｍ 

           ３年生……１００ｍ 

           共 通……２００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、１００ｍＨ、４×１００ｍＲ、 

                走高跳、走幅跳、砲丸投、円盤投、四種競技 

                      １・２年生……低学年４×１００ｍＲ（２年－１年－１年－２年の順） 

 

６ 競技日程 （１）第１日目 

         男子 ３年１００ｍ、共２００ｍ、共４００ｍ、共１１０ｍＨ、１年１５００ｍ 

            低学年４×１００ｍＲ、共棒高跳、共走幅跳、共円盤投、共四種競技 

         女子 ３年１００ｍ、共２００ｍ、共８００ｍ、低学年４×１００ｍＲ 

            共走幅跳、共円盤投、共四種競技   



              （２）第２日目                                                              

                男子 １年１００ｍ、２年１００ｍ、共８００ｍ、共１５００ｍ、共３０００ｍ 

                   共４×１００ｍＲ、共走高跳、共三段跳、 共砲丸投 

                女子 １年１００ｍ、１年８００ｍ、２年１００ｍ、共１００ｍＨ、共１５００ｍ、 

            共４×１００ｍＲ、共走高跳、共砲丸投 

                  

７ 申し込み （１）各府県予選会が終了したら、別途に定める申し込み要項にそって、期日に遅れな 

          いように申し込むこと。 

       （２）出場各選手については、参加条件及び個人情報取り扱い規定（別途記載）を 

          各保護者及び学校長に提示し、その承諾書をプロ編会議時に各府県委員長がまと            

めて提出すること。 

       （３）プログラム編成会議は８月２日（月）に行う。（詳細別途通知） 

 

８ 注意事項 （１）各府県のナンバーカードは次のように定める。 

          〔男子は黒字、女子は赤字〕      

                      大 阪・・・１０１～１９９   兵 庫・・・２０１～２９９ 

           和歌山・・・３０１～３９９   奈 良・・・４０１～４９９ 

京 都・・・５０１～５９９   滋 賀・・・６０１～６９９ 

       （２）監督会議は、両日とも競技開始１時間前に行うが、それに先立ち 委員長会議 

           を監督会議３０分前に本部席で行う。 

              （３）競技に関しての申し合わせ事項及び競技時間についての詳細は別途に定める。  

 

９ そ の 他     （１）大会実施要項細則は別に定める。 

              （２）大会期間中の傷病については、応急処置のみ行う。それ以降の責任は負わない。 

参加者は、保険証を持参することが望ましい。また、日本スポーツ振興センター法

の定めを適応する。 

 

10 連 絡 先  姫路市立山陽中学校  三木 慎也 

               〒670-0966 姫路市延末１０３－１ 

               TEL 079-297-1610  FAX 079-295-9652 

 



日付 種目

橋詰　竜輝(3) w21.86 (+2.1) 上治　大琉(3) w22.25 (+2.1) 内田　大翔(3) w22.33 (+2.1) マルティネス　ボイド(3) w22.42 (+2.1) 鍋島　航太朗(3) w22.50 (+2.1) 村島　優太(3) w22.53 (+2.1) 佐々木　一朗(3) w22.58 (+2.1) 末武　勇樹(3) w22.87 (+2.1)

加美・兵庫 豊岡南・兵庫 縄手・大阪 河合第二・奈良 双葉・滋賀 咲くやこの花・大阪 港島学園・兵庫 高槻六・大阪

中村　玲皇(3) 50.90 辻本　滉貴(3) 51.02 岡橋　虎之介(3) 51.70 溝口　遼太(3) 52.21 吉本　龍誠(3) 52.34 重村　波也斗(3) 53.03 森口　匠真(3) 53.24 中村　健心(2) 53.29

山城・京都 高砂宝殿・兵庫 田原本・奈良 篠山・兵庫 茨田・大阪 杉・大阪 栗東西・滋賀 田原本北・奈良

落合　晃(3) 1:57.61 渡辺　敦紀(2) 1:59.11 山本　聖琉(3) 2:00.70 加藤　悠成(3) 2:01.68 林　頼武(3) 2:04.36 柳原　伶勇(3) 2:04.92 菅原　爽(3) 2:06.25 中井　大地(3) 2:06.35

今津・滋賀 岩出第二・和歌山 吉野・奈良 田尻・大阪 明和・和歌山 神戸井吹台・兵庫 仰木・滋賀 豊岡出石・兵庫

植田　圭祐(3) 4:11.90 和田　拓真(3) 4:13.20 中尾　光希(3) 4:15.45 谷口　僚哉(2) 4:15.61 衣川　勇太(3) 4:15.95 今村　旺祐(2) 4:17.53 上田　悠輔(3) 4:17.95 藤田　孔己(3) 4:19.01

大住・京都 白橿・奈良 神戸大池・兵庫 打田・和歌山 和田山・兵庫 洛西・京都 佐野・大阪 日吉・滋賀

安東　海音(3) 9:00.84 村岡　大雅(3) 9:01.87 橋本　颯人(3) 9:02.93 工藤　羽流(3) 9:09.82 長谷川　大翔(3) 9:10.63 田中　颯眞(3) 9:17.59 福居　京弥(3) 9:19.12 太田　煌(3) 9:22.15

西脇・和歌山 飾磨西・兵庫 大住・京都 桂・京都 陵南・兵庫 高砂宝殿・兵庫 大成・和歌山 高雄・和歌山

足立　英士(3) w14.04 (+2.3) 曽山　夏緒(3) w14.35 (+2.3) 原　悠也(3) w14.35 (+2.3) 前園　幸伸(3) w14.39 (+2.3) 川﨑　麗亜(3) w14.69 (+2.3) 石本　澄空(3) w14.85 (+2.3) 村山　和駿(3) w15.00 (+2.3)

神河・兵庫 誉田・大阪 舞子・兵庫 龍華・大阪 高積・和歌山 樫原・京都 富雄南・奈良

咲くやこの花・大阪 43.03 加古川・兵庫 43.10 姫路灘・兵庫 43.47 日吉・滋賀 43.48 西宮塩瀬・兵庫 43.55 長浜西・滋賀 43.90 亀岡・京都 44.10 龍華・大阪 44.33
勝山　幹太(3) 坂本　誠人(3) 山﨑　大馳(2) 山本　悠一郎(2) 吉邑　一希(2) 宮川　善貴(3) 増田　雄一郎(3) 奥野　慶希(3)
村島　優太(3) 松下　歩(3) 村瀬　翔汰(2) 伊藤　大翔(2) 年綱　晃広(3) 本庄　喬貴(3) 坂本　新ノ助(3) 前園　幸伸(3)
中瀬　太一(3) 原科　歩季(3) 林　剛也(3) 奥田　将生(3) 森山　空翔(3) 手﨑　真志(3) 藤本　昌大(3) 渋谷　佑介(3)
北村　逞(3) 納庄　青空(3) 田中　峻雅(3) 古田　凌也(3) 工藤　弘成(2) 松居　慶眞(3) 水田　優貴(3) 中田　圭祐(3)
山代　壱意(3) 1.94 片山　怜弦(3) 1.85 上田　優空(3) 1.85 神崎　隼人(3) 1.80 佐藤　拓眞(3) 1.75 三浦　颯斗(3) 1.75 井本　蒼一朗(3) 1.75 高嶋　快(3) 1.70

上京・京都 東淀・大阪 田原本北・奈良 西脇・兵庫 修学院・京都 三郷・奈良 大宮・京都 無効試技数による 日野・滋賀

手﨑　真志(3) 1.70

長浜西・滋賀

前中　颯斗(3) 4.20 田中　悠貴(3) 4.00 長野　董也(3) 3.90 杉本　惺昭(2) 3.80 中村　響大(3) 3.80 田中　聖士(3) 3.60 渡辺　空(3) 3.40 井手　涼太(3) 3.20

近大和・和歌山 池田・大阪 田原本北・奈良 上野・兵庫 洛北・京都 無効試技数による 池田・大阪 東我孫子・大阪 西京附属・京都

市岡　将護(3) 3.20

園田・兵庫

藤本　涼哉(3) w6.77 (+3.3) 松田　竜弥(3) w6.75 (+4.1) 岡西　璃輝(3) 6.64 (+1.9) 西川　大貴(3) w6.64 (+3.0) 大川　陸(3) 6.59 (+1.9) 森　明徳(3) w6.58 (+2.5) 長谷川　侑輝(3) w6.56 (+2.8) 門脇　功成(3) w6.38 (+3.8)

北条・兵庫 彩都西・大阪 王寺南・奈良 栗東西・滋賀 セカンド記録による 高槻十・大阪 郡山・奈良 香美香住一・兵庫 神戸本山・兵庫

西村　快斗(3) 13.12 (+1.0) 小山　海(3) 13.10 (+1.1) 橋田　吏丘(3) 13.00 (+1.7) 木曽尾　光星(3) 12.78 (+1.4) 中村　知毅(3) 12.78 (+1.0) 井原　碧葉(2) w12.72 (+2.1) 小林　奏斗(3) 12.59 (+1.9) 渡邉　奏良(3) w12.59 (+2.6)

旭東・大阪 榛原・奈良 河南・大阪 加茂川・京都 咲くやこの花・大阪 セカンド記録による 二見・兵庫 日野・滋賀 神戸友が丘・兵庫 セカンド記録による

永江　翔太朗(3) 14.29 大野　和晴(3) 13.65 鎌塚　一真(3) 13.31 村上　翔太(3) 13.25 長谷川　雄琉(3) 13.09 遠藤　玲於奈(3) 12.59 吉田　翔維(3) 12.46 上阪　仁(3) 12.46

大成・和歌山 墨江丘・大阪 郡山南・奈良 今市・大阪 上野芝・大阪 高司・兵庫 都祁・奈良 天理西・奈良 セカンド記録による

高瀬　蒼太(3) 39.97 波部　拓真(3) 35.95 西岡　大地(3) 35.73 大住　槙月(3) 35.04 仮屋薗　漣(3) 34.59 中谷　澪音(3) 33.92 土田　大雅(3) 32.87 小杉　春陽(3) 32.30

明石大蔵・兵庫 下京・京都 八木・奈良 上牧・奈良 梅津・京都 播磨・兵庫 河南・滋賀 西淀・大阪

四種競技 池田　健人(3) w2731 三澤　堅心(3) 2456 小林　勇惺(3) w2422 樹　壮真(3) 2263 吉田　健太郎(3) 2258 三宅　雄大(3) w2245 檜垣　禮人(3) w2242 清水　獅王(2) 2196

北豊島・大阪 二見・兵庫 播磨・兵庫 三稜・大阪 富雄南・奈良 木津二・京都 上ケ原・兵庫 洛南・京都

8月6日 110mH w14.91 (+2.1) 14.94 (+1.7) w15.43 (+3.0) 16.06 (+1.7) 16.71 (+1.7) w15.68 (+3.0) w15.77 (+2.1) 16.22 (+1.7)

8月6日 砲丸投 12.56 10.40 10.92 10.41 11.42 10.13 9.23 11.07

8月6日 走高跳 1.75 1.65 1.70 1.55 1.65 1.65 1.55 1.55

8月6日 400m 53.85 55.34 56.52 54.95 56.81 58.12 54.55 57.24

矢田　篤志(1) w11.48 (+3.1) 安髙　琉乃介(1) w11.56 (+3.1) 西村　源斗(1) w11.63 (+3.1) 高垣　光汰(1) w11.72 (+3.1) 濵野　翔太(1) w11.78 (+3.1) 瀧本　瑛太(1) w11.80 (+3.1) 寸田　蓮人(1) w12.01 (+3.1) 石橋　昂典(1) w12.07 (+3.1)

吹田一・大阪 山科・京都 豊岡南・兵庫 光洋・和歌山 洲本由良・兵庫 松洋・和歌山 詳徳・京都 夕陽丘・大阪

佐藤　広崇(1) 4:22.65 足立　昌汰(1) 4:24.76 梅田　大陸(1) 4:29.89 加嶋　響(1) 4:32.03 田中　悠大(1) 4:32.05 谷田　颯太朗(1) 4:32.65 福島　和(1) 4:35.16 宮﨑　空(1) 4:36.49

浪商・大阪 姫路増位・兵庫 神戸大原・兵庫 桂・京都 岩出第二・和歌山 神戸有野北・兵庫 桂・京都 平田・大阪

戸田　雄心(2) w11.17 (+2.3) 伊藤　大翔(2) w11.26 (+2.3) 玉井　直太朗(2) w11.35 (+2.3) 萩原　慧(2) w11.37 (+2.3) 三橋　佑輝(2) w11.39 (+2.3) 丸井　蒼空(2) w11.50 (+2.3) 村瀬　翔汰(2) w11.53 (+2.3) 中島　悠太(2) w11.63 (+2.3)

門真三・大阪 日吉・滋賀 新東淀・大阪 姫路朝日・兵庫 金剛・大阪 高司・兵庫 姫路灘・兵庫 白鳳・奈良

年綱　晃広(3) 10.61 (+1.4) 村松　悦基(3) 10.97 (+1.4) 川﨑　雄介(3) 11.03 (+1.4) 森木　幹太(3) 11.04 (+1.4) 山本　浩千(3) 11.09 (+1.4) 前岡　一紳(3) 11.13 (+1.4) 土城　隼磨(3) 11.18 (+1.4) 竹田　怜央(3) 11.20 (+1.4)

西宮塩瀬・兵庫 AJH-GR 養精・大阪 山陽・兵庫 神戸玉津・兵庫 福泉・大阪 葛・奈良 水口・滋賀 近大和・和歌山

詳徳・京都 46.52 洲本青雲・兵庫 47.25 咲くやこの花・大阪 47.39 守山南・滋賀 47.44 吹田一・大阪 47.55 白鳳・奈良 47.64 山田・大阪 47.79 八幡・滋賀 48.59

木曽　颯人(2) 松尾　大桜(2) 奥田　怜哉(2) 西本　大宙(2) 﨑山　祐一(2) 増田　謙真(2) 中村　湊(2) 藤田　龍信(2)

寸田　蓮人(1) 松尾　奏楽(1) 元山　隆生(1) 清水　隆希(1) 矢田　篤志(1) 浦野　陽(1) 西田　準平(1) 海老名　寛生(1)

野瀬　大翼(1) 中山　煌大(1) 大平　恵馳(1) 吉村　莞太(1) 村上　正宗(1) 梶本　翔太(1) 中村　健人(1) 萬野　弥凪(1)

長尾　琥汰朗(2) 横山　歩磨(2) 岡部　陽(2) 浅田　皐吉(2) 横山　慶典(2) 中島　悠太(2) 喜多　士穏(2) 髙森　遥斗(2)

咲くやこの花・大阪 大住・京都 豊岡南・兵庫 日吉・滋賀 田原本北・奈良 吹田一・大阪 12点 桂・京都

21点 14点 13点 13点 上位得点による 13点 西宮塩瀬・兵庫 12点 上位得点による 12点

兵庫 204.5点 大阪 182点 京都 97.5点 奈良 89点 和歌山 60点 滋賀 50点

兵庫 353.5点 大阪 349点 京都 176.5点 奈良 173点 滋賀 88点 和歌山 83点

学校対抗得点男子

府県対抗得点男子

府県対抗得点男女

第７０回近畿中学校総合体育大会 審判長

3年男子 8月6日 100m

低学年男子 8月6日 4x100mR

8月6日 1500m

2年男子 8月7日 100m

1年男子 8月7日 100m

8月7日 三段跳

8月7日 砲丸投

8月7日 3000m

8月6日 110mH

8月7日 800m

8月7日 1500m

7位 8位

共通男子 8月6日 200m

8月6日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

混成：田邉　幸広　スターター：乾　寿紀

主催団体名 近畿中学校総合体育連盟、近畿各府県教育委員会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2021/08/06～07 トラック：六角光昭　フィールド：田邉　幸広

競技場名 神戸ユニバー記念競技場

8月7日 4x100mR

8月6日 棒高跳

8月6日 走幅跳

8月7日 走高跳

8月6日 円盤投



第７０回近畿中学校総合体育大会 審判長
混成：田邉　幸広　スターター：乾　寿紀

主催団体名 近畿中学校総合体育連盟、近畿各府県教育委員会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2021/08/06～07 トラック：六角光昭　フィールド：田邉　幸広

競技場名 神戸ユニバー記念競技場

         
日付 種目

島田　幸羽(3) 24.69 (+0.3) 福原　絢音(3) 26.04 (+0.3) 津本　瑛夏(2) 26.20 (+0.3) 和田　望(3) 26.34 (+0.3) 上川　紗季(3) 26.42 (+0.3) 大西　陽愛(3) 26.53 (+0.3) 越水　彩羽(2) 26.55 (+0.3) 小谷　安優(3) 26.94 (+0.3)

咲くやこの花・大阪 GR 清風南海・大阪 南郷・滋賀 豊岡南・兵庫 西宮山口・兵庫 吉野・奈良 豊中十五・大阪 春日丘・京都

久保　凛(2) 2:14.16 中村　瑚子(2) 2:15.24 澤田　いろは(3) 2:16.56 荒井　杏月(3) 2:18.37 仁賀　あかり(2) 2:19.54 大川　菜々美(2) 2:24.48 山本　朱実令(3) 2:24.83 仲尾　美吹(2) 2:25.56

潮岬・和歌山 向島秀蓮・京都 梅津・京都 伊丹荒牧・兵庫 富雄南・奈良 和大附属・和歌山 新堂・滋賀 畝傍・奈良

吉川　菜緒(2) 4:34.85 森谷　心美(3) 4:35.52 山田　祐実(3) 4:39.94 池野　絵莉(2) 4:41.63 川上　春歩(3) 4:44.84 佐藤　ゆあ(3) 4:45.95 河村　璃央(2) 4:46.00 楠本　七瀬(3) 4:46.87

稲美・兵庫 立命館守山・滋賀 加茂川・京都 神戸太山寺・兵庫 京都御池・京都 桂・京都 東百舌鳥・大阪 高雄・和歌山

岸本　礼菜(3) w13.80 (+3.3) 妹尾　千里(3) w14.03 (+3.3) 小西　沙英(3) w14.16 (+3.3) 楠　奈那(3) w14.45 (+3.3) 木村　真子(2) w14.81 (+3.3) 竹内　紅葉(3) w14.87 (+3.3) 松山　愛梨(3) w14.90 (+3.3) 林　花鈴(3) w14.95 (+3.3)

咲くやこの花・大阪 豊中十五・大阪 晴美台・大阪 高穂・滋賀 片塩・奈良 神河・兵庫 斑鳩・奈良 神戸本多聞・兵庫
咲くやこの花・大阪 48.32 豊中十五・大阪 49.67 和田山・兵庫 49.87 京都光華・京都 50.03 陵南・兵庫 50.13 養精・大阪 50.65 上ケ原・兵庫 51.11 式下・奈良 52.14

岸本　礼菜(3) 佐野　瑚子(2) 橋本　梨菜(3) 緒方　萌花(2) 永山　未希(2) 室　七菜子(2) 黒瀨　友希乃(3) 田原　美優(2)

島田　幸羽(3) 藤本　実来(3) 和田　日向(3) 今井　凛々心(2) 寺北　ここめ(2) 長島　若菜(3) 宮崎　凛(3) 吉田　小晏(3)

上村　凛子(3) 越水　彩羽(2) 松村　あかり(3) 細江　夏和(2) 南條　姫菜(3) 奥野　葵(3) 坂田　芽彩(2) 梅本　有利(2)

今岡　澄香(3) 妹尾　千里(3) 中尾　巴映(3) 長鴫　海凪(3) 平野　美紀(2) 逆瀬川　萌愛(2) 清永　英杏(3) 播田　七虹(2)

高田　知佳(3) 1.65 日夏　愛恵(3) 1.62 野田　瑚羽(3) 1.62 長谷川　佳凜(3) 1.59 藤田　季恵(3) 1.56 戸田　向日葵(3) 1.53 斎藤　水晶(3) 1.53 松田　りんどう(3) 1.50

吹田一・大阪 上・奈良 神戸鷹匠・兵庫 無効試技数による 宝梅・兵庫 朝桜・滋賀 神戸平野・兵庫 豊中十六・大阪 無効試技数による 松尾・京都

池﨑　愛菜(3) 5.61 (+0.9) 山田　碧美(3) 5.46 (+0.1) 山﨑　りりや(3) 5.45 (+1.9) 山西　真由(3) w5.40 (+4.0) 高原　侑楽(3) w5.37 (+2.6) 西村　百夏(3) w5.27 (+2.3) 芦田　真由(3) 5.23 (+0.4) 遠藤　鈴奏(3) w5.20 (+2.5)

式下・奈良 洛北・京都 洲本五色・兵庫 紀見北・和歌山 咲くやこの花・大阪 明富・滋賀 御影・兵庫 東輝・京都

山口　嘉夢(3) 15.16 坂　ちはる(3) 14.72 野本　菜々(3) 13.62 大黒　恋華(3) 13.12 矢野　結衣(3) 13.08 原田　詩音(2) 12.95 松元　花(3) 11.95 長谷川　有(2) 11.61

墨江丘・大阪 富田林二・大阪 大住・京都 金岡南・大阪 畝傍・奈良 京都光華・京都 洛南・京都 志方・兵庫

小田　愛央(2) 30.15 橋本　葵(3) 29.37 鳳﨑　葵(3) 29.21 田中　美彩妃(2) 28.64 水杉　早李(3) 27.74 北原　夢來(3) 27.50 丸山　澪(3) 27.44 石川　美優(3) 26.82

御杖・奈良 王寺・奈良 洛南・京都 金岡南・大阪 高倉・大阪 姫路灘・兵庫 亀岡・京都 富雄南・奈良

四種競技 福村　和海(3) 2773 ドロバット　さほ(3) 2730 井上　凪紗(2) w2632 松本　葉音(3) 2591 諸木　陽菜紗(2) w2536 宮内　綾花(2) 2535 クリブ　マイサ(3) w2533 松田　結菜(3) 2456

月州・大阪 播磨南・兵庫 神戸北神戸・兵庫 洛北・京都 県立守山・滋賀 福崎西・兵庫 咲くやこの花・大阪 桜井西・奈良

8月6日 100mH 15.32 (-1.2) 15.58 (-1.2) w14.98 (+2.1) 15.39 (+1.3) w15.22 (+2.1) 14.77 (+1.3) w15.48 (+2.1) 15.92 (-1.2)

8月6日 走高跳 1.46 1.46 1.58 1.49 1.46 1.43 1.52 1.58

8月6日 砲丸投 11.08 12.70 7.29 9.76 9.53 8.84 9.12 8.11

8月6日 200m w26.01 (+2.2) w27.40 (+2.2) w26.88 (+2.2) w27.43 (+2.2) w27.79 (+2.2) 27.57 (+1.1) w27.91 (+2.2) 28.22 (+1.1)

中岡　心愛(1) 12.76 (+2.0) 山野　麻緒(1) 12.81 (+2.0) 伊藤　紗英(1) 13.02 (+2.0) 光元　友梨(1) 13.18 (+2.0) 久世　菜月(1) 13.19 (+2.0) 橋本　みやび(1) 13.22 (+2.0) 橋本　侑奈(1) 13.25 (+2.0) 村上　蒼彩(1) 13.29 (+2.0)

片塩・奈良 加古川両荘・兵庫 明石大久保・兵庫 東海大仰星・大阪 咲くやこの花・大阪 近大和・和歌山 上牧・奈良 木津二・京都

稲岡　咲羽(1) 2:23.11 尾﨑　一樺(1) 2:23.43 吉住　彩乃(1) 2:23.81 藤田　莉沙(1) 2:24.23 森本　杏(1) 2:25.16 篠原　千怜(1) 2:25.57 田村　実彩(1) 2:26.97 堤　円花(1) 2:30.27

荒井・兵庫 八木・奈良 寝屋川六・大阪 赤穂西・兵庫 畝傍・奈良 桂・京都 香芝北・奈良 飾磨西・兵庫

大久保　碧(2) 12.53 (+0.5) 大野　心愛(2) 12.73 (+0.5) 大前　陽菜乃(2) 12.78 (+0.5) 平野　美紀(2) 12.84 (+0.5) 小谷　菜々(2) 12.95 (+0.5) 竹田　奏(2) 12.98 (+0.5) 松本　彩生(2) 13.00 (+0.5) 谷　優杏(2) 13.02 (+0.5)

大阪女学院・大阪 咲くやこの花・大阪 佐井寺・大阪 陵南・兵庫 志賀・滋賀 大江・京都 桐蔭・和歌山 向洋・兵庫

仲埜　心葉(3) w12.16 (+2.7) 長鴫　海凪(3) w12.28 (+2.7) 河野　桃々(3) w12.45 (+2.7) 小林　侑加(3) w12.50 (+2.7) 今岡　澄香(3) w12.53 (+2.7) 中尾　巴映(3) w12.53 (+2.7) 山﨑　日陽(3) w12.59 (+2.7) 井関　梨乃(3) w12.71 (+2.7)

関西学院・兵庫 京都光華・京都 蒲生・大阪 神戸長坂・兵庫 咲くやこの花・大阪 和田山・兵庫 着差あり 広陵・奈良 生駒・奈良

咲くやこの花・大阪 50.36 片塩・奈良 52.28 西宮甲陵・兵庫 52.62 加古川氷丘・兵庫 52.64 ゆりのき台・兵庫 52.78 立命館守山・滋賀 52.90 登美丘・大阪 53.03 吉備・和歌山 53.41

増田　彩乃(2)  =GR 木村　真子(2) 大矢根　理紗(2) 権藤　百合子(2) 井出　朱華(2) 前山　実歩(2) 鐵本　葵(2) 藪野　楓(2)

門野　紗瑛(1) 島　穂那美(1) 桑原　菫花(1) 谷河　梢(1) 小林　流歌(1) 小守　玲愛(1) 菅原　咲希(1) 米田　恋苺(1)

久世　菜月(1) 中岡　心愛(1) 佐藤　絢音(1) 堤　清香(1) 安井　風歌(1) 中西　倫子(1) 清水　菜々海(1) 赤井　佳暖(1)

大野　心愛(2) 吉村　琴葉(2) 鈴木　琴水(2) 田井　里奈(2) 高田　実桜(2) 新　咲来(2) 安田　理乃(2) 保田　美羽(2)

咲くやこの花・大阪 片塩・奈良 豊中十五・大阪 京都光華・京都 洛北・京都 立命館守山・滋賀 金岡南・大阪 式下・奈良

53点 19点 16点 15点 12点 10点 上位得点による 10点 9点

大阪 167点 兵庫 149点 奈良 84点 京都 79点 滋賀 38点 和歌山 23点
w:追風参考  AJH:近畿中学記録  GR:大会記録  =GR:大会タイ記録  

学校対抗得点女子

府県対抗得点女子

3年女子 8月6日 100m

低学年女子 8月6日 4x100mR

8月7日 800m

2年女子 8月7日 100m

8月6日 円盤投

1年女子 8月7日 100m

8月6日 走幅跳

8月7日 砲丸投

8月7日 走高跳

8月7日 1500m

8月7日 100mH

7位 8位

共通女子 8月6日 200m

8月6日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

年綱  晃広(3)
西宮塩瀬・兵庫

島田　幸羽(3)
咲くやこの花・大阪

8月7日 4x100mR

男子最優秀賞

女子最優秀賞



グラウンドコンディション記録表

1 競技会の名称 : 第７０回近畿中学校総合体育大会 コード 21501703
2 主催者 : 近畿中学校総合体育連盟、近畿各府県教育委員会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫陸上競技協会

3 競技場 : 神戸ユニバー記念競技場 コード 282030
4 開催日 : 2021年8月6日(金) - 8月7日(土)
5 気象条件

月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec 備考
8 6 10 0 曇 31.0 63 北北東 2.7

8 6 11 0 晴 31.0 63 北 1.7

8 6 12 0 晴 32.0 61 北東 1.5

8 6 13 0 晴 32.0 61 北北東 2.9

8 6 14 0 晴 32.0 61 北西 1.1

8 6 15 0 晴 32.5 61 北東 2.6

8 6 16 10 晴 32.0 61 北北東 2.8 終了時

8 7 10 0 晴 30.0 68 北 2.2 競技開始

8 7 11 0 晴 33.0 64 北北東 1.7

8 7 12 0 晴 33.0 61 北東 1.9

8 7 13 0 曇 33.5 58 北東 2.3

8 7 14 0 晴 34.0 56 東北東 2.9

8 7 15 0 晴 33.5 59 北 2.3

8 7 15 18 晴 33.0 58 北 3.0 競技t終了



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年男子100m
日本中学記録 10.56 宮本　大輔 (山口・周陽)  2014 防府 予選 8/7 10:35 (3-1+5)
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 (兵庫・長峰) 2001 加古川 決勝 8/7 13:20 

大会記録 11.54 山本　慎吾 (大阪・島本一) 1998 鴻ノ池

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

1 201 西村　源斗 1 豊岡南・兵庫 5 Q w11.83
アダカ　リュウノスケ ヤマシナ

2 501 安髙　琉乃介 1 山科・京都 4 q w11.93
ハシカワ　アクセ トミオ

3 402 橋川　青空 1 富雄・奈良 7 w12.09
モリ　ナツキ コウヅ

4 102 森　夏輝 1 高津・大阪 6 w12.16
ナガイシ　タカヒロ コウフクカンサイ

5 603 永石　隆裕 1 幸福関西・滋賀 3 w12.17
ミゾガワ　ユウセイ チベンワカヤマ

6 303 溝川　雄生 1 智辯和歌山・和歌山 8 w12.25

2組 (+1.5 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヤダ　アツシ スイタイチ

1 101 矢田　篤志 1 吹田一・大阪 6 Q 11.72
タカガキ　コウタ コウヨウ

2 302 高垣　光汰 1 光洋・和歌山 4 q 11.89
スンデン　レント ショウトク

3 502 寸田　蓮人 1 詳徳・京都 7 q 12.05
フルタ　カズキ イマヅ

4 203 古田　紀貴 1 今津・兵庫 5 12.06
ヨシムラ　カンタ モリヤマミナミ

5 602 吉村　莞太 1 守山南・滋賀 3 12.24
シモムラ　リョウタ コウリョウ

6 403 下村　亮太 1 広陵・奈良 8 12.53

3組 (+1.7 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
タキモト　エイタ ショウヨウ

1 301 瀧本　瑛太 1 松洋・和歌山 6 Q 11.96
ハマノ　ショウタ スモトユラ

2 202 濵野　翔太 1 洲本由良・兵庫 7 q 12.02
イシバシ　コウスケ ユウヒガオカ

3 103 石橋　昂典 1 夕陽丘・大阪 3 q 12.05
イワサキ　コウタ リツメイカンモリヤマ

4 601 岩﨑　航大 1 立命館守山・滋賀 8 12.34
オグニ　サクタロウ クミハマ

5 503 小國　咲太朗 1 久美浜・京都 4 12.35
メガタ　アキヒコ シンジョウ

6 401 目賀田　旭彦 1 新庄・奈良 5 12.56

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:48:34

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年男子100m
日本中学記録 10.56 宮本　大輔 (山口・周陽)  2014 防府 予選 8/7 10:35 (3-1+5)
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 (兵庫・長峰) 2001 加古川 決勝 8/7 13:20 

大会記録 11.54 山本　慎吾 (大阪・島本一) 1998 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヤダ　アツシ スイタイチ

1 101 矢田　篤志 1 吹田一・大阪 5 w11.48
アダカ　リュウノスケ ヤマシナ

2 501 安髙　琉乃介 1 山科・京都 9 w11.56
ニシムラ　ゲント トヨオカミナミ

3 201 西村　源斗 1 豊岡南・兵庫 7 w11.63
タカガキ　コウタ コウヨウ

4 302 高垣　光汰 1 光洋・和歌山 4 w11.72
ハマノ　ショウタ スモトユラ

5 202 濵野　翔太 1 洲本由良・兵庫 8 w11.78
タキモト　エイタ ショウヨウ

6 301 瀧本　瑛太 1 松洋・和歌山 6 w11.80
スンデン　レント ショウトク

7 502 寸田　蓮人 1 詳徳・京都 2 w12.01
イシバシ　コウスケ ユウヒガオカ

8 103 石橋　昂典 1 夕陽丘・大阪 3 w12.07

w:追風参考  
2021/08/ 07 13:22:13

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

2年男子100m
日本中学記録 10.56 宮本　大輔 (山口・周陽)  2014 防府 予選 8/7 11:00 (3-1+5)
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 (兵庫・長峰) 2001 加古川 決勝 8/7 13:40 

大会記録 11.06 山本　慎吾 (大阪・島本一) 1999 西京極

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.2 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
タマイ　ナオタロウ シンヒガシヨド

1 106 玉井　直太朗 2 新東淀・大阪 5 Q w11.29
イトウ　ハルト ヒヨシ

2 604 伊藤　大翔 2 日吉・滋賀 4 q w11.31
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

3 206 村瀬　翔汰 2 姫路灘・兵庫 7 q w11.43
ナガオ　コタロウ ショウトク

4 505 長尾　琥汰朗 2 詳徳・京都 6 w11.66
フキハル　リョウ トミオミナミ

5 406 吹春　諒 2 富雄南・奈良 8 w11.72
フクイ　カイト ワダイフゾク

6 306 福井　凱斗 2 和大附属・和歌山 3 w11.75

2組 (+0.6 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
トダ　ユウシン カドマサン

1 105 戸田　雄心 2 門真三・大阪 7 Q 11.21
ハギハラ　ケイ ヒメジアサヒ

2 204 萩原　慧 2 姫路朝日・兵庫 4 q 11.27
ナカジマ　ユウタ ハクホウ

3 405 中島　悠太 2 白鳳・奈良 8 q 11.51
マツモト　タイガ ミナクチ

4 605 松本　大雅 2 水口・滋賀 3 11.52
ナガオ　カイセイ タナベ

4 504 永尾　魁成 2 田辺・京都 6 11.52
イワイ　コウセイ タカツミ

6 305 岩井　晃成 2 高積・和歌山 5 11.76

3組 (+1.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
マルイ　ソラ タカツカサ

1 205 丸井　蒼空 2 高司・兵庫 5 Q 11.44
ミツハシ　ユウキ コンゴウ

2 104 三橋　佑輝 2 金剛・大阪 4 q 11.47
ハギハラ　ヒュウガ テンリキタ

3 404 萩原　彪河 2 天理北・奈良 7 11.53
キタムラ　ジンイチロウ ソウヨウ

4 606 北村　仁一朗 2 双葉・滋賀 3 11.61
ハヤシ　リュウガ メイワ

5 304 林　龍雅 2 明和・和歌山 6 11.70
ウメハラ　ヒュウガ カミカワ

6 506 梅原　風冴 2 神川・京都 8 11.82

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:48:46

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

2年男子100m
日本中学記録 10.56 宮本　大輔 (山口・周陽)  2014 防府 予選 8/7 11:00 (3-1+5)
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 (兵庫・長峰) 2001 加古川 決勝 8/7 13:40 

大会記録 11.06 山本　慎吾 (大阪・島本一) 1999 西京極

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
トダ　ユウシン カドマサン

1 105 戸田　雄心 2 門真三・大阪 4 w11.17
イトウ　ハルト ヒヨシ

2 604 伊藤　大翔 2 日吉・滋賀 9 w11.26
タマイ　ナオタロウ シンヒガシヨド

3 106 玉井　直太朗 2 新東淀・大阪 5 w11.35
ハギハラ　ケイ ヒメジアサヒ

4 204 萩原　慧 2 姫路朝日・兵庫 7 w11.37
ミツハシ　ユウキ コンゴウ

5 104 三橋　佑輝 2 金剛・大阪 2 w11.39
マルイ　ソラ タカツカサ

6 205 丸井　蒼空 2 高司・兵庫 6 w11.50
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ

7 206 村瀬　翔汰 2 姫路灘・兵庫 8 w11.53
ナカジマ　ユウタ ハクホウ

8 405 中島　悠太 2 白鳳・奈良 3 w11.63

w:追風参考  
2021/08/ 07 13:41:25

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

3年男子100m
日本中学記録 10.56 宮本　大輔 (山口・周陽)  2014 防府 予選 8/6 11:20 (3-1+5)
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 (兵庫・長峰) 2001 加古川 決勝 8/6 15:00 

大会記録 10.74 寺澤　大地 (大阪・吹田一) 2018 万博
10.6 佐藤　寛員 (和歌山・楠見) 1987 西京極

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
トシツナ　アキヒロ ニシノミヤシオセ

1 207 年綱　晃広 3 西宮塩瀬・兵庫 4 Q 10.77
ドジョウ　ハユマ ミナクチ

2 607 土城　隼磨 3 水口・滋賀 7 q 11.13
ヤマモト　ヒロユキ フクイズミ

3 108 山本　浩千 3 福泉・大阪 6 q 11.14
キタムラ　ジュンノスケ ウメヅ

4 509 北村　淳之佑 3 梅津・京都 5 11.43
ハラ　シュント フシミ

5 409 原　駿翔 3 伏見・奈良 3 11.45
オカモト　ナオキ キノカワ

6 309 岡本　直樹 3 紀之川・和歌山 8 11.50

2組 (+1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ムラマツ　ヨシキ ヨウセイ

1 107 村松　悦基 3 養精・大阪 4 Q 10.88
マエオカ　イッシン クズ

2 407 前岡　一紳 3 葛・奈良 7 q 11.02
モリキ　カンタ コウベタマツ

3 208 森木　幹太 3 神戸玉津・兵庫 5 q 11.13
フジイ　ユウスケ ワカヤマヒガシ

4 308 藤井　佑典 3 和歌山東・和歌山 6 11.21
マツイ　ヨシマサ ナガハマニシ

5 608 松居　慶眞 3 長浜西・滋賀 8 11.33
アガタ　ユウマ ナガオカサン

6 508 阿形　悠真 3 長岡三・京都 3 11.41

3組 (+3.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
カワサキ　ユウスケ サンヨウ

1 209 川﨑　雄介 3 山陽・兵庫 6 Q w11.03
タケダ　レオ キンダイワ

2 307 竹田　怜央 3 近大和・和歌山 7 q w11.15
サカイ　ダイヤ カメオカ

3 507 酒井　大優 3 亀岡・京都 5 w11.16
オキクラ　イブキ テンリニシ

4 408 沖倉　伊吹 3 天理西・奈良 8 w11.17
ミヤモト　ハルヒ ナガハマキタ

5 609 宮本　遥光 3 長浜北・滋賀 3 w11.39
キタムラ　タクマ サクヤコノハナ

6 109 北村　逞 3 咲くやこの花・大阪 4 w11.42

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    w:追風参考  
2021/08/ 07 12:33:24

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

3年男子100m
日本中学記録 10.56 宮本　大輔 (山口・周陽)  2014 防府 予選 8/6 11:20 (3-1+5)
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 (兵庫・長峰) 2001 加古川 決勝 8/6 15:00 

大会記録 10.74 寺澤　大地 (大阪・吹田一) 2018 万博
10.6 佐藤　寛員 (和歌山・楠見) 1987 西京極

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+1.4 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
トシツナ　アキヒロ ニシノミヤシオセ  AJH-GR

1 207 年綱　晃広 3 西宮塩瀬・兵庫 6 10.61
ムラマツ　ヨシキ ヨウセイ

2 107 村松　悦基 3 養精・大阪 7 10.97
カワサキ　ユウスケ サンヨウ

3 209 川﨑　雄介 3 山陽・兵庫 5 11.03
モリキ　カンタ コウベタマツ

4 208 森木　幹太 3 神戸玉津・兵庫 8 11.04
ヤマモト　ヒロユキ フクイズミ

5 108 山本　浩千 3 福泉・大阪 3 11.09
マエオカ　イッシン クズ

6 407 前岡　一紳 3 葛・奈良 4 11.13
ドジョウ　ハユマ ミナクチ

7 607 土城　隼磨 3 水口・滋賀 9 11.18
タケダ　レオ キンダイワ

8 307 竹田　怜央 3 近大和・和歌山 2 11.20

AJH:近畿中学記録  GR:大会記録  
2021/08/ 07 12:34:37

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
日本中学記録 21.18 日吉　克実 (静岡・修善寺) 2010 布勢 予選 8/6 10:55 (3-1+5)
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 (大阪・寝屋川四) 1988 開成山 決勝 8/6 14:20 

大会記録 21.89 山本　慎吾 (大阪・島本一) 2000 万博

〈〈 予選 〉〉

1組 (+0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハシヅメ　タツキ カミ

1 210 橋詰　竜輝 3 加美・兵庫 4 Q 22.34
ムラシマ　ユウタ サクヤコノハナ

2 111 村島　優太 3 咲くやこの花・大阪 7 q 22.80
マツモト　ユウスケ トミオミナミ

3 411 松本　悠佑 3 富雄南・奈良 6 22.98
フカセ　コウタ ニシワキ

4 310 深瀬　滉太 3 西脇・和歌山 5 23.07
ナガオ　ケンショウ ナガオカ

5 511 長尾　健生 3 長岡・京都 8 23.31
トダカ　ユウキ ナガハマキタ

6 612 戸高　優稀 3 長浜北・滋賀 3 23.56

2組 (-1.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
マルティネス　ボイド カワイダイニ

1 410 マルティネス　ボイド 3 河合第二・奈良 5 Q 22.52
ウチダ　ハルト ナワテ

2 110 内田　大翔 3 縄手・大阪 7 q 22.65
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン

3 212 佐々木　一朗 3 港島学園・兵庫 4 q 22.79
ヤマガミ　ユウキ オトコヤマヒガシ

4 510 山神　祐葵 3 男山東・京都 6 23.07
フルタ　リョウヤ ヒヨシ

5 611 古田　凌也 3 日吉・滋賀 8 23.15
タナカ　ユウキ ニシハマ

6 311 田中　佑希 3 西浜・和歌山 3 23.41

3組 (+2.4 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ウエジ　ハル トヨオカミナミ

1 211 上治　大琉 3 豊岡南・兵庫 7 Q w22.41
ナベシマ　コウタロウ ソウヨウ

2 610 鍋島　航太朗 3 双葉・滋賀 4 q w22.71
スエタケ　ユウキ タカツキロク

3 112 末武　勇樹 3 高槻六・大阪 5 q w22.89
カワベ　ショウタ ケイセイ

4 482 川邉　翔太 3 京西・奈良 6 w23.52
ナカイ　リオ キタウジ

5 512 中井　利緒 3 北宇治・京都 8 w23.56
ナガノ　イツキ タカツミ

6 312 永野　樹 3 高積・和歌山 3 w23.80

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    w:追風参考  
2021/08/ 07 12:33:15

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子200m
日本中学記録 21.18 日吉　克実 (静岡・修善寺) 2010 布勢 予選 8/6 10:55 (3-1+5)
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 (大阪・寝屋川四) 1988 開成山 決勝 8/6 14:20 

大会記録 21.89 山本　慎吾 (大阪・島本一) 2000 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハシヅメ　タツキ カミ

1 210 橋詰　竜輝 3 加美・兵庫 6 w21.86
ウエジ　ハル トヨオカミナミ

2 211 上治　大琉 3 豊岡南・兵庫 7 w22.25
ウチダ　ハルト ナワテ

3 110 内田　大翔 3 縄手・大阪 5 w22.33
マルティネス　ボイド カワイダイニ

4 410 マルティネス　ボイド 3 河合第二・奈良 4 w22.42
ナベシマ　コウタロウ ソウヨウ

5 610 鍋島　航太朗 3 双葉・滋賀 9 w22.50
ムラシマ　ユウタ サクヤコノハナ

6 111 村島　優太 3 咲くやこの花・大阪 2 w22.53
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン

7 212 佐々木　一朗 3 港島学園・兵庫 8 w22.58
スエタケ　ユウキ タカツキロク

8 112 末武　勇樹 3 高槻六・大阪 3 w22.87

w:追風参考  
2021/08/ 07 12:34:17

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
日本中学記録 48.18 谷川　鈴扇 (群馬・邑楽) 2009 大分 予選 8/6 11:45 (3-1+5)
近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 (奈良・香芝東) 2014 丸亀 決勝 8/6 15:05 

大会記録 49.50 加藤　義孝 (滋賀・聖徳) 1990 明石

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オカハシ　トラノスケ タワラモト

1 413 岡橋　虎之介 3 田原本・奈良 6 Q 52.19
アダチ　シュウヤ ヒメジオオツ

2 214 足立　朱優 3 姫路大津・兵庫 4 52.97
ムロヤ　ショウタ ヒネノ

3 114 室谷　尚汰 3 日根野・大阪 5 53.10
カドタ　ダイキ リットウニシ

4 614 門田　大輝 3 栗東西・滋賀 7 53.51
タワ　ナオト コサダガオカ

5 315 田和　直人 3 古佐田丘・和歌山 3 54.86
オカダ　ワタル キタウジ

6 515 岡田　航 3 北宇治・京都 8 54.96

2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ツジモト　コウキ タカサゴホウデン

1 213 辻本　滉貴 3 高砂宝殿・兵庫 4 Q 51.93
ヨシモト　リュウセイ マッタ

2 113 吉本　龍誠 3 茨田・大阪 7 q 52.26
ナカムラ　ケンシン タワラモトキタ

3 414 中村　健心 2 田原本北・奈良 5 q 52.48
ヨネザワ　ツバサ ニシジョウヨウ

4 514 米澤　翼 3 西城陽・京都 6 52.84
ナガサワ　ヒナリ トウワ

5 314 長澤　飛成 3 東和・和歌山 3 53.30
ミウラ　セイジ イマヅ

6 615 三浦　成司 3 今津・滋賀 8 54.63

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカムラ　レオ ヤマシロ

1 513 中村　玲皇 3 山城・京都 5 Q 51.88
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

2 215 溝口　遼太 3 篠山・兵庫 6 q 52.12
シゲムラ　ハヤト スギ

3 115 重村　波也斗 3 杉・大阪 4 q 52.19
モリグチ　ショウマ リットウニシ

4 613 森口　匠真 3 栗東西・滋賀 7 q 52.46
ウメモト　レオ トウイン

5 313 梅本　怜旺 2 桐蔭・和歌山 3 53.01
キタヤマ　タツキ トウダイジガクエン

6 415 北山　樹 3 東大寺学園・奈良 8 54.01

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:33:36
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
日本中学記録 48.18 谷川　鈴扇 (群馬・邑楽) 2009 大分 予選 8/6 11:45 (3-1+5)
近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 (奈良・香芝東) 2014 丸亀 決勝 8/6 15:05 

大会記録 49.50 加藤　義孝 (滋賀・聖徳) 1990 明石

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカムラ　レオ ヤマシロ

1 513 中村　玲皇 3 山城・京都 5 50.90
ツジモト　コウキ タカサゴホウデン

2 213 辻本　滉貴 3 高砂宝殿・兵庫 7 51.02
オカハシ　トラノスケ タワラモト

3 413 岡橋　虎之介 3 田原本・奈良 6 51.70
ミゾグチ　リョウタ ササヤマ

4 215 溝口　遼太 3 篠山・兵庫 4 52.21
ヨシモト　リュウセイ マッタ

5 113 吉本　龍誠 3 茨田・大阪 9 52.34
シゲムラ　ハヤト スギ

6 115 重村　波也斗 3 杉・大阪 8 53.03
モリグチ　ショウマ リットウニシ

7 613 森口　匠真 3 栗東西・滋賀 3 53.24
ナカムラ　ケンシン タワラモトキタ

8 414 中村　健心 2 田原本北・奈良 2 53.29

2021/08/ 07 12:34:41
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子800m
日本中学記録 1:52.43 馬場　勇一郎 (愛知・上郷) 2016 瑞穂 予選 8/7 11:45 (3-1+5)
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 (兵庫・柏原) 1990 博多の森 決勝 8/7 14:40 

大会記録 1:56.68 西村　陽貴 (兵庫・三木) 2012 万博

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オチアイ　コウ イマヅ

1 616 落合　晃 3 今津・滋賀 7 Q 2:01.35
ヤマモト　ヒカル ヨシノ

2 416 山本　聖琉 3 吉野・奈良 4 q 2:03.18
ヤナギハラ　レオ コウベイブキダイ

3 217 柳原　伶勇 3 神戸井吹台・兵庫 5 q 2:04.54
ニッタ　レン シモツダイイチ

4 318 新田　簾 3 下津第一・和歌山 3 2:04.72
ヤマシタ　キイチロウ リュウコクダイヘイアン

5 599 山下　輝一郎 3 龍谷大平安・京都 8 2:06.28
ニシカワ　フウマ タカツキイチ

6 118 西川　楓真 3 高槻一・大阪 6 2:08.55

2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ワタナベ　アツキ イワデダイニ

1 316 渡辺　敦紀 2 岩出第二・和歌山 7 Q 2:04.42
イケダ　リク カツラ

2 517 池田　陸 3 桂・京都 4 2:04.57
イマガワ　レオン イナガワ

3 216 今川　黎音 3 猪名川・兵庫 6 2:05.71
シライワ　ケイゴ サダ

4 117 白岩　敬吾 2 さだ・大阪 5 2:06.37
キタガワ　ヒロキ ナガハマキタ

5 618 北川　裕基 3 長浜北・滋賀 8 2:07.73
ヤマモト　リンタロウ トミオミナミ

6 418 山本　麟太郎 3 富雄南・奈良 3 2:12.12

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハヤシ　ライム メイワ

1 317 林　頼武 3 明和・和歌山 5 Q 2:01.69
ナカイ　ダイチ トヨオカイズシ

2 218 中井　大地 3 豊岡出石・兵庫 6 q 2:03.05
カトウ　ユウセイ タジリ

3 116 加藤　悠成 3 田尻・大阪 4 q 2:03.47
スガワラ　ソウ オオギ

4 617 菅原　爽 3 仰木・滋賀 7 q 2:04.20
セガワ　タイキ ヤギ

5 417 瀨川　泰輝 3 八木・奈良 3 2:08.21
ヤマネ　ユウキ オトコヤマサン

6 516 山根　悠希 3 男山三・京都 8 2:10.69

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:49:08
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子800m
日本中学記録 1:52.43 馬場　勇一郎 (愛知・上郷) 2016 瑞穂 予選 8/7 11:45 (3-1+5)
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 (兵庫・柏原) 1990 博多の森 決勝 8/7 14:40 

大会記録 1:56.68 西村　陽貴 (兵庫・三木) 2012 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オチアイ　コウ イマヅ

1 616 落合　晃 3 今津・滋賀 5 1:57.61
ワタナベ　アツキ イワデダイニ

2 316 渡辺　敦紀 2 岩出第二・和歌山 4 1:59.11
ヤマモト　ヒカル ヨシノ

3 416 山本　聖琉 3 吉野・奈良 9 2:00.70
カトウ　ユウセイ タジリ

4 116 加藤　悠成 3 田尻・大阪 8 2:01.68
ハヤシ　ライム メイワ

5 317 林　頼武 3 明和・和歌山 7 2:04.36
ヤナギハラ　レオ コウベイブキダイ

6 217 柳原　伶勇 3 神戸井吹台・兵庫 3 2:04.92
スガワラ　ソウ オオギ

7 617 菅原　爽 3 仰木・滋賀 2 2:06.25
ナカイ　ダイチ トヨオカイズシ

8 218 中井　大地 3 豊岡出石・兵庫 6 2:06.35

2021/08/ 07 14:44:22
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年男子1500m
日本中学記録 3:49.72 石田　洸介 (福岡・浅川) 2017 日体大 決勝 8/6 14:45 
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 (兵庫・加古川山手) 2012 加古川

大会記録 4:16.95 坂元　祐喜 (兵庫・加古川山手) 2012 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
サトウ　コウタ ナミショウ

1 119 佐藤　広崇 1 浪商・大阪 8 4:22.65
アダチ　ショウタ ヒメジマスイ

2 219 足立　昌汰 1 姫路増位・兵庫 12 4:24.76
ウメダ　リク コウベオオハラ

3 220 梅田　大陸 1 神戸大原・兵庫 10 4:29.89
カシマ　ヒビキ カツラ

4 520 加嶋　響 1 桂・京都 14 4:32.03
タナカ　ユウマ イワデダイニ

5 319 田中　悠大 1 岩出第二・和歌山 1 4:32.05
タニダ　ソウタロウ コウベアリノキタ

6 221 谷田　颯太朗 1 神戸有野北・兵庫 15 4:32.65
フクシマ　ヤマト カツラ

7 519 福島　和 1 桂・京都 9 4:35.16
ミヤザキ　ソラ ヒラタ

8 120 宮﨑　空 1 平田・大阪 16 4:36.49
イマイ　ユウキ シガラキ

9 619 今井　悠貴 1 信楽・滋賀 11 4:37.61
モリヒラ　ユウタ ヒラタ

10 121 森平　悠太 1 平田・大阪 5 4:37.76
タニ　リュウセイ セタキタ

11 621 谷　隆誠 1 瀬田北・滋賀 17 4:38.35
タケウチ　トモ キョウトオイケ

12 521 竹内　知 1 京都御池・京都 18 4:42.40
オカノ　タイチ カナン

13 620 岡野　太智 1 河南・滋賀 13 4:44.24
モリモト　タイセイ ウネビ

14 419 森本　大誠 1 畝傍・奈良 6 4:44.29
マスダ　カズキ ヘグリ

15 421 増田　和暉 1 平群・奈良 4 5:01.30
イワモト　ユイト ニッシン

16 320 岩本　悠郁斗 1 日進・和歌山 7 5:06.74
カワグチ　オオスケ ゴボウ

17 321 川口　旺丞 1 御坊・和歌山 3 5:10.56
シマオカ　ケイゴ ウネビ

420 嶋岡　慶悟 1 畝傍・奈良 2 DQ T3

DQ:失格  T3:縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った  
2021/08/ 07 12:34:28
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子1500m
日本中学記録 3:49.72 石田　洸介 (福岡・浅川) 2017 日体大 決勝 8/7 14:10 
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 (兵庫・加古川山手) 2012 加古川

大会記録 4:01.45 池田　　親 (兵庫・加古川山手) 2012 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ウエタ　ケイスケ オオスミ

1 522 植田　圭祐 3 大住・京都 11 4:11.90
ワダ　タクマ シラカシ

2 422 和田　拓真 3 白橿・奈良 8 4:13.20
ナカオ　コウキ コウベオオイケ

3 223 中尾　光希 3 神戸大池・兵庫 13 4:15.45
タニグチ　リョウヤ ウチタ

4 322 谷口　僚哉 2 打田・和歌山 14 4:15.61
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ

5 222 衣川　勇太 3 和田山・兵庫 10 4:15.95
イマムラ　オウスケ ラクサイ

6 523 今村　旺祐 2 洛西・京都 16 4:17.53
ウエダ　ユウスケ サノ

7 123 上田　悠輔 3 佐野・大阪 17 4:17.95
フジタ　コウキ ヒヨシ

8 622 藤田　孔己 3 日吉・滋賀 2 4:19.01
イセムラ　リョウタ アケトミ

9 623 伊勢村　羚太 2 明富・滋賀 15 4:19.98
サコ　ユウシン タカクラ

10 122 迫　悠真 3 高倉・大阪 12 4:20.36
ツチハシ　ヒロノリ イワデ

11 324 土橋　弘典 2 岩出・和歌山 4 4:20.86
ムラカミ　ケンヤ オトコヤマサン

12 524 村上　硯哉 3 男山三・京都 9 4:21.14
キムラ　ジン ケイメイ

13 224 木村　仁 3 啓明・兵庫 18 4:21.34
エビスノ　タイヨウ ハイバラ

14 424 戎野　太陽 3 榛原・奈良 3 4:23.01
ハニュウ　タカユキ ヤギ

15 423 羽生　孝幸 3 八木・奈良 5 4:24.66
カトウ　ゲンキ クメダ

16 124 加藤　元稀 3 久米田・大阪 7 4:28.95
イソハタ　ショウ リットウ

17 624 五十畑　樟 3 栗東・滋賀 6 4:31.68
ツジモト　コウセイ カイナン

18 323 辻本　幸星 3 海南・和歌山 1 4:32.14

2021/08/ 07 14:16:50
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子3000m
日本中学記録 8:17.84 石田　洸介 (福岡・浅川) 2017 日産 決勝 8/7 14:50 
近畿中学記録 8:21.22 池田　　親 (兵庫・加古川山手) 2012 尼崎

大会記録 8:41.21 渡辺　真一 (大阪・長野西) 1991 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
アンドウ　カイト ニシワキ

1 325 安東　海音 3 西脇・和歌山 9 9:00.84
ムラオカ　タイガ シカマニシ

2 225 村岡　大雅 3 飾磨西・兵庫 10 9:01.87
ハシモト　ハヤト オオスミ

3 526 橋本　颯人 3 大住・京都 11 9:02.93
クドウ　ハル カツラ

4 527 工藤　羽流 3 桂・京都 13 9:09.82
ハセガワ　ヒロト リョウナン

5 226 長谷川　大翔 3 陵南・兵庫 12 9:10.63
タナカ　ソウマ タカサゴホウデン

6 227 田中　颯眞 3 高砂宝殿・兵庫 17 9:17.59
フクイ　キョウヤ タイセイ

7 326 福居　京弥 3 大成・和歌山 15 9:19.12
オオタ　コウ タカオ

8 327 太田　煌 3 高雄・和歌山 3 9:22.15
コンドウ　ユウガ トウヨウ

9 125 金銅　友雅 3 東陽・大阪 14 9:28.16
カシマ　ツバサ カツラ

10 525 加嶋　翼 3 桂・京都 8 9:30.41
マツダ　ヒバル オオヨド

11 425 松田　陽 2 大淀・奈良 7 9:33.99
タケイチ　ソウタ スミエガオカ

12 127 武市　颯太 3 墨江丘・大阪 16 9:34.42
セキ　トキア サクラザカ

13 126 関　透綺亜 3 桜坂・大阪 18 9:39.17
エビハラ　ヒカル コセイ

14 625 海老原　光 3 湖西・滋賀 2 9:44.28
ミナミ　ツキト ヨシノ

15 426 南　月人 3 吉野・奈良 1 9:50.92
イシダ　シュウト ミナクチ

16 626 石田　崇人 3 水口・滋賀 4 9:51.92
モンチョウ　ユウキ コウリョウ

17 427 門長　佑樹 3 広陵・奈良 5 10:02.23
シオミツ　レン リットウニシ

18 627 塩満　蓮 2 栗東西・滋賀 6 10:09.81

2021/08/07 15:02:16
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH [91.4cm]
日本中学記録 13.74 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/6 10:35 (3-1+5)
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 14:35 

大会記録 13.88 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 皇子山

〈〈 予選 〉〉

1組 (+3.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
アダチ　エイジ カミカワ

1 228 足立　英士 3 神河・兵庫 7 Q w14.15
マエソノ　ユキノブ リュウゲ

2 129 前園　幸伸 3 龍華・大阪 5 q w14.30
イシモト　ソラ カタギハラ

3 528 石本　澄空 3 樫原・京都 6 q w14.72
サワ　マサキ カナン

4 628 澤　雅樹 3 河南・滋賀 4 w15.77
タカシマ　ミクト ニシワキ

5 330 髙島　未来翔 3 西脇・和歌山 8 w16.12
カタオカ　ソウシ ヤギ

6 430 片岡　奏心 3 八木・奈良 3 w16.42

2組 (+2.6 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ハラ　ユウヤ マイコ

1 229 原　悠也 3 舞子・兵庫 6 Q w14.28
カワサキ　レイア タカツミ

2 328 川﨑　麗亜 3 高積・和歌山 7 q w14.70
ヒラタ　リク コンダ

3 130 平田　陸 3 誉田・大阪 5 w14.75
オオタケグチ　ヒロト オオエ

4 530 大竹口　大翔 3 大枝・京都 4 w15.32
キヨスケ　コウタ トウダイジガクエン

5 429 清祐　恒太 3 東大寺学園・奈良 8 w15.77
ホンジョウ　タカキ ナガハマニシ

6 630 本庄　喬貴 3 長浜西・滋賀 3 w15.97

3組 (+0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ソヤマ　ナオ コンダ

1 128 曽山　夏緒 3 誉田・大阪 4 Q 14.17
ミヤケ　ヒタチ コウベセイリョウダイ

2 230 三宅　陽立 3 神戸星陵台・兵庫 5 q 14.56
ムラヤマ　カズトシ トミオミナミ

3 428 村山　和駿 3 富雄南・奈良 7 q 14.72
タカハシ　アユム ラクナン

4 529 高橋　歩夢 3 洛南・京都 6 15.07
ヨシノ　リュウセイ ニシワキ

5 329 吉野　琉生 3 西脇・和歌山 3 15.99
カンバヤシ　ハルト オウジヤマ

6 629 神林　陽斗 3 皇子山・滋賀 8 16.12

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH [91.4cm]
日本中学記録 13.74 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/6 10:35 (3-1+5)
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 14:35 

大会記録 13.88 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
アダチ　エイジ カミカワ

1 228 足立　英士 3 神河・兵庫 5 w14.04
ソヤマ　ナオ コンダ

2 128 曽山　夏緒 3 誉田・大阪 6 w14.35
ハラ　ユウヤ マイコ

3 229 原　悠也 3 舞子・兵庫 7 w14.35
マエソノ　ユキノブ リュウゲ

4 129 前園　幸伸 3 龍華・大阪 4 w14.39
カワサキ　レイア タカツミ

5 328 川﨑　麗亜 3 高積・和歌山 8 w14.69
イシモト　ソラ カタギハラ

6 528 石本　澄空 3 樫原・京都 2 w14.85
ムラヤマ　カズトシ トミオミナミ

7 428 村山　和駿 3 富雄南・奈良 3 w15.00
ミヤケ　ヒタチ コウベセイリョウダイ

230 三宅　陽立 3 神戸星陵台・兵庫 9 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年男子4x100mR
大会記録 45.67 下里・和田・伊藤・八尾 (兵庫・塩瀬) 2018 万博 予選 8/6 12:35 (3-1+5)

決勝 8/6 15:25 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
ショウトク

1 詳徳・京都 6 Q 46.29
[1] キソ　ハヤト [2] スンデン　レント

552 木曽 颯人(2) 502 寸田 蓮人(1)
[3] ノセ　タスク [4] ナガオ　コタロウ

554 野瀬 大翼(1) 505 長尾 琥汰朗(2)
サクヤコノハナ

2 咲くやこの花・大阪 7 q 47.16
[1] オクダ　レイヤ [2] モトヤマ　リュウキ

156 奥田 怜哉(2) 157 元山 隆生(1)
[3] オオヒラ　ケイタ [4] オカベ　ヒナタ

158 大平 恵馳(1) 159 岡部 陽(2)
ハチマン

3 八幡・滋賀 5 q 48.00
[1] フジタ　リュウシン [2] マエダ　コウマ

657 藤田 龍信(2) 658 前田 琥右真(1)
[3] マンノ　ミナギ [4] タカモリ　ハルト

659 萬野 弥凪(1) 660 髙森 遥斗(2)
ヤギ

4 八木・奈良 4 48.21
[1] タナカ　ハルキ [2] タナカ　イッサ

463 田中 大喜(2) 465 田中 一颯(1)
[3] テラオカ　ソラ [4] オノ　トモヒロ

464 寺岡 蒼空(1) 466 小野 知寛(2)
ミドリガオカ

5 緑が丘・兵庫 8 48.63
[1] カドイシ　アツキ [2] ハセガワ　ソラ

259 角石 敦貴(2) 263 長谷川 蒼空(1)
[3] トミイ　ハルト [4] オカムラ　ユウマ

262 冨井 晴翔(1) 260 岡村 優磨(2)
ワカヤマヒガシ

6 和歌山東・和歌山 3 49.34
[1] クニミ　タイキ [2] カワサキ　リュウマ

364 國見 泰輝(2) 365 川﨑 隆真(1)
[3] タニウエ　ミズキ [4] スズキ　カイチ

366 谷上 瑞季(1) 367 鈴木 海地(2)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
モリヤマミナミ

1 守山南・滋賀 6 Q 47.38
[1] ニシモト　マヒロ [2] シミズ　リュウキ

652 西本 大宙(2) 653 清水 隆希(1)
[3] ヨシムラ　カンタ [4] アサダ　コウキチ

602 吉村 莞太(1) 654 浅田 皐吉(2)
ヤマダ

2 山田・大阪 4 q 47.69
[1] ナカムラ　ミナト [2] ニシダ　ジュンペイ

152 中村 湊(2) 153 西田 準平(1)
[3] ナカムラ　ケント [4] キタ　シオン

154 中村 健人(1) 155 喜多 士穏(2)
ヤマシナ

3 山科・京都 7 48.13
[1] ハシモト　ユウキ [2] アダカ　リュウノスケ

559 橋本 悠希(2) 501 安髙 琉乃介(1)
[3] マブチ　リウ [4] ハシモト　コウキ

562 馬渕 璃羽(1) 558 橋本 康希(2)
リョウナン

4 陵南・兵庫 8 48.43
[1] セラ　アユム [2] ナンジョウ　クウガ

264 世良 歩夢(2) 265 南條 空芽(1)
[3] コタニ　ユウト [4] タグチ　カンタ

266 小谷 悠人(1) 267 田口 敢太(2)
タワラモト

5 田原本・奈良 5 48.72
[1] ヤオイ　ソウタ [2] フジオカ　リョク

457 矢追 颯太(2) 458 藤岡 涼来(1)
[3] イズタニ　ユキヤ [4] コマダ　リクホ

459 泉谷 礼哉(1) 460 駒田 陸帆(2)
カセイ

6 河西・和歌山 3 49.26
[1] オオタニ　アツヒト [2] カワカミ　ユウタロウ

358 大谷 惇仁(2) 359 川上 裕太朗(1)
[3] カワカミ　カンタロウ [4] ヒラマエ　トウマ

360 川上 貫太朗(1) 361 平前 享真(1)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
スモトセイウン

1 洲本青雲・兵庫 7 Q 47.45
[1] マツオ　タイオウ [2] マツオ　カグラ

254 松尾 大桜(2) 252 松尾 奏楽(1)
[3] ナカヤマ　コウタ [4] ヨコヤマ　アルマ

257 中山 煌大(1) 255 横山 歩磨(2)
ハクホウ

2 白鳳・奈良 5 q 47.51
[1] マスダ　ケンシン [2] ウラノ　ヒナタ

452 増田 謙真(2) 453 浦野 陽(1)
[3] カジモト　ショウタ [4] ナカジマ　ユウタ

454 梶本 翔太(1) 405 中島 悠太(2)
スイタイチ

3 吹田一・大阪 6 q 47.90
[1] サキヤマ　ユウイチ [2] ヤダ　アツシ

162 﨑山 祐一(2) 101 矢田 篤志(1)
[3] ムラカミ　マサムネ [4] ヨコヤマ　ケイスケ

163 村上 正宗(1) 164 横山 慶典(2)
メイワ

4 明和・和歌山 3 48.04
[1] オカダ　ハルタ [2] ハヤシ　リョウタ

352 岡田 晴太(2) 353 林 涼太(1)
[3] ササタニ　ヒロト [4] ハヤシ　リュウガ

356 笹谷 啓人(1) 304 林 龍雅(2)
セイカ

5 精華・京都 8 48.78
[1] イシダ　タカト [2] ミヤザキ　ソラ

564 石田 崇人(2) 568 宮﨑 素良(1)
[3] イマムラ　イッキ [4] イワモト　シュウタ

567 今村 一稀(1) 565 岩本 柊太(2)
ナガハマニシ

6 長浜西・滋賀 4 48.96
[1] カサイ　ユウキ [2] ババ　ユウト

663 葛西 優希(2) 664 馬場 悠人(1)
[3] キタムラ　レオン [4] フジタ　エイタロウ

665 北村 澪音(1) 666 藤田 瑛太郎(2)

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年男子4x100mR
大会記録 45.67 下里・和田・伊藤・八尾 (兵庫・塩瀬) 2018 万博 予選 8/6 12:35 (3-1+5)

決勝 8/6 15:25 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
ショウトク

1 詳徳・京都 5 46.52
[1] キソ　ハヤト [2] スンデン　レント

552 木曽 颯人(2) 502 寸田 蓮人(1)
[3] ノセ　タスク [4] ナガオ　コタロウ

554 野瀬 大翼(1) 505 長尾 琥汰朗(2)
スモトセイウン

2 洲本青雲・兵庫 7 47.25
[1] マツオ　タイオウ [2] マツオ　カグラ

254 松尾 大桜(2) 252 松尾 奏楽(1)
[3] ナカヤマ　コウタ [4] ヨコヤマ　アルマ

257 中山 煌大(1) 255 横山 歩磨(2)
サクヤコノハナ

3 咲くやこの花・大阪 6 47.39
[1] オクダ　レイヤ [2] モトヤマ　リュウキ

156 奥田 怜哉(2) 157 元山 隆生(1)
[3] オオヒラ　ケイタ [4] オカベ　ヒナタ

158 大平 恵馳(1) 159 岡部 陽(2)
モリヤマミナミ

4 守山南・滋賀 4 47.44
[1] ニシモト　マヒロ [2] シミズ　リュウキ

652 西本 大宙(2) 653 清水 隆希(1)
[3] ヨシムラ　カンタ [4] アサダ　コウキチ

602 吉村 莞太(1) 654 浅田 皐吉(2)
スイタイチ

5 吹田一・大阪 3 47.55
[1] サキヤマ　ユウイチ [2] ヤダ　アツシ

162 﨑山 祐一(2) 101 矢田 篤志(1)
[3] ムラカミ　マサムネ [4] ヨコヤマ　ケイスケ

163 村上 正宗(1) 164 横山 慶典(2)
ハクホウ

6 白鳳・奈良 8 47.64
[1] マスダ　ケンシン [2] ウラノ　ヒナタ

452 増田 謙真(2) 453 浦野 陽(1)
[3] カジモト　ショウタ [4] ナカジマ　ユウタ

454 梶本 翔太(1) 405 中島 悠太(2)
ヤマダ

7 山田・大阪 9 47.79
[1] ナカムラ　ミナト [2] ニシダ　ジュンペイ

152 中村 湊(2) 153 西田 準平(1)
[3] ナカムラ　ケント [4] キタ　シオン

154 中村 健人(1) 155 喜多 士穏(2)
ハチマン

8 八幡・滋賀 2 48.59
[1] フジタ　リュウシン [2] エビナ　カンセイ

657 藤田 龍信(2) 661 海老名 寛生(1)
[3] マンノ　ミナギ [4] タカモリ　ハルト

659 萬野 弥凪(1) 660 髙森 遥斗(2)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
日本中学記録 42.25 斎藤・田村・内屋・大石 (静岡・吉田) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/7 10:00 (3-1+5)
近畿中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 (滋賀・双葉) 2017 熊本 決勝 8/7 15:15 

大会記録 42.91 鍋島・西村・西野・須戸 (滋賀・双葉) 2017 西京極

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
サクヤコノハナ

1 咲くやこの花・大阪 6 Q 43.60
[1] カツヤマ　カンタ [2] ムラシマ　ユウタ

169 勝山 幹太(3) 111 村島 優太(3)
[3] ナカセ　タイチ [4] キタムラ　タクマ

167 中瀬 太一(3) 109 北村 逞(3)
ヒメジナダ

2 姫路灘・兵庫 5 q 44.12
[1] ヤマザキ　タイチ [2] フジオ　コウダイ

280 山﨑 大馳(2) 279 藤尾 晃大(2)
[3] ハヤシ　タカヤ [4] タナカ　リョウガ

277 林 剛也(3) 276 田中 峻雅(3)
ナガハマニシ

3 長浜西・滋賀 7 q 44.24
[1] ミヤガワ　ヨシキ [2] カワカミ　ショウタ

676 宮川 善貴(3) 675 川上 昇大(3)
[3] テザキ　シンジ [4] マツイ　ヨシマサ

632 手﨑 真志(3) 608 松居 慶眞(3)
シンジョウ

4 新庄・奈良 8 45.71
[1] ハナオカ　タクミ [2] サワイ　トワ

469 花岡 拓実(3) 472 澤井 翔和(3)
[3] ヤマオカ　ヒロト [4] タカギ　ハヤト

470 山岡 寛太(3) 471 高木 駿利(3)
イワデダイニ

5 岩出第二・和歌山 3 45.73
[1] ミヤモト　ユヅキ [2] トウゲ　イブキ

382 宮本 悠月(3) 384 峠 一歩輝(3)
[3] ナカシマ　カズキ [4] オガワ　サキト

383 中島 和毅(3) 385 小川 幸輝磨(2)
オトコヤマサン

6 男山三・京都 4 46.29
[1] ナカジマ　ケイタ [2] キタムラ　ユウタ

582 中島 敬太(3) 583 北村 優太(3)
[3] キタムラ　ショウタ [4] イノウエ　レオ

584 北村 翔太(3) 585 井上 怜旺(2)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
カコガワ

1 加古川・兵庫 5 Q 43.82
[1] サカモト　マサト [2] マツシタ　アユム

273 坂本 誠人(3) 271 松下 歩(3)
[3] ハラシナ　アユキ [4] ノウショウ　ソラ

272 原科 歩季(3) 270 納庄 青空(3)
ヒヨシ

2 日吉・滋賀 6 q 44.18
[1] ヤマモト　ユウイチロウ [2] イトウ　ハルト

674 山本 悠一郎(2) 604 伊藤 大翔(2)
[3] オクダ　ジョウ [4] フルタ　リョウヤ

672 奥田 将生(3) 611 古田 凌也(3)
ナガオカサン

3 長岡三・京都 4 44.78
[1] ヤマモト　ハヤト [2] ニシミヤ　ダイキ

578 山本 隼(2) 577 西宮 大貴(3)
[3] コマキ　トキハ [4] アガタ　ユウマ

576 小牧 凱羽(3) 508 阿形 悠真(3)
タカツミ

4 高積・和歌山 7 45.04
[1] ナガノ　イツキ [2] カワサキ　レイア

312 永野 樹(3) 328 川﨑 麗亜(3)
[3] イワイ　コウセイ [4] オクムラ　リオ

305 岩井 晃成(2) 341 奥村 莉生(3)
タカツキジュウ

5 高槻十・大阪 8 45.18
[1] カタヤマ　ハルル [2] オオカワ　リク

175 片山 喜琉(3) 139 大川 陸(3)
[3] ハヤシ　コウタロウ [4] ヒサタニ　レン

176 林 孝太郎(2) 177 久谷 漣(3)
テンリキタ

6 天理北・奈良 3 45.35
[1] ウエダ　コウダイ [2] オカハシ　ユウタ

476 上田 晃大(3) 475 岡橋 悠太(3)
[3] タマオキ　レイ [4] ハギハラ　ヒュウガ

477 玉置 怜(3) 404 萩原 彪河(2)

2021/08/ 07 12:48:14

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
ニシノミヤシオセ

1 西宮塩瀬・兵庫 6 Q 43.96
[1] ヨシムラ　カズキ [2] トシツナ　アキヒロ

283 吉邑 一希(2) 207 年綱 晃広(3)
[3] モリヤマ　ソラト [4] クドウ　ヒロナリ

285 森山 空翔(3) 281 工藤 弘成(2)
カメオカ

2 亀岡・京都 5 q 44.13
[1] マスダ　ユウイチロウ [2] サカモト　シンノスケ

570 増田 雄一郎(3) 571 坂本 新ノ助(3)
[3] フジモト　マサヒロ [4] ミズタ　ユウキ

573 藤本 昌大(3) 572 水田 優貴(3)
リュウゲ

3 龍華・大阪 4 q 44.40
[1] オクノ　ヨシキ [2] マエソノ　ユキノブ

171 奥野 慶希(3) 129 前園 幸伸(3)
[3] シブヤ　ユウスケ [4] ナカタ　ケイスケ

172 渋谷 佑介(3) 173 中田 圭祐(3)
リットウニシ

4 栗東西・滋賀 7 44.44
[1] フジムラ　ナオト [2] モリグチ　ショウマ

678 藤村 直人(3) 613 森口 匠真(3)
[3] カドタ　ダイキ [4] ニシカワ　ヒロタカ

614 門田 大輝(3) 637 西川 大貴(3)
キンダイワ

5 近大和・和歌山 8 44.97
[1] イシカワ　リョウ [2] タケダ　レオ

378 石川 遼(2) 307 竹田 怜央(3)
[3] マエナカ　ハヤト [4] アンボ　ハルカ

334 前中 颯斗(3) 377 安保 悠圭(2)
トミオミナミ

6 富雄南・奈良 3 46.59
[1] マツイ　ヒロト [2] ヨシダ　ケンタロウ

479 松井 洸翔(2) 449 吉田 健太郎(3)
[3] ムラヤマ　カズトシ [4] ナカタニ　ユキヤ

428 村山 和駿(3) 481 中谷 倖也(3)

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
日本中学記録 42.25 斎藤・田村・内屋・大石 (静岡・吉田) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/7 10:00 (3-1+5)
近畿中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 (滋賀・双葉) 2017 熊本 決勝 8/7 15:15 

大会記録 42.91 鍋島・西村・西野・須戸 (滋賀・双葉) 2017 西京極

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
サクヤコノハナ

1 咲くやこの花・大阪 5 43.03
[1] カツヤマ　カンタ [2] ムラシマ　ユウタ

169 勝山 幹太(3) 111 村島 優太(3)
[3] ナカセ　タイチ [4] キタムラ　タクマ

167 中瀬 太一(3) 109 北村 逞(3)
カコガワ

2 加古川・兵庫 7 43.10
[1] サカモト　マサト [2] マツシタ　アユム

273 坂本 誠人(3) 271 松下 歩(3)
[3] ハラシナ　アユキ [4] ノウショウ　ソラ

272 原科 歩季(3) 270 納庄 青空(3)
ヒメジナダ

3 姫路灘・兵庫 6 43.47
[1] ヤマザキ　タイチ [2] ムラセ　ショウタ

280 山﨑 大馳(2) 206 村瀬 翔汰(2)
[3] ハヤシ　タカヤ [4] タナカ　リョウガ

277 林 剛也(3) 276 田中 峻雅(3)
ヒヨシ

4 日吉・滋賀 8 43.48
[1] ヤマモト　ユウイチロウ [2] イトウ　ハルト

674 山本 悠一郎(2) 604 伊藤 大翔(2)
[3] オクダ　ジョウ [4] フルタ　リョウヤ

672 奥田 将生(3) 611 古田 凌也(3)
ニシノミヤシオセ

5 西宮塩瀬・兵庫 4 43.55
[1] ヨシムラ　カズキ [2] トシツナ　アキヒロ

283 吉邑 一希(2) 207 年綱 晃広(3)
[3] モリヤマ　ソラト [4] クドウ　ヒロナリ

285 森山 空翔(3) 281 工藤 弘成(2)
ナガハマニシ

6 長浜西・滋賀 3 43.90
[1] ミヤガワ　ヨシキ [2] ホンジョウ　タカキ

676 宮川 善貴(3) 630 本庄 喬貴(3)
[3] テザキ　シンジ [4] マツイ　ヨシマサ

632 手﨑 真志(3) 608 松居 慶眞(3)
カメオカ

7 亀岡・京都 9 44.10
[1] マスダ　ユウイチロウ [2] サカモト　シンノスケ

570 増田 雄一郎(3) 571 坂本 新ノ助(3)
[3] フジモト　マサヒロ [4] ミズタ　ユウキ

573 藤本 昌大(3) 572 水田 優貴(3)
リュウゲ

8 龍華・大阪 2 44.33
[1] オクノ　ヨシキ [2] マエソノ　ユキノブ

171 奥野 慶希(3) 129 前園 幸伸(3)
[3] シブヤ　ユウスケ [4] ナカタ　ケイスケ

172 渋谷 佑介(3) 173 中田 圭祐(3)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子走高跳
日本中学記録 2.10 境田　裕之 (北海道・春光台) 1986 国立 決勝 8/7 10:00 
近畿中学記録 2.06 松井　紀之 (奈良・田原本) 1986 橿原

大会記録 2.00 古川　浩司 (滋賀・米原) 1992 紀三井寺

〈〈 決勝 〉〉

1組
|1.65|1.70|1.75|1.80|1.85|1.88|1.89|

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |1.90|1.91|1.92|1.93|1.94|1.95|     

ヤマシロ　イチイ カミギョウ |xo  |o   |o   |o   |o   |o   |o   |

1 531 山代　壱意 3 上京・京都 11 1.94 |o   |o   |o   |xo  |xo  |xxx |     

カタヤマ　レオ ヒガシヨド |o   |o   |o   |o   |o   |xxx |     

2 132 片山　怜弦 3 東淀・大阪 16 1.85                                     

ウエダ　ユラ タワラモトキタ |-   |-   |o   |o   |xxo |xxx |     

3 431 上田　優空 3 田原本北・奈良 9 1.85                                     

カンザキ　ハヤト ニシワキ |-   |o   |xo  |o   |xxx |          

4 231 神崎　隼人 3 西脇・兵庫 8 1.80                                     

サトウ　タクマ シュウガクイン |o   |xxo |xo  |xxx |               

5 533 佐藤　拓眞 3 修学院・京都 6 1.75                                     

ミウラ　ハヤト サンゴウ |o   |o   |xxo |xxx |               

6 432 三浦　颯斗 3 三郷・奈良 12 1.75                                     

イノモト　ソウイチロウ オオミヤ |o   |xo  |xxo |xxx |               

7 532 井本　蒼一朗 3 大宮・京都 17 1.75                                     

タカシマ　カイ ヒノ |o   |o   |xxx |                    

8 631 高嶋　快 3 日野・滋賀 7 1.70                                     

テザキ　シンジ ナガハマニシ |o   |o   |xxx |                    

8 632 手﨑　真志 3 長浜西・滋賀 13 1.70                                     

フクダ　カズマ スミレ |-   |xo  |xxx |                    

10 131 福田　和真 3 菫・大阪 3 1.70                                     

カワナカ　トウヤ カホク |o   |xo  |xxx |                    

10 331 川中　透矢 3 河北・和歌山 18 1.70                                     

ウエダ　アイル タンバカイバラ |xxo |xo  |xxx |                    

12 233 上田　愛留 3 丹波柏原・兵庫 15 1.70                                     

ドイ　ユウキ タカツミ |o   |xxo |xxx |                    

13 333 土居　悠希 3 高積・和歌山 5 1.70                                     

ニシノ　コハク タカツキジュウ |-   |xxo |xxx |                    

13 133 西野　琥珀 3 高槻十・大阪 14 1.70                                     

ヒヤ　ケンタロウ カシバニシ |o   |xxx |                         

15 433 肥谷　健太郎 3 香芝西・奈良 4 1.65                                     

トクイ　ヒビキ キノカワ |xxo |xxx |                         

16 332 徳井　日々希 3 紀之川・和歌山 2 1.65                                     

ウエダ　レン コホク |xxx |                              

633 植田　憐 3 湖北・滋賀 1 NM                                     

フジワラ　タイチ テンノウジガワ |-   |-   |xxx |                    

232 藤原　大知 3 天王寺川・兵庫 10 NM                                     

NM:計測無し  o:有効試技  x:無効試技  -:パス  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子棒高跳
日本中学記録 5.05 古澤　一生 (群馬・高崎新町) 2018 大阪城ホール 決勝 8/6 10:30 
近畿中学記録 4.90 浅野　喜洋 (兵庫・広陵) 2001 鴻ノ池

大会記録 4.60 浅野　喜洋 (兵庫・広陵) 2000 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組
|3.20|3.40|3.60|3.70|3.80|

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |3.90|4.00|4.10|4.20|4.30|

マエナカ　ハヤト キンダイワ |-   |-   |-   |-   |o   |
1 334 前中　颯斗 3 近大和・和歌山 2 4.20 |o   |o   |o   |o   |xxx |

タナカ　ユウキ イケダ |-   |-   |-   |o   |-   |
2 134 田中　悠貴 3 池田・大阪 1 4.00 |xxo |o   |xxx |          

ナガノ　トウヤ タワラモトキタ |-   |-   |o   |o   |o   |
3 434 長野　董也 3 田原本北・奈良 11 3.90 |o   |xxx |               

スギモト　サトアキ ウエノ |-   |-   |xo  |o   |o   |
4 234 杉本　惺昭 2 上野・兵庫 5 3.80 |xxx |                    

ナカムラ　キョウ ラクホク |-   |o   |o   |o   |xo  |
5 534 中村　響大 3 洛北・京都 12 3.80 |x-  |xx  |               

タナカ　サトシ イケダ |-   |o   |xo  |x-  |xx  |
6 135 田中　聖士 3 池田・大阪 10 3.60                           

ワタナベ　ソラ ヒガシアビコ |o   |o   |xxx |          
7 136 渡辺　空 3 東我孫子・大阪 6 3.40                           

イチオカ　ショウゴ ソノダ |o   |xxx |               
8 235 市岡　将護 3 園田・兵庫 8 3.20                           

イデ　リョウタ サイキョウフゾク |o   |xxx |               
8 535 井手　涼太 3 西京附属・京都 9 3.20                           

フナオク　リント ソノダ |xo  |xxx |               
10 236 船奥　凛斗 3 園田・兵庫 3 3.20                           

ヤマモト　ユメト タワラモト |xo  |xxx |               
10 435 山本　夢斗 3 田原本・奈良 4 3.20                           

フカオ　リルキ ハヤマ |xo  |xxx |               
10 634 深尾　俐瑠紀 3 葉山・滋賀 13 3.20                           

ニシノ　タクマ ツゲ |xxx |                    
436 西野　琢真 3 都祁・奈良 7 NM                           

カワゾエ　イブキ カモガワ |xxx |                    
536 川添　勇吹 3 加茂川・京都 14 NM                           

NM:計測無し  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子走幅跳
日本中学記録 7.40 和田　晃輝 (大阪・楠葉西) 2016 枚方 決勝 8/6 12:50 
近畿中学記録 7.40 和田　晃輝 (大阪・楠葉西) 2016 枚方

大会記録 7.20 寺野　伸一 (大阪・狭山) 1994 長居第二

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

フジモト　リョウヤ ホウジョウ   +1.4        +1.4  +0.5        +3.3 

1 238 藤本　涼哉 3 北条・兵庫 12 w6.77 (+3.3) 公認:6.76(1.4) | 6.76|    x| 6.52| 6.49|    x| 6.77|

マツダ　タツヤ サイトニシ   -2.2        +2.2        +1.3  +4.1 

2 138 松田　竜弥 3 彩都西・大阪 18 w6.75 (+4.1) 公認:6.47(1.3) | 6.15|    x| 6.45|    x| 6.47| 6.75|

オカニシ　リキ オウジミナミ         +1.2  +0.8  +1.9  +1.4       

3 437 岡西　璃輝 3 王寺南・奈良 4 6.64 (+1.9) |    x| 6.31| 6.22| 6.64| 6.48|    x|

ニシカワ　ヒロタカ リットウニシ   +3.0  +0.8        +0.4  +0.8       

4 637 西川　大貴 3 栗東西・滋賀 8 w6.64 (+3.0) 公認:6.46(0.4) | 6.64| 4.70|    x| 6.46| 6.38|    x|

オオカワ　リク タカツキジュウ               +3.6  +5.0        +1.9 

5 139 大川　陸 3 高槻十・大阪 16 6.59 (+1.9) |    x|    x| 6.41| 6.49|    x| 6.59|

モリ　アキノリ コオリヤマ         +2.7        +2.5             

6 438 森　明徳 3 郡山・奈良 7 w6.58 (+2.5) |    x| 6.54|    x| 6.58|    x|    x|

ハセガワ　ユウキ カミカスミイチ   -0.4        -0.2  +2.6  +2.8  -0.3 

7 237 長谷川　侑輝 3 香美香住一・兵庫 1 w6.56 (+2.8) 公認:6.47(-0.3) | 6.32|    x| 6.43| 6.32| 6.56| 6.47|

カドワキ　コウセイ コウベモトヤマ         +1.9  +3.8  +0.4  +2.1  +0.4 

8 239 門脇　功成 3 神戸本山・兵庫 15 w6.38 (+3.8) 公認:6.32(1.9) |    x| 6.32| 6.38| 6.03| 6.22| 6.10|

ナカザキ　カイト スミエガオカ   +0.8  +0.7  +1.3                   

9 137 中崎　櫂斗 3 墨江丘・大阪 11 6.27 (+0.7) | 6.08| 6.27| 6.02|     |     |     |

モチダ　ヒュウガ オオヨド         +3.1  -2.2                   

10 439 持田　日向 3 大淀・奈良 10 w6.23 (+3.1) 公認:5.74(-2.2) |    x| 6.23| 5.74|     |     |     |

サカイ　コウセイ イナハラ         +1.0  +3.0                   

11 338 坂井　孝成 3 稲原・和歌山 14 w6.13 (+3.0) 公認:6.09(1.0) |    x| 6.09| 6.13|     |     |     |

ニシムラ　セイト シュウガクイン   -0.2  +3.5  +4.2                   

12 539 西村　星都 3 修学院・京都 2 w6.13 (+4.2) 公認:5.80(-0.2) | 5.80| 5.78| 6.13|     |     |     |

マスヤマ　キラト コウナン   +1.7  -0.1  +1.2                   

13 638 増山　煌冨 3 甲南・滋賀 5 6.06 (-0.1) | 6.03| 6.06| 5.96|     |     |     |

イダ　ダイキ セイリュウ               +2.5                   

14 337 井田　大貴 3 清流・和歌山 6 w6.04 (+2.5) |    x|    x| 6.04|     |     |     |

ツジモト　ユウセイ キシガワ         +3.6                         

15 339 辻本　悠晴 2 貴志川・和歌山 9 w5.88 (+3.6) |    x| 5.88|    x|     |     |     |

オオワタリ　ヒロト ラクホク               -0.6                   

16 537 大渡　傳人 3 洛北・京都 13 5.40 (-0.6) |    x|    x| 5.40|     |     |     |

ナカハシ　チカラ ナンゴウ                                      

639 中橋　知良 3 南郷・滋賀 3 NM |    x|    x|    x|     |     |     |

イマイ　リョウスケ リツウジ                                      

538 今井　良亮 3 立宇治・京都 17 NM |    x|    x|    x|     |     |     |

w:追風参考  NM:計測無し  x:無効試技  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子三段跳
日本中学記録 14.58 小栗　忠 (静岡・笠井) 1992 草薙 決勝 8/7 12:00 
近畿中学記録 14.54 澤　　秀典 (京都・樫原) 1998 山城

大会記録 14.32 宮尾　真仁 (兵庫・烏帽子) 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ニシムラ　カイト キョクトウ         +1.2  +0.5  +1.0  +1.0  +0.2 

1 140 西村　快斗 3 旭東・大阪 16 13.12 (+1.0) |    x|12.80|12.69|13.12|12.84|12.92|

コヤマ　カイ ハイバラ   +1.4  +1.1  +1.7  +1.0  +1.2       

2 440 小山　海 3 榛原・奈良 4 13.10 (+1.1) |13.00|13.10|12.84|12.80|12.81|    x|

ハシダ　リク カナン   +1.7  +1.5  +3.4  +1.6  -0.1  +0.5 

3 141 橋田　吏丘 3 河南・大阪 2 13.00 (+1.7) |13.00|11.67|12.78|11.89|12.00|12.36|

キソオ　コウセイ カモガワ   +4.0  +2.7  +0.4              +1.4 

4 540 木曽尾　光星 3 加茂川・京都 10 12.78 (+1.4) |12.42|12.40|12.69|    x|    x|12.78|

ナカムラ　トモキ サクヤコノハナ   +1.0  +1.5  +1.8  +1.0  +0.8  +0.6 

5 142 中村　知毅 3 咲くやこの花・大阪 12 12.78 (+1.0) |12.78|12.38|12.06|12.27|12.22|12.60|

イハラ　アオバ フタミ         +0.6  +2.1  +1.2             

6 241 井原　碧葉 2 二見・兵庫 13 w12.72 (+2.1) 公認:12.59(0.6) |    x|12.59|12.72|12.45|    x|    -|

コバヤシ　カナト ヒノ         +1.9  -0.8        +0.2  +0.5 

7 640 小林　奏斗 3 日野・滋賀 8 12.59 (+1.9) |    x|12.59|12.53|    x|11.45|12.57|

ワタナベ　ソラ コウベトモガオカ         +2.6        +1.7        +0.1 

8 242 渡邉　奏良 3 神戸友が丘・兵庫 15 w12.59 (+2.6) 公認:12.49(1.7) |    x|12.59|    x|12.49|    x|12.31|

ヤモチ　コウセイ カイチ   +0.9  +3.2  +1.0                   

9 340 矢持　皓聖 3 開智・和歌山 17 12.58 (+1.0) |12.31|12.38|12.58|     |     |     |

キタガワ　オサム ソウヨウ               -2.3                   

10 641 北川　修 3 双葉・滋賀 5 12.57 (-2.3) |    x|    x|12.57|     |     |     |

セリ　タイエイ ヒコネヒガシ   +0.5  +0.4  +0.6                   

11 642 善利　諦英 3 彦根東・滋賀 1 12.52 (+0.5) |12.52|11.95|11.87|     |     |     |

フジイ　トワ タナベ   +1.6        +0.2                   

12 542 藤井　飛和 3 田辺・京都 14 12.46 (+1.6) |12.46|    x|12.40|     |     |     |

オクムラ　リオ タカツミ         +0.4                         

13 341 奥村　莉生 3 高積・和歌山 6 12.44 (+0.4) |    x|12.44|    x|     |     |     |

ムライ　ヒナタ ニシワキミナミ               +0.2                   

14 240 村井　陽向 3 西脇南・兵庫 11 12.42 (+0.2) |    x|    x|12.42|     |     |     |

ウヤマ　アマネ トウダイジガクエン         +2.9                         

15 442 宇山　周 3 東大寺学園・奈良 7 w12.27 (+2.9) |    x|12.27|    x|     |     |     |

アワノ　ショウキ ヒガシジョウヨウ   +1.3  +1.5  +0.5                   

16 541 粟野　翔貴 3 東城陽・京都 3 12.19 (+0.5) |12.12|11.86|12.19|     |     |     |

コウチ　リュウセイ テンリニシ   +2.2  +0.5  +0.4                   

17 441 幸地　琉生 3 天理西・奈良 18 w12.14 (+2.2) 公認:12.08(0.4) |12.14|11.92|12.08|     |     |     |

ミイケ　ホマレ トウワ         +1.1  +1.9                   

18 342 三池　誉 3 東和・和歌山 9 11.79 (+1.1) |    x|11.79|11.28|     |     |     |

w:追風参考  x:無効試技  -:パス  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子砲丸投 [5kg]
日本中学記録 17.85 奥村　仁志 (福井・大野和泉 2015 紀三井寺 決勝 8/7 13:00 
近畿中学記録 16.64 石山　　歩 (兵庫・福崎東) 2011 鴻ノ池

大会記録 16.61 中村健太郎 (大阪・清風南海) 2016 紀三井寺

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ナガエ　ショウタロウ タイセイ                                      

1 343 永江　翔太朗 3 大成・和歌山 10 14.29 |14.03|13.56|14.01|    x|14.11|14.29|

オオノ　カズハル スミエガオカ                                      

2 144 大野　和晴 3 墨江丘・大阪 7 13.65 |13.10|    x|13.08|13.12|13.65|13.58|

カマツカ　カズマ コオリヤマミナミ                                      

3 443 鎌塚　一真 3 郡山南・奈良 5 13.31 |12.60|12.50|10.10|12.79|12.59|13.31|

ムラカミ　ショウタ イマイチ                                      

4 143 村上　翔太 3 今市・大阪 12 13.25 |12.45|12.35|12.85|12.39|13.12|13.25|

ハセガワ　タケル ウエノシバ                                      

5 145 長谷川　雄琉 3 上野芝・大阪 9 13.09 |13.09|13.04|12.92|    x|12.00|    x|

エンドウ　レオナ タカツカサ                                      

6 243 遠藤　玲於奈 3 高司・兵庫 3 12.59 |12.19|12.27|12.55|    x|12.59|12.29|

ヨシダ　ショウイ ツゲ                                      

7 444 吉田　翔維 3 都祁・奈良 15 12.46 |10.59|11.80|12.46|12.02|11.78|11.75|

ウエサカ　ジン テンリニシ                                      

8 445 上阪　仁 3 天理西・奈良 1 12.46 |12.46|11.51|11.94|11.51|11.75|11.68|

ツジムラ　コウタ ナガオカニ                                      

9 544 辻村　昊大 3 長岡二・京都 8 11.93 |11.93|10.98|11.22|     |     |     |

ゴトウ　リク アカシオオクラ                                      

10 244 後藤　璃久 3 明石大蔵・兵庫 11 11.86 |11.86|11.71|    x|     |     |     |

オオシマ　サクヤ カタギハラ                                      

11 543 大島　朔哉 3 樫原・京都 4 11.69 |11.69|11.29|11.16|     |     |     |

カトウ　ノア カセイ                                      

12 344 加藤　希歩 3 河西・和歌山 18 11.65 |11.24|11.65|    x|     |     |     |

マツウラ　イブキ シカマヒガシ                                      

13 245 松浦　伊吹 3 飾磨東・兵庫 16 11.36 |11.36|11.03|11.25|     |     |     |

イノウエ　エイコウ ハチマン                                      

14 643 井上　栄幸 3 八幡・滋賀 2 11.35 |10.98|11.35|10.79|     |     |     |

メグシ　ソウジロウ ナガオカニ                                      

15 545 目串　蒼次郎 3 長岡二・京都 17 10.94 |10.85|10.94|10.86|     |     |     |

マスダ　キヨマサ チュウズ                                      

16 644 益田　聖正 3 中主・滋賀 6 10.86 |    x|10.49|10.86|     |     |     |

ヨコヤマ　ルイ ツチヤマ                                      

17 645 横山　月依 2 土山・滋賀 13 10.42 | 9.91|    x|10.42|     |     |     |

ニシナカ　ヤマト シモツダイイチ                                      

18 345 西中　大和 3 下津第一・和歌山 14 9.01 | 8.46| 9.01| 8.96|     |     |     |
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子円盤投 [1.5kg]
日本中学記録 51.23 幸長　慎一 (兵庫・姫路東) 2012 日産 決勝 8/6 10:00 
近畿中学記録 51.23 幸長　慎一 (兵庫・姫路東) 2012 日産

大会記録 48.43 執行　大地 (兵庫・平野) 2016 紀三井寺

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

タカセ　ソウタ アカシオオクラ                                      

1 246 高瀬　蒼太 3 明石大蔵・兵庫 4 39.97 |37.61|39.97|    x|    x|35.83|38.46|

ハベ　タクマ シモギョウ                                      

2 546 波部　拓真 3 下京・京都 15 35.95 |    x|35.07|35.95|35.23|    x|34.26|

ニシオカ　ダイチ ヤギ                                      

3 446 西岡　大地 3 八木・奈良 9 35.73 |33.21|31.67|33.90|    x|35.73|34.21|

オオスミ　マツキ カンマキ                                      

4 447 大住　槙月 3 上牧・奈良 7 35.04 |34.53|34.25|    x|32.83|    x|35.04|

カリヤゾノ　レン ウメヅ                                      

5 547 仮屋薗　漣 3 梅津・京都 18 34.59 |32.21|34.59|33.62|32.40|31.29|33.64|

ナカタニ　レオン ハリマ                                      

6 248 中谷　澪音 3 播磨・兵庫 10 33.92 |30.82|33.55|33.54|30.67|33.92|33.59|

ツチダ　タイガ カナン                                      

7 646 土田　大雅 3 河南・滋賀 17 32.87 |30.12|27.67|32.87|31.13|32.33|31.37|

コスギ　ハルヒ ニシヨド                                      

8 146 小杉　春陽 3 西淀・大阪 11 32.30 |31.17|31.65|31.90|    x|32.30|31.40|

ムラタ　ヨウスケ サンリョウ                                      

9 147 村田　陽介 3 三稜・大阪 2 31.89 |29.92|31.06|31.89|     |     |     |

モリタ　コタロウ トヨナカイチ                                      

10 148 森田　鼓太郎 3 豊中一・大阪 16 31.83 |31.83|31.04|30.51|     |     |     |

ホンダ　トキ ヤクノ                                      

11 548 本田　斗輝 2 夜久野・京都 12 31.83 |24.37|28.67|31.83|     |     |     |

クロカワ　ヒヅキ ニシワキ                                      

12 247 黒河　陽月 3 西脇・兵庫 14 31.29 |    x|24.04|31.29|     |     |     |

ツダ　カズキ シンドウ                                      

13 647 津田　和輝 3 新堂・滋賀 5 31.08 |31.08|28.65|    x|     |     |     |

ヤマノウチ　ナチ ミナベ                                      

14 346 山ノ内　那智 3 南部・和歌山 3 31.08 |28.35|    x|31.08|     |     |     |

タニヤマ　タツヤ ゴセ                                      

15 448 谷山　達也 3 御所・奈良 13 30.71 |28.82|29.58|30.71|     |     |     |

ヨネザキ　ハルト イシベ                                      

16 648 米崎　暖翔 2 石部・滋賀 1 28.06 |27.96|28.06|27.76|     |     |     |

フクヤマ　ソウマ コウヨウ                                      

17 347 福山　蒼真 3 向陽・和歌山 6 26.76 |26.76|23.98|25.90|     |     |     |

ワタリ　マサヤ カイチ                                      

18 348 渡里　将也 3 開智・和歌山 8 22.59 |    x|22.59|22.38|     |     |     |
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子四種競技
日本中学記録 3091 高橋　大史 (山形・上山南) 2020 日産 決勝 8/6 15:55
近畿中学記録 3054 中村　　仁 (兵庫・播磨南) 2004 敷　島

大会記録 3038 谷　浩二朗 (兵庫・有野北) 2007 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イケダ　ケント キタテシマ

1 149 池田　健人 3 北豊島・大阪 2 w2731 w 14.91(2.1)-12.56-1.75-53.85

ミサワ　ケンシン フタミ

2 249 三澤　堅心 3 二見・兵庫 9 2456 14.94(1.7)-10.40-1.65-55.34

コバヤシ　ユウセイ ハリマ

3 251 小林　勇惺 3 播磨・兵庫 14 w2422 w 15.43(3.0)-10.92-1.70-56.52

ウエキ　ソウマ サンリョウ

4 151 樹　壮真 3 三稜・大阪 8 2263 16.06(1.7)-10.41-1.55-54.95

ヨシダ　ケンタロウ トミオミナミ

5 449 吉田　健太郎 3 富雄南・奈良 10 2258 16.71(1.7)-11.42-1.65-56.81

ミヤケ　タカト キヅニ

6 549 三宅　雄大 3 木津二・京都 17 w2245 w 15.68(3.0)-10.13-1.65-58.12

ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ

7 250 檜垣　禮人 3 上ケ原・兵庫 5 w2242 w 15.77(2.1)-9.23-1.55-54.55

シミズ　ショウ ラクナン

8 550 清水　獅王 2 洛南・京都 11 2196 16.22(1.7)-11.07-1.55-57.24

メカタ　リョウ チョウオウ

9 649 目片　亮 2 朝桜・滋賀 3 w2190 w 16.37(2.1)-9.10-1.70-56.98

コジマ　ユウヤ アオヤマダイ

10 150 小島　裕也 3 青山台・大阪 16 w2145 w 16.77(3.0)-12.08-1.55-58.67

タキモリ　マサヒロ サンゴウ

11 450 滝森　誠大 3 三郷・奈良 15 w2099 w 16.82(3.0)-11.55-1.45-56.88

ムラセ　ユヅキ キヅ

12 551 村瀬　悠月 3 木津・京都 4 w2097 w 16.24(2.1)-7.54-1.60-55.26

マノ　リツ オウジヤマ

13 650 眞野　吏津 2 皇子山・滋賀 12 2061 15.94(1.7)-8.77-1.70-1:01.45

ハシモト　レン トウダイジガクエン

14 451 橋本　蓮 2 東大寺学園・奈良 6 w1981 w 17.60(2.1)-9.02-1.70-59.01

マツモト　ハルミ ゴボウ

15 351 松本　春魅 3 御坊・和歌山 18 w1462 w 18.69(3.0)-8.11-1.45-1:04.34

オオジ　リュウノスケ カミトンダ

16 350 大地　隆之亮 2 上富田・和歌山 1 w1359 w 18.33(2.1)-8.31-NM-58.08

フルヤ　カンタロウ ナガハマニシ

17 651 古谷　貫太郎 3 長浜西・滋賀 13 w1312 w 17.85(3.0)-8.43-NM-1:00.95

ユカワ　レン タイセイ

18 335 湯川　蓮 3 大成・和歌山 7 1290 17.33(1.7)-7.70-NM-1:01.88

w:追風参考  NM:計測無し 
2021/08/07 15:39:48
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子110mH [91.4cm]
日本中学記録 13.74 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 10:20 
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ

大会記録 13.88 田原　歩睦 (奈良・平城東) 2019 皇子山

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イケダ　ケント キタテシマ 860

1 149 池田　健人 3 北豊島・大阪 4 w14.91
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 759

2 250 檜垣　禮人 3 上ケ原・兵庫 7 w15.77
ムラセ　ユヅキ キヅ 706

3 551 村瀬　悠月 3 木津・京都 6 w16.24
メカタ　リョウ チョウオウ 692

4 649 目片　亮 2 朝桜・滋賀 5 w16.37
ハシモト　レン トウダイジガクエン 563

5 451 橋本　蓮 2 東大寺学園・奈良 8 w17.60
オオジ　リュウノスケ カミトンダ 493

6 350 大地　隆之亮 2 上富田・和歌山 3 w18.33

2組 (+1.7 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ミサワ　ケンシン フタミ 857

1 249 三澤　堅心 3 二見・兵庫 5 14.94
マノ　リツ オウジヤマ 740

2 650 眞野　吏津 2 皇子山・滋賀 8 15.94
ウエキ　ソウマ サンリョウ 726

3 151 樹　壮真 3 三稜・大阪 4 16.06
シミズ　ショウ ラクナン 708

4 550 清水　獅王 2 洛南・京都 7 16.22
ヨシダ　ケンタロウ トミオミナミ 655

5 449 吉田　健太郎 3 富雄南・奈良 6 16.71
ユカワ　レン タイセイ 590

6 335 湯川　蓮 3 大成・和歌山 3 17.33

3組 (+3.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 798

1 251 小林　勇惺 3 播磨・兵庫 4 w15.43
ミヤケ　タカト キヅニ 769

2 549 三宅　雄大 3 木津二・京都 7 w15.68
コジマ　ユウヤ アオヤマダイ 648

3 150 小島　裕也 3 青山台・大阪 6 w16.77
タキモリ　マサヒロ サンゴウ 643

4 450 滝森　誠大 3 三郷・奈良 5 w16.82
フルヤ　カンタロウ ナガハマニシ 539

5 651 古谷　貫太郎 3 長浜西・滋賀 3 w17.85
マツモト　ハルミ ゴボウ 460

6 351 松本　春魅 3 御坊・和歌山 8 w18.69

w:追風参考  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子砲丸投 [4kg]
決勝 8/6 11:50 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |

イケダ　ケント キタテシマ 640                                      

1 149 池田　健人 3 北豊島・大阪 7 12.56 |12.56|12.34|    x|

コジマ　ユウヤ アオヤマダイ 611                                      

2 150 小島　裕也 3 青山台・大阪 10 12.08 |12.08|11.30|11.86|

タキモリ　マサヒロ サンゴウ 579                                      

3 450 滝森　誠大 3 三郷・奈良 5 11.55 |11.55|    x|    x|

ヨシダ　ケンタロウ トミオミナミ 571                                      

4 449 吉田　健太郎 3 富雄南・奈良 15 11.42 |11.34|11.42|11.36|

シミズ　ショウ ラクナン 550                                      

5 550 清水　獅王 2 洛南・京都 4 11.07 |10.34|11.07|10.56|

コバヤシ　ユウセイ ハリマ 541                                      

6 251 小林　勇惺 3 播磨・兵庫 6 10.92 |    x|10.92|10.55|

ウエキ　ソウマ サンリョウ 510                                      

7 151 樹　壮真 3 三稜・大阪 16 10.41 |10.41| 9.58| 8.12|

ミサワ　ケンシン フタミ 510                                      

8 249 三澤　堅心 3 二見・兵庫 17 10.40 | 8.45| 9.25|10.40|

ミヤケ　タカト キヅニ 493                                      

9 549 三宅　雄大 3 木津二・京都 11 10.13 |10.13|    x| 9.82|

ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 440                                      

10 250 檜垣　禮人 3 上ケ原・兵庫 2 9.23 | 8.38| 9.07| 9.23|

メカタ　リョウ チョウオウ 432                                      

11 649 目片　亮 2 朝桜・滋賀 8 9.10 | 8.76| 9.10| 9.00|

ハシモト　レン トウダイジガクエン 427                                      

12 451 橋本　蓮 2 東大寺学園・奈良 12 9.02 | 8.57| 8.69| 9.02|

マノ　リツ オウジヤマ 412                                      

13 650 眞野　吏津 2 皇子山・滋賀 18 8.77 | 8.55| 8.77| 8.67|

フルヤ　カンタロウ ナガハマニシ 392                                      

14 651 古谷　貫太郎 3 長浜西・滋賀 1 8.43 | 8.43| 8.04| 7.98|

オオジ　リュウノスケ カミトンダ 385                                      

15 350 大地　隆之亮 2 上富田・和歌山 3 8.31 | 6.93| 8.04| 8.31|

マツモト　ハルミ ゴボウ 373                                      

16 351 松本　春魅 3 御坊・和歌山 9 8.11 | 7.55| 7.75| 8.11|

ユカワ　レン タイセイ 349                                      

17 335 湯川　蓮 3 大成・和歌山 13 7.70 | 7.12| 7.70| 7.60|

ムラセ　ユヅキ キヅ 339                                      

18 551 村瀬　悠月 3 木津・京都 14 7.54 | 7.36| 7.27| 7.54|
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子走高跳
日本中学記録 2.10 境田　裕之 (北海道・春光台) 1986 国立 決勝 8/6 13:40 
近畿中学記録 2.06 松井　紀之 (奈良・田原本) 1986 橿原

大会記録 2.00 古川　浩司 (滋賀・米原) 1992 紀三井寺

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |1.65|1.70|1.75|1.78|

イケダ　ケント キタテシマ 585  
1 149 池田　健人 3 北豊島・大阪 3 1.75 |o   |xo  |xo  |xxx |

コバヤシ　ユウセイ ハリマ 544  
2 251 小林　勇惺 3 播磨・兵庫 1 1.70 |o   |xo  |xxx |     

ミサワ　ケンシン フタミ 504  
3 249 三澤　堅心 3 二見・兵庫 2 1.65 |o   |xxx |          

2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |1.45|1.50|1.55|1.60|1.65|1.70|1.75|

ハシモト　レン トウダイジガクエン 544  
1 451 橋本　蓮 2 東大寺学園・奈良 6 1.70 |-   |o   |o   |o   |xo  |o   |xxx |

メカタ　リョウ チョウオウ 544  
2 649 目片　亮 2 朝桜・滋賀 9 1.70 |-   |-   |-   |xxo |xo  |o   |xxx |

マノ　リツ オウジヤマ 544  
3 650 眞野　吏津 2 皇子山・滋賀 15 1.70 |-   |-   |-   |-   |o   |xo  |xxx |

ミヤケ　タカト キヅニ 504  
4 549 三宅　雄大 3 木津二・京都 14 1.65 |-   |o   |o   |xo  |xo  |xxx |     

ヨシダ　ケンタロウ トミオミナミ 504  
5 449 吉田　健太郎 3 富雄南・奈良 11 1.65 |-   |xo  |o   |xxo |xo  |xxx |     

ムラセ　ユヅキ キヅ 464  
6 551 村瀬　悠月 3 木津・京都 1 1.60 |-   |xo  |xo  |xxo |xxx |          

ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 426  
7 250 檜垣　禮人 3 上ケ原・兵庫 13 1.55 |-   |o   |o   |xxx |               

コジマ　ユウヤ アオヤマダイ 426  
8 150 小島　裕也 3 青山台・大阪 5 1.55 |o   |xo  |o   |xxx |               

ウエキ　ソウマ サンリョウ 426  
8 151 樹　壮真 3 三稜・大阪 7 1.55 |-   |xo  |o   |xxx |               

シミズ　ショウ ラクナン 426  
10 550 清水　獅王 2 洛南・京都 4 1.55 |xo  |xo  |xxo |xxx |               

タキモリ　マサヒロ サンゴウ 352  
11 450 滝森　誠大 3 三郷・奈良 2 1.45 |xo  |xxx |                         

マツモト　ハルミ ゴボウ 352  
11 351 松本　春魅 3 御坊・和歌山 8 1.45 |xo  |xxx |                         

フルヤ　カンタロウ ナガハマニシ 0  
651 古谷　貫太郎 3 長浜西・滋賀 3 NM |xxx |                              

ユカワ　レン タイセイ 0  
335 湯川　蓮 3 大成・和歌山 10 NM |xxx |                              

オオジ　リュウノスケ カミトンダ 0  
350 大地　隆之亮 2 上富田・和歌山 12 NM |xxx |                              

NM:計測無し  o:有効試技  x:無効試技  -:パス  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通男子400m
日本中学記録 48.18 谷川　鈴扇 (群馬・邑楽) 2009 大分 決勝 8/6 15:55 
近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 (奈良・香芝東) 2014 丸亀

大会記録 49.50 加藤　義孝 (滋賀・聖徳) 1990 明石

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ムラセ　ユヅキ キヅ 588

1 551 村瀬　悠月 3 木津・京都 6 55.26
オオジ　リュウノスケ カミトンダ 481

2 350 大地　隆之亮 2 上富田・和歌山 3 58.08
ハシモト　レン トウダイジガクエン 447

3 451 橋本　蓮 2 東大寺学園・奈良 7 59.01
フルヤ　カンタロウ ナガハマニシ 381

4 651 古谷　貫太郎 3 長浜西・滋賀 8 1:00.95
ユカワ　レン タイセイ 351

5 335 湯川　蓮 3 大成・和歌山 4 1:01.88
マツモト　ハルミ ゴボウ 277

6 351 松本　春魅 3 御坊・和歌山 5 1:04.34

2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ 617

1 250 檜垣　禮人 3 上ケ原・兵庫 8 54.55
ウエキ　ソウマ サンリョウ 601

2 151 樹　壮真 3 三稜・大阪 6 54.95
タキモリ　マサヒロ サンゴウ 525

3 450 滝森　誠大 3 三郷・奈良 3 56.88
メカタ　リョウ チョウオウ 522

4 649 目片　亮 2 朝桜・滋賀 7 56.98
シミズ　ショウ ラクナン 512

5 550 清水　獅王 2 洛南・京都 4 57.24
コジマ　ユウヤ アオヤマダイ 460

6 150 小島　裕也 3 青山台・大阪 5 58.67

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イケダ　ケント キタテシマ 646

1 149 池田　健人 3 北豊島・大阪 7 53.85
ミサワ　ケンシン フタミ 585

2 249 三澤　堅心 3 二見・兵庫 6 55.34
コバヤシ　ユウセイ ハリマ 539

3 251 小林　勇惺 3 播磨・兵庫 4 56.52
ヨシダ　ケンタロウ トミオミナミ 528

4 449 吉田　健太郎 3 富雄南・奈良 8 56.81
ミヤケ　タカト キヅニ 479

5 549 三宅　雄大 3 木津二・京都 5 58.12
マノ　リツ オウジヤマ 365

6 650 眞野　吏津 2 皇子山・滋賀 3 1:01.45
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年女子100m
日本中学記録 11.61 土井　杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 布勢 予選 8/7 10:45 (3-1+5)
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 加古川 決勝 8/7 13:30 

大会記録 12.36 松永　朋子 (兵庫・小野) 2015 鴻ノ池

〈〈 予選 〉〉

1組 (-2.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカオカ　ココナ カタシオ

1 401 中岡　心愛 1 片塩・奈良 6 Q 13.31
スガハラ　サキ トミオカ

2 103 菅原　咲希 1 登美丘・大阪 8 13.50
ダイコク　マオ アワヅ

3 601 大黒　真緒 1 粟津・滋賀 5 13.58
タカハシ　チヨリ フジノモリ

4 503 高橋　千依 1 藤森・京都 7 13.60
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ

5 203 小林　流歌 1 ゆりのき台・兵庫 4 13.60
フルタニ　ユナ カセイ

6 303 古谷　優奈 1 河西・和歌山 3 14.33

2組 (+1.5 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヤマノ　マオ カコガワリョウソウ

1 201 山野　麻緒 1 加古川両荘・兵庫 5 Q 12.93
ミツモト　ユウリ トウカイダイギョウセイ

2 101 光元　友梨 1 東海大仰星・大阪 4 q 13.13
ハシモト　ミヤビ キンダイワ

3 301 橋本　みやび 1 近大和・和歌山 6 q 13.29
ムラカミ　アオイ キヅニ

4 502 村上　蒼彩 1 木津二・京都 7 q 13.39
ヒシダ　カレン オオギ

5 603 菱田　楓恋 1 仰木・滋賀 3 13.62
ヤマナカ　ヒメノ テンリニシ

6 403 山中　姫乃 1 天理西・奈良 8 13.63

3組 (-0.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イトウ　サエ アカシオオクボ

1 202 伊藤　紗英 1 明石大久保・兵庫 7 Q 13.38
クセ　ナツキ サクヤコノハナ

2 102 久世　菜月 1 咲くやこの花・大阪 4 q 13.42
ハシモト　ユナ カンマキ

3 402 橋本　侑奈 1 上牧・奈良 6 q 13.43
ヤマモト　ナツキ ツチヤマ

4 602 山本　渚月 1 土山・滋賀 3 13.66
タナカ　キホ ニッシン

5 302 田中　希歩 1 日進・和歌山 8 13.73
カワノ　ココナ キョウトコウカ

501 川野　心菜 1 京都光華・京都 5 DNS

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年女子100m
日本中学記録 11.61 土井　杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 布勢 予選 8/7 10:45 (3-1+5)
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 加古川 決勝 8/7 13:30 

大会記録 12.36 松永　朋子 (兵庫・小野) 2015 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカオカ　ココナ カタシオ

1 401 中岡　心愛 1 片塩・奈良 7 12.76
ヤマノ　マオ カコガワリョウソウ

2 201 山野　麻緒 1 加古川両荘・兵庫 5 12.81
イトウ　サエ アカシオオクボ

3 202 伊藤　紗英 1 明石大久保・兵庫 6 13.02
ミツモト　ユウリ トウカイダイギョウセイ

4 101 光元　友梨 1 東海大仰星・大阪 4 13.18
クセ　ナツキ サクヤコノハナ

5 102 久世　菜月 1 咲くやこの花・大阪 2 13.19
ハシモト　ミヤビ キンダイワ

6 301 橋本　みやび 1 近大和・和歌山 8 13.22
ハシモト　ユナ カンマキ

7 402 橋本　侑奈 1 上牧・奈良 3 13.25
ムラカミ　アオイ キヅニ

8 502 村上　蒼彩 1 木津二・京都 9 13.29
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

2年女子100m
日本中学記録 11.61 土井　杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 布勢 予選 8/7 11:10 (3-1+5)
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 加古川 決勝 8/7 13:50 

大会記録 12.19 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2004 紀三井寺

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.8 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オオクボ　アオイ オオサカジョガクイン

1 104 大久保　碧 2 大阪女学院・大阪 6 Q w12.41
コタニ　ナナ シガ

2 604 小谷　菜々 2 志賀・滋賀 4 q w12.77
タケダ　カナデ オオエ

3 505 竹田　奏 2 大江・京都 7 q w12.89
タニ　ユアン コウヨウ

4 205 谷　優杏 2 向洋・兵庫 5 q w12.92
ワタイ　ユキ マミガオカ

5 406 綿井　友紀 2 真美ケ丘・奈良 3 w13.21
フジタ　ニナ メイワ

6 305 藤田　新菜 2 明和・和歌山 8 w13.26

2組 (+0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オオマエ　ヒナノ サイデラ

1 106 大前　陽菜乃 2 佐井寺・大阪 7 Q 12.82
マツモト　アイ トウイン

2 304 松本　彩生 2 桐蔭・和歌山 5 q 12.90
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

3 206 松岡　愛菜 2 加古川中部・兵庫 6 13.06
イマイ　リリナ キョウトコウカ

4 504 今井　凛々心 2 京都光華・京都 4 13.29
ヤマダ　モモカ コウヨウ

5 405 山田　桃香 2 光陽・奈良 8 13.46
ヤマモト　コノミ ヒコネチュウオウ

6 606 山本　好 2 彦根中央・滋賀 3 13.62

3組 (-0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オオノ　ミア サクヤコノハナ

1 105 大野　心愛 2 咲くやこの花・大阪 5 Q 12.95
ヒラノ　ミキ リョウナン

2 204 平野　美紀 2 陵南・兵庫 4 q 12.98
マツイ　ミト オオスミ

3 506 松井　美都 2 大住・京都 6 13.10
タテカワ　クララ テンリミナミ

4 404 立川　くらら 2 天理南・奈良 7 13.20
ヤマグチ　カホ タガ

5 605 山口　華穂 2 多賀・滋賀 3 13.49
タナカ　ミユ ジョウトウ

6 306 田中　美結 2 城東・和歌山 8 13.56

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

2年女子100m
日本中学記録 11.61 土井　杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 布勢 予選 8/7 11:10 (3-1+5)
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 加古川 決勝 8/7 13:50 

大会記録 12.19 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2004 紀三井寺

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オオクボ　アオイ オオサカジョガクイン

1 104 大久保　碧 2 大阪女学院・大阪 4 12.53
オオノ　ミア サクヤコノハナ

2 105 大野　心愛 2 咲くやこの花・大阪 5 12.73
オオマエ　ヒナノ サイデラ

3 106 大前　陽菜乃 2 佐井寺・大阪 6 12.78
ヒラノ　ミキ リョウナン

4 204 平野　美紀 2 陵南・兵庫 2 12.84
コタニ　ナナ シガ

5 604 小谷　菜々 2 志賀・滋賀 7 12.95
タケダ　カナデ オオエ

6 505 竹田　奏 2 大江・京都 9 12.98
マツモト　アイ トウイン

7 304 松本　彩生 2 桐蔭・和歌山 8 13.00
タニ　ユアン コウヨウ

8 205 谷　優杏 2 向洋・兵庫 3 13.02

2021/08/ 07 13:52:38
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

3年女子100m
日本中学記録 11.61 土井　杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 布勢 予選 8/6 11:30 (3-1+5)
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 加古川 決勝 8/6 14:55 

大会記録 11.84 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 西京極

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.4 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン

1 207 仲埜　心葉 3 関西学院・兵庫 7 Q 12.23
コマキ　リネ キシ

2 307 駒木　李音 3 貴志・和歌山 5 12.68
カワバタ　コハル ゴカショウ

3 109 川畑　心春 3 五箇荘・大阪 8 12.72
ヨシダ　コハル シキゲ

4 409 吉田　小晏 3 式下・奈良 3 12.82
タナカ　エミリ セイトク

5 607 田中　瑛美莉 3 聖徳・滋賀 4 12.88
コジマ　アノ セイカミナミ

6 509 小島　梓音 3 精華南・京都 6 12.95

2組 (+3.9 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
コウノ　モモ ガモウ

1 107 河野　桃々 3 蒲生・大阪 5 Q w12.30
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

2 208 小林　侑加 3 神戸長坂・兵庫 4 q w12.51
ヤマザキ　ヒナ コウリョウ

3 408 山﨑　日陽 3 広陵・奈良 6 q w12.61
アサダ　マユコ ナガオカ

4 508 浅田　万優子 3 長岡・京都 7 w12.89
ヤマカワ　ナツミ エイゲンジ

5 608 山川　なつみ 3 永源寺・滋賀 8 w12.90
サカジリ　ユミ タイセイ

6 309 坂尻　有未 3 大成・和歌山 3 w13.04

3組 (+4.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナガシギ　ミナギ キョウトコウカ

1 507 長鴫　海凪 3 京都光華・京都 4 Q w12.31
ナカオ　トモエ ワダヤマ

2 209 中尾　巴映 3 和田山・兵庫 7 q w12.39
イマオカ　トウコ サクヤコノハナ

3 108 今岡　澄香 3 咲くやこの花・大阪 6 q w12.53
イセキ　リノ イコマ

4 407 井関　梨乃 3 生駒・奈良 5 q w12.53
モリイ　サツキ タカホ

5 609 森井　彩月 3 高穂・滋賀 8 w12.87
ツジモト　カナネ ジョウトウ

6 308 辻本　奏音 3 城東・和歌山 3 w13.06

Q:順位による通過者    w:追風参考  q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:33:32

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

3年女子100m
日本中学記録 11.61 土井　杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 布勢 予選 8/6 11:30 (3-1+5)
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 加古川 決勝 8/6 14:55 

大会記録 11.84 竹内　彩華 (兵庫・御影) 2005 西京極

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.7 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン

1 207 仲埜　心葉 3 関西学院・兵庫 6 w12.16
ナガシギ　ミナギ キョウトコウカ

2 507 長鴫　海凪 3 京都光華・京都 5 w12.28
コウノ　モモ ガモウ

3 107 河野　桃々 3 蒲生・大阪 7 w12.45
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

4 208 小林　侑加 3 神戸長坂・兵庫 8 w12.50
イマオカ　トウコ サクヤコノハナ

5 108 今岡　澄香 3 咲くやこの花・大阪 9 w12.53
ナカオ　トモエ ワダヤマ

6 209 中尾　巴映 3 和田山・兵庫 4 w12.53
ヤマザキ　ヒナ コウリョウ

7 408 山﨑　日陽 3 広陵・奈良 2 w12.59
イセキ　リノ イコマ

8 407 井関　梨乃 3 生駒・奈良 3 w12.71

w:追風参考  
2021/08/ 07 12:34:32
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
日本中学記録 23.99 ハッサン　ナワール (千葉・松戸五) 2019 等々力 予選 8/6 11:05 (3-1+5)
近畿中学記録 24.35 島田　幸羽 (大阪・咲くやこの花) 2021 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 14:25 

大会記録 24.95 津山　葵 (兵庫・学文) 2013 布引

〈〈 予選 〉〉

1組 (+1.9 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
シマダ　コハネ サクヤコノハナ  GR

1 110 島田　幸羽 3 咲くやこの花・大阪 6 Q 24.51
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ

2 211 和田　望 3 豊岡南・兵庫 5 q 26.11
コタニ　アユ カスガオカ

3 511 小谷　安優 3 春日丘・京都 7 q 26.70
オクムラ　サトミ ヤギ

4 411 奥村　聡美 3 八木・奈良 4 26.73
イマムラ　ルルナ アオヤマ

5 612 今村　瑠々奈 2 青山・滋賀 3 27.32
キタダ　ナオコ ワダイフゾク

6 310 北田　尚子 3 和大附属・和歌山 8 27.57

2組 (+2.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
フクハラ　アヤネ セイフウナンカイ

1 111 福原　絢音 3 清風南海・大阪 5 Q 26.05
カミカワ　サキ ニシノミヤヤマグチ

2 210 上川　紗季 3 西宮山口・兵庫 7 q 26.19
イトウ　サツキ セタキタ

3 611 伊藤　さつき 3 瀬田北・滋賀 3 26.91
トミタ　コトリ カミカワ

4 510 冨田　琴莉 3 神川・京都 6 27.12
サノ　ナナミ カワイダイニ

5 412 佐野　那々美 3 河合第二・奈良 4 27.39
サカグチ　モカ イワデダイニ

6 311 坂口　萌香 3 岩出第二・和歌山 8 27.95

3組 (+1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ツモト　エイカ ナンゴウ

1 610 津本　瑛夏 2 南郷・滋賀 6 Q 26.00
コシミズ　サワ トヨナカジュウゴ

2 112 越水　彩羽 2 豊中十五・大阪 7 q 26.23
オオニシ　ヒナリ ヨシノ

3 410 大西　陽愛 3 吉野・奈良 4 q 26.28
マルノ　アヅサ カワニシタダ

4 212 丸野　梓 3 川西多田・兵庫 5 26.96
ナカガワ　ノノコ カツラ

5 512 中川　野乃子 3 桂・京都 8 27.13
オカダ　ミライ ゴボウ

6 312 岡田　未来 3 御坊・和歌山 3 28.04

Q:順位による通過者    GR:大会記録  q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:33:20
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
日本中学記録 23.99 ハッサン　ナワール (千葉・松戸五) 2019 等々力 予選 8/6 11:05 (3-1+5)
近畿中学記録 24.35 島田　幸羽 (大阪・咲くやこの花) 2021 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 14:25 

大会記録 24.95 津山　葵 (兵庫・学文) 2013 布引

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
シマダ　コハネ サクヤコノハナ  GR

1 110 島田　幸羽 3 咲くやこの花・大阪 4 24.69
フクハラ　アヤネ セイフウナンカイ

2 111 福原　絢音 3 清風南海・大阪 5 26.04
ツモト　エイカ ナンゴウ

3 610 津本　瑛夏 2 南郷・滋賀 6 26.20
ワダ　ノゾミ トヨオカミナミ

4 211 和田　望 3 豊岡南・兵庫 7 26.34
カミカワ　サキ ニシノミヤヤマグチ

5 210 上川　紗季 3 西宮山口・兵庫 9 26.42
オオニシ　ヒナリ ヨシノ

6 410 大西　陽愛 3 吉野・奈良 2 26.53
コシミズ　サワ トヨナカジュウゴ

7 112 越水　彩羽 2 豊中十五・大阪 8 26.55
コタニ　アユ カスガオカ

8 511 小谷　安優 3 春日丘・京都 3 26.94

GR:大会記録  
2021/08/ 07 12:34:22
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年女子800m
日本中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/7 11:25 (3-1+5)
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/7 14:30 

大会記録 2:19.30 細見　芽生 (兵庫・白鷺小中) 2019 皇子山

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
フジタ　リサ アコウニシ

1 214 藤田　莉沙 1 赤穂西・兵庫 6 Q 2:23.11
モリモト　アン ウネビ

2 414 森本　杏 1 畝傍・奈良 5 q 2:23.64
ナガハマ　ノア ユラ

3 315 長濵　乃彩 1 由良・和歌山 8 2:25.23
ナカノ　ミサキ フジノモリ

4 515 中野　実咲 1 藤森・京都 7 2:25.64
ムライ　アイカ イバラキミナミ

5 114 村井　和果 1 茨木南・大阪 4 2:26.55
イシダ　サワ モリヤマミナミ

6 613 石田　紗和 1 守山南・滋賀 3 2:29.57

2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
オザキ　イチカ ヤギ

1 415 尾﨑　一樺 1 八木・奈良 7 Q 2:21.38
ヨシズミ　アヤノ ネヤガワロク

2 113 吉住　彩乃 1 寝屋川六・大阪 5 q 2:21.41
イナオカ　サキハ アライ

3 213 稲岡　咲羽 1 荒井・兵庫 6 q 2:21.72
ニシムラ　コマリ カタギハラ

4 514 西村　小茉莉 1 樫原・京都 4 2:25.19
ヨシムラ　ヤエ タツミ

5 314 吉村　弥依 1 巽・和歌山 8 2:35.59
ミヤザキ　ユリ ナンゴウ

6 614 宮﨑　優梨 1 南郷・滋賀 3 2:43.22

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
シノハラ　チサト カツラ

1 513 篠原　千怜 1 桂・京都 6 Q 2:21.49
タムラ　ミサ カシバキタ

2 413 田村　実彩 1 香芝北・奈良 4 q 2:21.56
ツツミ　マドカ シカマニシ

3 215 堤　円花 1 飾磨西・兵庫 8 q 2:22.63
サカモト　ツルギ タナベ

4 313 坂本　鶴月 1 田辺・和歌山 5 2:25.03
ミサキ　カンナ ミドリ

5 115 三崎　かんな 1 緑・大阪 7 2:31.65
フクモト　マイ コウセイキタ

6 615 福本　真生 1 甲西北・滋賀 3 2:37.02

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:49:01

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

1年女子800m
日本中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/7 11:25 (3-1+5)
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/7 14:30 

大会記録 2:19.30 細見　芽生 (兵庫・白鷺小中) 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イナオカ　サキハ アライ

1 213 稲岡　咲羽 1 荒井・兵庫 9 2:23.11
オザキ　イチカ ヤギ

2 415 尾﨑　一樺 1 八木・奈良 6 2:23.43
ヨシズミ　アヤノ ネヤガワロク

3 113 吉住　彩乃 1 寝屋川六・大阪 4 2:23.81
フジタ　リサ アコウニシ

4 214 藤田　莉沙 1 赤穂西・兵庫 7 2:24.23
モリモト　アン ウネビ

5 414 森本　杏 1 畝傍・奈良 3 2:25.16
シノハラ　チサト カツラ

6 513 篠原　千怜 1 桂・京都 5 2:25.57
タムラ　ミサ カシバキタ

7 413 田村　実彩 1 香芝北・奈良 8 2:26.97
ツツミ　マドカ シカマニシ

8 215 堤　円花 1 飾磨西・兵庫 2 2:30.27

2021/08/ 07 14:35:10
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子800m
日本中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/6 12:00 (3-1+5)
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 15:10 

大会記録 2:08.56 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 布引

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ナカムラ　ココ ムカイジマシュウレン

1 517 中村　瑚子 2 向島秀蓮・京都 6 Q 2:20.43
オオカワ　ナナミ ワダイフゾク

2 317 大川　菜々美 2 和大附属・和歌山 4 q 2:21.40
ナオエ　ウタ アカシオオクボ

3 218 直江　詩 3 明石大久保・兵庫 7 2:21.52
コマツ　マユ セタ

4 618 小松　真優 2 瀬田・滋賀 3 2:21.81
サイキョウ　ナズナ ゴセ

5 416 西京　奈沙 3 御所・奈良 5 2:22.30
フジイ　アイコ ミノオイチ

6 117 藤井　愛子 3 箕面一・大阪 8 2:22.38

2組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
クボ　リン シオノミサキ

1 316 久保　凛 2 潮岬・和歌山 5 Q 2:16.26
アライ　アヅキ イタミアラマキ

2 217 荒井　杏月 3 伊丹荒牧・兵庫 4 q 2:19.78
ヤマモト　スミレ シンドウ

3 617 山本　朱実令 3 新堂・滋賀 3 q 2:20.08
ナカオ　ミブキ ウネビ

4 418 仲尾　美吹 2 畝傍・奈良 8 q 2:20.80
タカオカ　マナ トヨナカヨン

5 118 高岡　真奈 2 豊中四・大阪 7 2:21.54
イマイ　ユメ カツラガワ

6 518 今井　夕愛 3 桂川・京都 6 2:22.54

3組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
サワダ　イロハ ウメヅ

1 516 澤田　いろは 3 梅津・京都 6 Q 2:17.90
ニガ　アカリ トミオミナミ

2 417 仁賀　あかり 2 富雄南・奈良 4 q 2:20.19
ナガノ　アミ イナミ

3 216 長野　亜美 3 稲美・兵庫 5 2:25.27
ニシダ　サコ イチリツモリヤマ

4 616 西田　咲心 3 市立守山・滋賀 8 2:27.00
ミヤモト　マオ クズハニシ

5 116 宮本　真央 3 楠葉西・大阪 7 2:27.65
イシバシ　キョウカ タカオ

6 318 石橋　京華 2 高雄・和歌山 3 2:27.68

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:33:44

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子800m
日本中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/6 12:00 (3-1+5)
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/6 15:10 

大会記録 2:08.56 髙橋　ひな (兵庫・山陽) 2013 布引

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
クボ　リン シオノミサキ

1 316 久保　凛 2 潮岬・和歌山 4 2:14.16
ナカムラ　ココ ムカイジマシュウレン

2 517 中村　瑚子 2 向島秀蓮・京都 5 2:15.24
サワダ　イロハ ウメヅ

3 516 澤田　いろは 3 梅津・京都 7 2:16.56
アライ　アヅキ イタミアラマキ

4 217 荒井　杏月 3 伊丹荒牧・兵庫 6 2:18.37
ニガ　アカリ トミオミナミ

5 417 仁賀　あかり 2 富雄南・奈良 8 2:19.54
オオカワ　ナナミ ワダイフゾク

6 317 大川　菜々美 2 和大附属・和歌山 3 2:24.48
ヤマモト　スミレ シンドウ

7 617 山本　朱実令 3 新堂・滋賀 9 2:24.83
ナカオ　ミブキ ウネビ

8 418 仲尾　美吹 2 畝傍・奈良 2 2:25.56
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子1500m
日本中学記録 4:19.46 福田　有以 (兵庫・稲美北) 2010 神戸総合 決勝 8/7 14:20 
近畿中学記録 4:19.46 福田　有以 (兵庫・稲美北) 2010 神戸総合

大会記録 4:20.64 高松　望ﾑｾﾝﾋﾞ (大阪・薫英女学院) 2012 万博

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ヨシカワ　ナオ イナミ

1 219 吉川　菜緒 2 稲美・兵庫 9 4:34.85
モリタニ　ミミ リツメイカンモリヤマ

2 619 森谷　心美 3 立命館守山・滋賀 8 4:35.52
ヤマダ　ユウミ カモガワ

3 520 山田　祐実 3 加茂川・京都 12 4:39.94
イケノ　カイリ コウベタイサンジ

4 221 池野　絵莉 2 神戸太山寺・兵庫 14 4:41.63
カワカミ　ハルホ キョウトオイケ

5 519 川上　春歩 3 京都御池・京都 10 4:44.84
サトウ　ユア カツラ

6 521 佐藤　ゆあ 3 桂・京都 17 4:45.95
カワムラ　リオ ヒガシモズ

7 120 河村　璃央 2 東百舌鳥・大阪 16 4:46.00
クスモト　ナナセ タカオ

8 319 楠本　七瀬 3 高雄・和歌山 7 4:46.87
ハナサカ　ヒマリ ゴジョウニシ

9 420 花坂　陽葵 3 五條西・奈良 5 4:50.05
ツカモト　ユア アライ

10 220 塚本　夕藍 3 荒井・兵庫 11 4:50.33
ウキタ　アイコ セイリョウ

11 119 浮田　藍子 3 西陵・大阪 13 4:51.31
オダ　ミヅキ タカツキイチ

12 121 小田　美月 3 高槻一・大阪 6 4:54.39
ヤマナカ　アヤナ ミナクチ

13 621 山中　彩愛 3 水口・滋賀 18 5:01.92
ワタナベ　ホノカ カワイダイニ

14 419 渡邊　歩花 3 河合第二・奈良 3 5:02.30
イイモリ　アイカ オウジ

15 421 飯盛　愛珂 3 王寺・奈良 1 5:03.99
ヒゴ　イロハ セタ

16 620 肥後　彩羽 3 瀬田・滋賀 15 5:05.91
オリタ　ユウキ ニシワキ

17 320 折田　優希 3 西脇・和歌山 4 5:07.39
ミヤザキ　アコ キイ

18 321 宮崎　彩湖 3 紀伊・和歌山 2 5:14.21
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH [76.2cm]
日本中学記録 13.56 澤田ｲﾚｰﾈ･ｵｷﾞﾓﾝｷﾞ (東京・調布四) 2012 夢の島 予選 8/7 12:05 (3-1+5)
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん (兵庫・神河) 2019 皇子山 決勝 8/7 14:00 

大会記録 13.66 藤原　かれん (兵庫・神河) 2019 皇子山

〈〈 予選 〉〉

1組 (+2.4 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
キシモト　レナ サクヤコノハナ

1 122 岸本　礼菜 3 咲くやこの花・大阪 6 Q w13.89
クスノキ　ナナ タカホ

2 622 楠　奈那 3 高穂・滋賀 7 q w14.73
ハヤシ　カリン コウベホンタモン

3 223 林　花鈴 3 神戸本多聞・兵庫 5 q w14.94
キムラ　マコ カタシオ

4 423 木村　真子 2 片塩・奈良 4 q w15.08
ツジイ　リナ ミナミジョウヨウ

5 524 辻井　理菜 3 南城陽・京都 8 w15.53
タケダ　サキ ジョウトウ

6 324 竹田　沙紀 3 城東・和歌山 3 w15.54

2組 (+0.5 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
セノオ　チサト トヨナカジュウゴ

1 123 妹尾　千里 3 豊中十五・大阪 4 Q 14.34
タケウチ　アサカ カワイダイニ

2 422 竹内　朝華 3 河合第二・奈良 6 15.11
カジオ　サチ オノ

3 224 梶尾　彩智 3 小野・兵庫 5 15.15
トモダ　ヒトカ ヒヨシ

4 623 友田　一花 3 日吉・滋賀 8 15.19
ヤマザキ　コトハ オトコヤマヒガシ

5 523 山﨑　琴葉 3 男山東・京都 7 15.26
キムラ　アイリ トウワ

6 323 木村　愛梨 3 東和・和歌山 3 15.57

3組 (+0.9 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
コニシ　サエ ハルミダイ

1 124 小西　沙英 3 晴美台・大阪 5 Q 14.46
タケウチ　クレハ カミカワ

2 222 竹内　紅葉 3 神河・兵庫 7 q 15.01
マツヤマ　マナリ イカルガ

3 424 松山　愛梨 3 斑鳩・奈良 8 q 15.09
カタヤマ　メグミ キンダイワ

4 322 片山　恵 2 近大和・和歌山 6 15.14
ヤタニ　カホ ニシウジ

5 522 矢谷　香穂 3 西宇治・京都 4 15.20
モリ　サクラ イマヅ

6 624 森　咲楽 3 今津・滋賀 3 15.30

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
2021/08/ 07 12:49:17
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH [76.2cm]
日本中学記録 13.56 澤田ｲﾚｰﾈ･ｵｷﾞﾓﾝｷﾞ (東京・調布四) 2012 夢の島 予選 8/7 12:05 (3-1+5)
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん (兵庫・神河) 2019 皇子山 決勝 8/7 14:00 

大会記録 13.66 藤原　かれん (兵庫・神河) 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+3.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
キシモト　レナ サクヤコノハナ

1 122 岸本　礼菜 3 咲くやこの花・大阪 6 w13.80
セノオ　チサト トヨナカジュウゴ

2 123 妹尾　千里 3 豊中十五・大阪 7 w14.03
コニシ　サエ ハルミダイ

3 124 小西　沙英 3 晴美台・大阪 4 w14.16
クスノキ　ナナ タカホ

4 622 楠　奈那 3 高穂・滋賀 5 w14.45
キムラ　マコ カタシオ

5 423 木村　真子 2 片塩・奈良 3 w14.81
タケウチ　クレハ カミカワ

6 222 竹内　紅葉 3 神河・兵庫 8 w14.87
マツヤマ　マナリ イカルガ

7 424 松山　愛梨 3 斑鳩・奈良 2 w14.90
ハヤシ　カリン コウベホンタモン

8 223 林　花鈴 3 神戸本多聞・兵庫 9 w14.95

w:追風参考  
2021/08/ 07 14:03:23
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年女子4x100mR
大会記録 50.36 重永・平川・若林・稲田 (兵庫・平野) 1991 国立 予選 8/6 12:20 (3-1+5)

決勝 8/6 15:20 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
サクヤコノハナ  GR

1 咲くやこの花・大阪 7 Q 50.34
[1] マスダ　アヤノ [2] モンノ　サエ

143 増田 彩乃(2) 141 門野 紗瑛(1)
[3] クセ　ナツキ [4] オオノ　ミア

102 久世 菜月(1) 105 大野 心愛(2)
カタシオ

2 片塩・奈良 5 q 52.69
[1] キムラ　マコ [2] シマ　ホナミ

423 木村 真子(2) 442 島 穂那美(1)
[3] ナカオカ　ココナ [4] ヨシムラ　コトハ

401 中岡 心愛(1) 441 吉村 琴葉(2)
ユリノキダイ

3 ゆりのき台・兵庫 6 q 53.06
[1] イデ　アヤカ [2] コバヤシ　ルカ

247 井出 朱華(2) 203 小林 流歌(1)
[3] ヤスイ　フウカ [4] タカダ　ミオ

251 安井 風歌(1) 246 高田 実桜(2)
セタ

4 瀬田・滋賀 8 54.16
[1] ナカニシ　メグミ [2] ムラタ　ヒマリ

652 中西 萌望(2) 653 村田 陽葵(1)
[3] イシダ　ホノカ [4] コマツ　マユ

654 石田 歩花(1) 618 小松 真優(2)
ハシダテ

5 橋立・京都 4 54.26
[1] ヤマモト　ノア [2] ヤノ　ナギサ

546 山本 望愛(2) 547 矢野 渚紗(1)
[3] マキイ　ミナ [4] ハンカイ　クウア

548 牧井 美波(1) 549 半海 空亜(2)
ワカヤマヒガシ

6 和歌山東・和歌山 3 55.44
[1] マルヤマ　ナナミ [2] セキモト　アンナ

352 丸山 菜々美(2) 353 関本 晏和(1)
[3] ウチタ　アスカ [4] ヤマグチ　モナ

354 打田 明日香(1) 355 山口 桃花(2)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
ニシノミヤコウリョウ

1 西宮甲陵・兵庫 6 Q 52.46
[1] オオヤネ　リサ [2] クワバラ　スミレ

252 大矢根 理紗(2) 255 桑原 菫花(1)
[3] サトウ　アヤネ [4] スズキ　コトミ

256 佐藤 絢音(1) 253 鈴木 琴水(2)
トミオカ

2 登美丘・大阪 5 q 52.66
[1] テツモト　アオイ [2] スガハラ　サキ

146 鐵本 葵(2) 103 菅原 咲希(1)
[3] シミズ　ナナミ [4] ヤスダ　リノ

147 清水 菜々海(1) 148 安田 理乃(2)
リツメイカンモリヤマ

3 立命館守山・滋賀 4 q 52.89
[1] マエヤマ　ミホ [2] コモリ　レア

640 前山 実歩(2) 641 小守 玲愛(1)
[3] ナカニシ　トモコ [4] シン　サクラ

642 中西 倫子(1) 643 新 咲来(2)
ウメヅ

4 梅津・京都 7 53.58
[1] シライシ　ユヅキ [2] オカモト　スズホ

543 白石 悠月(2) 540 岡本 珠宝(1)
[3] サワダ　ココロ [4] タケウチ　メイ

541 澤田 こころ(1) 545 竹内 めい(2)
ヤギ

5 八木・奈良 8 53.64
[1] ヒライ　カナデ [2] ヤマナカ　リオナ

444 平井 奏(2) 447 山中 理央奈(1)
[3] イマイ　ミサキ [4] ヤマモト　マオ

446 今井 美沙希(1) 445 山本 真緒(2)
カセイ

6 河西・和歌山 3 54.62
[1] イマモリ　アヤカ [2] ヤマモト　アイリ

346 今森 彩花(2) 347 山本 愛莉(1)
[3] フルタニ　ユナ [4] ミヤシタ　ユウア

303 古谷 優奈(1) 349 宮下 結愛(2)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
カコガワヒオカ

1 加古川氷丘・兵庫 4 Q 53.32
[1] ゴンドウ　ユリコ [2] タニガワ　コズエ

240 権藤 百合子(2) 241 谷河 梢(1)
[3] ツツミ　セイカ [4] タイ　リナ

242 堤 清香(1) 243 田井 里奈(2)
キビ

2 吉備・和歌山 7 q 53.43
[1] ヤブノ　カエデ [2] ヨネダ　ココモ

340 藪野 楓(2) 342 米田 恋苺(1)
[3] アカイ　カノン [4] ヤスダ　ミウ

343 赤井 佳暖(1) 328 保田 美羽(2)
ヤマトガワ

3 大和川・大阪 6 53.77
[1] イノウエ　ミオ [2] ジェームス　アデーゼララ

151 井上 澪(2) 152 ジェームス アデーゼ羅々(1)
[3] アセチ　ミオン [4] イノウエ　シオ

153 阿世知 美音(1) 154 井上 汐(2)
コウセイ

4 甲西・滋賀 5 53.82
[1] フクモリ　カヅキ [2] サトウ　ナナセ

646 福森 香月(2) 647 佐藤 虹星(1)
[3] クリモト　ヒナノ [4] コマツ　カホ

648 栗元 陽音(1) 649 小松 果歩(2)
ニシオグラ

5 西小倉・京都 3 54.18
[1] サワノ　ハナ [2] ヤマグチ　メイ

553 澤野 花那(2) 555 山口 芽依(1)
[3] オカザキ　アヤカ [4] フジワラ　アユナ

556 岡﨑 郁加(1) 552 藤原 亜有菜(2)
コウヨウ

6 光陽・奈良 8 55.74
[1] フジモト　アンナ [2] カジオカ　セナ

450 藤本 杏奈(2) 451 梶岡 星那(1)
[3] キタニ　ナツミ [4] ヤマダ　モモカ

452 木谷 夏美(1) 405 山田 桃香(2)

Q:順位による通過者    GR:大会記録  q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

低学年女子4x100mR
大会記録 50.36 重永・平川・若林・稲田 (兵庫・平野) 1991 国立 予選 8/6 12:20 (3-1+5)

決勝 8/6 15:20 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
サクヤコノハナ   =GR

1 咲くやこの花・大阪 5 50.36
[1] マスダ　アヤノ [2] モンノ　サエ

143 増田 彩乃(2) 141 門野 紗瑛(1)
[3] クセ　ナツキ [4] オオノ　ミア

102 久世 菜月(1) 105 大野 心愛(2)
カタシオ

2 片塩・奈良 9 52.28
[1] キムラ　マコ [2] シマ　ホナミ

423 木村 真子(2) 442 島 穂那美(1)
[3] ナカオカ　ココナ [4] ヨシムラ　コトハ

401 中岡 心愛(1) 441 吉村 琴葉(2)
ニシノミヤコウリョウ

3 西宮甲陵・兵庫 7 52.62
[1] オオヤネ　リサ [2] クワバラ　スミレ

252 大矢根 理紗(2) 255 桑原 菫花(1)
[3] サトウ　アヤネ [4] スズキ　コトミ

256 佐藤 絢音(1) 253 鈴木 琴水(2)
カコガワヒオカ

4 加古川氷丘・兵庫 6 52.64
[1] ゴンドウ　ユリコ [2] タニガワ　コズエ

240 権藤 百合子(2) 241 谷河 梢(1)
[3] ツツミ　セイカ [4] タイ　リナ

242 堤 清香(1) 243 田井 里奈(2)
ユリノキダイ

5 ゆりのき台・兵庫 2 52.78
[1] イデ　アヤカ [2] コバヤシ　ルカ

247 井出 朱華(2) 203 小林 流歌(1)
[3] ヤスイ　フウカ [4] タカダ　ミオ

251 安井 風歌(1) 246 高田 実桜(2)
リツメイカンモリヤマ

6 立命館守山・滋賀 8 52.90
[1] マエヤマ　ミホ [2] コモリ　レア

640 前山 実歩(2) 641 小守 玲愛(1)
[3] ナカニシ　トモコ [4] シン　サクラ

642 中西 倫子(1) 643 新 咲来(2)
トミオカ

7 登美丘・大阪 4 53.03
[1] テツモト　アオイ [2] スガハラ　サキ

146 鐵本 葵(2) 103 菅原 咲希(1)
[3] シミズ　ナナミ [4] ヤスダ　リノ

147 清水 菜々海(1) 148 安田 理乃(2)
キビ

8 吉備・和歌山 3 53.41
[1] ヤブノ　カエデ [2] ヨネダ　ココモ

340 藪野 楓(2) 342 米田 恋苺(1)
[3] アカイ　カノン [4] ヤスダ　ミウ

343 赤井 佳暖(1) 328 保田 美羽(2)

 =GR:大会タイ記録  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
日本中学記録 47.04 岡・福井・稲荷・藤木 (和歌山・桐蔭) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/7 10:15 (3-1+5)
近畿中学記録 47.04 岡・福井・稲荷・藤木 (和歌山・桐蔭) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/7 15:10 

大会記録 48.02 岡・福井・稲荷・藤木 (和歌山・桐蔭) 2019 皇子山

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
サクヤコノハナ

1 咲くやこの花・大阪 7 Q 49.30
[1] アダチ　カイリ [2] シマダ　コハネ

158 安達 海里(3) 110 島田 幸羽(3)
[3] ウエムラ　リンコ [4] イマオカ　トウコ

157 上村 凛子(3) 108 今岡 澄香(3)
ワダヤマ

2 和田山・兵庫 4 q 50.13
[1] ハシモト　リナ [2] ワダ　ヒナタ

259 橋本 梨菜(3) 260 和田 日向(3)
[3] マツムラ　アカリ [4] ナカオ　トモエ

258 松村 あかり(3) 209 中尾 巴映(3)
タカホ

3 高穂・滋賀 6 50.76
[1] ムラタ　メイ [2] クスノキ　ナナ

662 村田 萌衣(2) 622 楠 奈那(3)
[3] ヤマナカ　マコト [4] モリイ　サツキ

663 山中 真琴(3) 609 森井 彩月(3)
カシバ

4 香芝・奈良 5 51.11
[1] カトウ　アンナ [2] タケムラ　ユリ

439 加藤 杏菜(3) 459 竹村 悠里(3)
[3] タナカ　トモハ [4] タテベ　イロハ

460 田中 友葉(2) 461 立部 彩葉(2)
シモガモ

5 下鴨・京都 3 52.22
[1] イトウ　アヤカ [2] タイラ　ユウカ

570 伊藤 彩果(3) 571 平良 優香(3)
[3] アサヤマ　ハル [4] ナカジマ　カエデ

575 朝山 日晴(3) 573 中嶋 楓(2)
ジョウトウ

6 城東・和歌山 8 52.50
[1] タナカ　ミユ [2] タケダ　サキ

306 田中 美結(2) 324 竹田 沙紀(3)
[3] モリモト　コウミ [4] ツジモト　カナネ

360 森本 琥海(2) 308 辻本 奏音(3)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

2組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
トヨナカジュウゴ

1 豊中十五・大阪 6 Q 50.10
[1] サノ　ココ [2] フジモト　ミク

160 佐野 瑚子(2) 161 藤本 実来(3)
[3] コシミズ　サワ [4] セノオ　チサト

112 越水 彩羽(2) 123 妹尾 千里(3)
リョウナン

2 陵南・兵庫 5 q 50.22
[1] ナガヤマ　ミキ [2] テラキタ　ココメ

267 永山 未希(2) 266 寺北 ここめ(2)
[3] ナンジョウ　ヒメナ [4] ヒラノ　ミキ

263 南條 姫菜(3) 204 平野 美紀(2)
シキゲ

3 式下・奈良 7 q 50.72
[1] タバル　ミユ [2] ヨシダ　コハル

455 田原 美優(2) 409 吉田 小晏(3)
[3] ウメモト　ユリ [4] イケザキ　アイナ

456 梅本 有利(2) 428 池﨑 愛菜(3)
キヅ

4 木津・京都 8 50.86
[1] サイトウ　ナツキ [2] オゼキ　ミオ

564 齋藤 夏綺(3) 565 尾関 美桜(3)
[3] ナカニシ　アオイ [4] シカタ　ルナ

566 中西 葵(2) 539 四方 るな(3)
アワヅ

5 粟津・滋賀 4 51.55
[1] アサイ　アヤノ [2] タカハシ　リア

666 浅井 彩乃(3) 670 髙橋 里亜(3)
[3] イノカワ　ユウカ [4] アオニシ　コユキ

669 井野川 夕花(3) 668 青西 湖雪(2)
トウイン

6 桐蔭・和歌山 3 52.75
[1] オカザキ　アヤサ [2] マツモト　アイ

370 岡﨑 礼紗(2) 304 松本 彩生(2)
[3] カトウ　ヨシノ [4] タブチ　ハルノ

372 加藤 芳野(3) 373 田渕 悠乃(1)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
キョウトコウカ

1 京都光華・京都 5 Q 50.15
[1] オガタ　モカ [2] イマイ　リリナ

558 緒方 萌花(2) 504 今井 凛々心(2)
[3] ホソエ　ナナ [4] ナガシギ　ミナギ

528 細江 夏和(2) 507 長鴫 海凪(3)
ヨウセイ

2 養精・大阪 4 q 50.45
[1] ムロ　ナナコ [2] ナガシマ　ワカナ

163 室 七菜子(2) 164 長島 若菜(3)
[3] オクノ　アオイ [4] サカセガワ　モア

165 奥野 葵(3) 166 逆瀬川 萌愛(2)
ウエガハラ

3 上ケ原・兵庫 7 q 50.75
[1] クロセ　ユキノ [2] ミヤザキ　リン

272 黒瀨 友希乃(3) 269 宮崎 凛(3)
[3] サカタ　メイ [4] キヨナガ　エアン

271 坂田 芽彩(2) 270 清永 英杏(3)
ヒヨシ

4 日吉・滋賀 6 51.20
[1] ミナグチ　ナミ [2] トクナガ　シュウカ

657 水口 奈美(3) 659 德永 柊花(3)
[3] トモダ　ヒトカ [4] コンドウ　ミユ

623 友田 一花(3) 658 近藤 美優(3)
キンダイワ

5 近大和・和歌山 3 51.96
[1] アサミ　マシロ [2] カタヤマ　メグミ

369 浅見 真白(1) 322 片山 恵(2)
[3] ナカタ　ヒナリ [4] ハシモト　ミヤビ

364 中田 妃奈里(3) 301 橋本 みやび(1)
カワイダイニ

6 河合第二・奈良 8 52.11
[1] タケウチ　アサカ [2] マツイ　ウタノ

422 竹内 朝華(3) 464 松井 詩乃(2)
[3] サノ　ナナミ [4] ナカガワ　ジュリ

412 佐野 那々美(3) 467 中川 珠里(2)

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 六角　光昭
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
日本中学記録 47.04 岡・福井・稲荷・藤木 (和歌山・桐蔭) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選 8/7 10:15 (3-1+5)
近畿中学記録 47.04 岡・福井・稲荷・藤木 (和歌山・桐蔭) 2019 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝 8/7 15:10 

大会記録 48.02 岡・福井・稲荷・藤木 (和歌山・桐蔭) 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 ﾚｰﾝ 記録
サクヤコノハナ

1 咲くやこの花・大阪 4 48.32
[1] キシモト　レナ [2] シマダ　コハネ

122 岸本 礼菜(3) 110 島田 幸羽(3)
[3] ウエムラ　リンコ [4] イマオカ　トウコ

157 上村 凛子(3) 108 今岡 澄香(3)
トヨナカジュウゴ

2 豊中十五・大阪 6 49.67
[1] サノ　ココ [2] フジモト　ミク

160 佐野 瑚子(2) 161 藤本 実来(3)
[3] コシミズ　サワ [4] セノオ　チサト

112 越水 彩羽(2) 123 妹尾 千里(3)
ワダヤマ

3 和田山・兵庫 7 49.87
[1] ハシモト　リナ [2] ワダ　ヒナタ

259 橋本 梨菜(3) 260 和田 日向(3)
[3] マツムラ　アカリ [4] ナカオ　トモエ

258 松村 あかり(3) 209 中尾 巴映(3)
キョウトコウカ

4 京都光華・京都 5 50.03
[1] オガタ　モカ [2] イマイ　リリナ

558 緒方 萌花(2) 504 今井 凛々心(2)
[3] ホソエ　ナナ [4] ナガシギ　ミナギ

528 細江 夏和(2) 507 長鴫 海凪(3)
リョウナン

5 陵南・兵庫 9 50.13
[1] ナガヤマ　ミキ [2] テラキタ　ココメ

267 永山 未希(2) 266 寺北 ここめ(2)
[3] ナンジョウ　ヒメナ [4] ヒラノ　ミキ

263 南條 姫菜(3) 204 平野 美紀(2)
ヨウセイ

6 養精・大阪 8 50.65
[1] ムロ　ナナコ [2] ナガシマ　ワカナ

163 室 七菜子(2) 164 長島 若菜(3)
[3] オクノ　アオイ [4] サカセガワ　モア

165 奥野 葵(3) 166 逆瀬川 萌愛(2)
ウエガハラ

7 上ケ原・兵庫 2 51.11
[1] クロセ　ユキノ [2] ミヤザキ　リン

272 黒瀨 友希乃(3) 269 宮崎 凛(3)
[3] サカタ　メイ [4] キヨナガ　エアン

271 坂田 芽彩(2) 270 清永 英杏(3)
シキゲ

8 式下・奈良 3 52.14
[1] タバル　ミユ [2] ヨシダ　コハル

455 田原 美優(2) 409 吉田 小晏(3)
[3] ウメモト　ユリ [4] ハリタ　ナナコ

456 梅本 有利(2) 458 播田 七虹(2)
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子走高跳
日本中学記録 1.87 佐藤　　恵 (新潟・木戸) 1981 国立 決勝 8/7 12:30 
近畿中学記録 1.77 津田　ｼｪﾘｱｲ (大阪・今市) 2011 長居第二

大会記録 1.71 上島　みどり (京都・花園) 2009 神戸総合

〈〈 決勝 〉〉

1組
|1.40|1.45|1.50|1.53|1.56|1.59|1.62|

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |1.65|1.68|1.71|1.74|1.77|1.80|     

タカタ　チカ スイタイチ |-   |-   |-   |-   |-   |o   |xo  |

1 126 高田　知佳 3 吹田一・大阪 4 1.65 |xo  |xxx |                         

ヒナツ　マナエ カミ |-   |-   |-   |o   |o   |o   |xo  |

2 425 日夏　愛恵 3 上・奈良 18 1.62 |xxx |                              

ノダ　コハネ コウベタカショウ |xo  |o   |xo  |o   |o   |xxo |xxo |

3 226 野田　瑚羽 3 神戸鷹匠・兵庫 12 1.62 |xxx |                              

ハセガワ　カリン ホウバイ |o   |xo  |xo  |o   |o   |o   |xxx |

4 225 長谷川　佳凜 3 宝梅・兵庫 17 1.59                                     

フジタ　キエ チョウオウ |-   |o   |o   |o   |xo  |xxx |     

5 625 藤田　季恵 3 朝桜・滋賀 14 1.56                                     

トダ　ヒマリ コウベヒラノ |o   |o   |xo  |o   |xxx |          

6 227 戸田　向日葵 3 神戸平野・兵庫 10 1.53                                     

サイトウ　ミズキ トヨナカジュウロク |-   |-   |-   |xxo |xxx |          

7 125 斎藤　水晶 3 豊中十六・大阪 11 1.53                                     

マツダ　リンドウ マツオ |-   |xxo |xo  |xxx |               

8 525 松田　りんどう 3 松尾・京都 6 1.50                                     

マスダ　メイ タワラモト |o   |o   |xxo |xxx |               

9 427 桝田　芽依 2 田原本・奈良 16 1.50                                     

スズキ　シズカ カミ |o   |xo  |xxo |xxx |               

10 426 鈴木　寧 3 上・奈良 5 1.50                                     

ホシモト　イヅキ カツヤマ |o   |xxo |xxo |xxx |               

11 527 星本　衣月 2 勝山・京都 2 1.50                                     

ムラバヤシ　アンナ ノトガワ |o   |o   |xxx |                    

12 626 村林　杏奈 3 能登川・滋賀 7 1.45                                     

タケナカ　シズク カナン |-   |o   |xxx |                    

12 127 竹中　雫 2 河南・大阪 13 1.45                                     

シモムラ　ナナカ ツチヤマ |xo  |o   |xxx |                    

14 627 下村　奈々華 2 土山・滋賀 1 1.45                                     

ナガイ　ユヅキ ナガオカサン |o   |xxo |xxx |                    

15 526 永井　優月 3 長岡三・京都 9 1.45                                     

オハラ　ミユ シラハマ |xo  |xxx |                         

16 326 尾原　美優 2 白浜・和歌山 3 1.40                                     

ミヤドコロ　ヒナタ ゴボウ |xo  |xxx |                         

16 325 宮所　日向 3 御坊・和歌山 8 1.40                                     

コバヤシ　ユズハ ミナベ |xxx |                              

327 小林　柚葉 3 南部・和歌山 15 NM                                     

NM:計測無し  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子走幅跳
日本中学記録 6.20 藤山　有希 (神奈川・足柄台) 2016 北上 決勝 8/6 10:30 
近畿中学記録 6.12 高良　彩花 (兵庫・西宮浜) 2015 加古川

大会記録 5.88 石塚　弓子 (京都・家政) 1992 紀三井寺

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

イケザキ　アイナ シキゲ   -1.9  +0.9  +1.6        +2.3  +2.9 

1 428 池﨑　愛菜 3 式下・奈良 3 5.61 (+0.9) | 5.25| 5.61| 5.61|    x| 5.51| 5.59|

ヤマダ　アミ ラクホク         +3.8  +2.9  +1.4  +1.8  +0.1 

2 529 山田　碧美 3 洛北・京都 1 5.46 (+0.1) |    x| 5.15| 4.93| 5.29| 5.22| 5.46|

ヤマサキ　リリヤ スモトゴシキ   +1.9  -0.1        +1.7        +1.9 

3 228 山﨑　りりや 3 洲本五色・兵庫 17 5.45 (+1.9) | 5.45| 5.27|    x| 5.23|    x| 5.43|

ヤマニシ　マユ キミキタ         +2.1        +2.7  +1.1  +4.0 

4 329 山西　真由 3 紀見北・和歌山 14 w5.40 (+4.0) 公認:5.30(1.1) |    x| 5.30|    x| 5.39| 5.30| 5.40|

タカハラ　ウタ サクヤコノハナ         -0.1  +0.8  +3.9  +2.6       

5 128 高原　侑楽 3 咲くやこの花・大阪 16 w5.37 (+2.6) 公認:5.33(0.8) |    x| 4.84| 5.33| 5.18| 5.37|    x|

ニシムラ　モモカ アケトミ   +2.3  +0.6  +0.2  -0.9  +2.4  +3.4 

6 628 西村　百夏 3 明富・滋賀 5 w5.27 (+2.3) 公認:5.27(0.6) | 5.27| 5.27| 5.19| 5.18| 5.06| 5.02|

アシダ　マユ ミカゲ   +0.4        +1.0  +2.2  +2.3       

7 229 芦田　真由 3 御影・兵庫 15 5.23 (+0.4) | 5.23|    x| 5.03| 5.00| 5.23|    x|

エンドウ　スズナ トウキ   +1.8  +0.6  +2.5  +1.9  +1.3  +2.5 

8 530 遠藤　鈴奏 3 東輝・京都 12 w5.20 (+2.5) 公認:5.07(1.9) | 5.01| 4.96| 5.20| 5.07| 4.69| 5.03|

タカミヤ　ヒカリ ミナミイケダ   +3.6  +2.9  +2.2                   

9 129 高宮　ひかり 3 南池田・大阪 6 w5.14 (+2.2) | 4.97| 5.13| 5.14|     |     |     |

ニシダ　アコ カンマキ         +2.7  +1.3                   

10 429 西田　愛心 3 上牧・奈良 9 w5.12 (+2.7) 公認:5.10(1.3) |    x| 5.12| 5.10|     |     |     |

ウエダ　リオ ヒラオカ   +2.5  -1.2  -0.4                   

11 230 上田　梨央 3 平岡・兵庫 13 w5.11 (+2.5) 公認:5.09(-0.4) | 5.11| 4.96| 5.09|     |     |     |

ヤスダ　ミウ キビ         +0.7                         

12 328 保田　美羽 2 吉備・和歌山 2 5.08 (+0.7) |    x| 5.08|    x|     |     |     |

ホソエ　ナナ キョウトコウカ         +1.4                         

13 528 細江　夏和 2 京都光華・京都 18 4.93 (+1.4) |    x| 4.93|    x|     |     |     |

ツジ　ツムギ ツチヤマ   +3.8        +2.4                   

14 629 辻　紬生 2 土山・滋賀 8 w4.86 (+3.8) | 4.86|    x| 4.54|     |     |     |

ヌマノ　マイ セイリュウ   +3.0                               

15 330 沼野　希泉 3 清流・和歌山 4 w4.83 (+3.0) | 4.83|    x|    x|     |     |     |

モリタ　ユキ タワラモト   -1.2  +1.0                         

16 430 森田　裕生 3 田原本・奈良 7 4.80 (+1.0) | 4.70| 4.80|    x|     |     |     |

タキ　ハルナ アオヤマ   -0.9  +0.1  +1.1                   

17 630 多喜　暖菜 3 青山・滋賀 10 4.68 (+0.1) | 4.67| 4.68| 4.65|     |     |     |

イシクラ　ユカ ヒラタ         +0.7                         

18 130 石倉　結歌 3 平田・大阪 11 4.07 (+0.7) |    x| 4.07|    x|     |     |     |

w:追風参考  x:無効試技  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子砲丸投 [2.72kg]
日本中学記録 17.45 奥山　琴未 (岡山・上道) 2019 シティライト 決勝 8/7 10:00 
近畿中学記録 16.67 尾山　和華 (兵庫・志方) 2014 太子

大会記録 15.86 日夏　涼香 (大阪・三稜) 2017 西京極

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

ヤマグチ　カノン スミエガオカ                                      

1 131 山口　嘉夢 3 墨江丘・大阪 6 15.16 |14.71|15.16|14.68|14.71|    x|14.55|

サカ　チハル トンダバヤシニ                                      

2 132 坂　ちはる 3 富田林二・大阪 18 14.72 |    x|12.94|13.83|14.72|13.52|    x|

ノモト　ナナ オオスミ                                      

3 531 野本　菜々 3 大住・京都 4 13.62 |12.69|13.36|13.31|13.50|13.62|13.50|

オオグロ　レンカ カナオカミナミ                                      

4 133 大黒　恋華 3 金岡南・大阪 3 13.12 |12.56|11.95|12.78|    x|13.12|12.35|

ヤノ　ユイ ウネビ                                      

5 431 矢野　結衣 3 畝傍・奈良 8 13.08 |13.08|    x|11.49|    x|    x|12.70|

ハラダ　ウタネ キョウトコウカ                                      

6 532 原田　詩音 2 京都光華・京都 10 12.95 |11.98|11.95|12.95|12.55|12.12|12.56|

マツモト　ハナ ラクナン                                      

7 533 松元　花 3 洛南・京都 15 11.95 |10.22|11.95|11.83|11.26|10.93|11.83|

ハセガワ　ユウ シカタ                                      

8 231 長谷川　有 2 志方・兵庫 13 11.61 |11.26|11.61|11.23|11.25|11.44|11.51|

マスダ　アキナ ニミョウ                                      

9 432 桝田　瑛奈 3 二名・奈良 1 11.56 |11.22|11.56|11.56|     |     |     |

キノシタ　サクラ コサダガオカ                                      

10 331 木下　桜 3 古佐田丘・和歌山 9 10.91 |10.60|10.85|10.91|     |     |     |

ハッタ　レナ タイセイ                                      

11 333 八田　怜奈 3 大成・和歌山 12 10.90 |10.62|10.90|10.41|     |     |     |

タニムラ　ユイ ソウヨウ                                      

12 631 谷村　結彩 2 双葉・滋賀 11 10.81 | 9.60| 9.74|10.81|     |     |     |

カンダ　リオ コオリヤマミナミ                                      

13 433 神田　莉和 3 郡山南・奈良 5 10.73 |10.73|10.51|10.15|     |     |     |

マツマエ　ノノカ キヌガサ                                      

14 332 松前　希佳 3 衣笠・和歌山 17 10.68 |10.24|10.68|10.21|     |     |     |

フジモト　サクラ コウベキタコウベ                                      

15 232 藤本　早玲 3 神戸北神戸・兵庫 7 10.60 | 9.80|10.60| 7.48|     |     |     |

マツダ　フユミ ヒノ                                      

16 632 松田　冬美 3 日野・滋賀 14 10.47 |10.18|10.01|10.47|     |     |     |

ソウザ　ビアンカ チョウオウ                                      

17 633 ソウザ　ビアンカ 2 朝桜・滋賀 16 10.41 |    x|10.41|10.01|     |     |     |

アダチ　シオリ コウベスズランダイ                                      

18 233 安達　栞 3 神戸鈴蘭台・兵庫 2 10.02 | 9.48| 9.96|10.02|     |     |     |
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子円盤投 [1.0kg]
日本中学記録 44.57 斎藤　真希 (山形・余目) 2015 酒田 決勝 8/6 14:00 
近畿中学記録 39.77 助永　仁美 (兵庫・神戸生田) 2003 横浜国際

大会記録 37.90 政　　光里 (奈良・都祁) 1998 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |

オタ　マヒロ ミツエ                                      

1 434 小田　愛央 2 御杖・奈良 17 30.15 |30.15|28.05|29.03|26.39|28.77|28.94|

ハシモト　アオイ オウジ                                      

2 435 橋本　葵 3 王寺・奈良 3 29.37 |28.81|22.13|27.86|26.16|28.45|29.37|

ホウザキ　アオイ ラクナン                                      

3 534 鳳﨑　葵 3 洛南・京都 16 29.21 |27.43|28.80|27.29|27.12|26.34|29.21|

タナカ　ミサキ カナオカミナミ                                      

4 136 田中　美彩妃 2 金岡南・大阪 7 28.64 |24.86|26.44|23.25|24.06|26.21|28.64|

ミズスギ　サリ タカクラ                                      

5 135 水杉　早李 3 高倉・大阪 18 27.74 |26.00|26.03|26.31|26.80|26.13|27.74|

キタハラ　メイ ヒメジナダ                                      

6 234 北原　夢來 3 姫路灘・兵庫 10 27.50 |24.61|26.76|25.73|26.15|26.69|27.50|

マルヤマ　ミオ カメオカ                                      

7 535 丸山　澪 3 亀岡・京都 12 27.44 |27.31|    x|    x|25.61|    x|27.44|

イシカワ　ミユウ トミオミナミ                                      

8 436 石川　美優 3 富雄南・奈良 13 26.82 |26.82|    x|25.42|25.44|25.48|26.17|

ヤマモト　ユウナ ミナミヒバリガオカ                                      

9 236 山本　友菜 3 南ひばりガ丘・兵庫 6 26.25 |23.25|24.84|26.25|     |     |     |

サカイ　キヨカ タカツキイチ                                      

10 134 阪井　聖佳 3 高槻一・大阪 5 26.14 |    x|26.14| 4.47|     |     |     |

キタニ　マオ ソウヨウ                                      

11 634 木谷　茉央 3 双葉・滋賀 9 25.79 |24.95|25.79|24.85|     |     |     |

ハマノ　アヤネ キヌガサ                                      

12 334 濵野　彩寧 3 衣笠・和歌山 14 25.30 |25.29|24.53|25.30|     |     |     |

コジマ　カンナ カミギョウ                                      

13 536 小島　柑奈 2 上京・京都 4 25.15 |22.81|21.87|25.15|     |     |     |

タニガワ　アオイ ベフ                                      

14 235 谷川　あおい 3 別府・兵庫 1 23.88 |23.88|23.65| 7.99|     |     |     |

ハラ　シホ ナカツ                                      

15 336 原　志保 2 中津・和歌山 2 22.86 |22.34|20.17|22.86|     |     |     |

タカハシ　カナ イシベ                                      

16 635 髙橋　佳愛 3 石部・滋賀 15 22.38 |21.48|21.64|22.38|     |     |     |

ソウガワ　ユキネ リュウジン                                      

17 335 寒川　幸音 3 龍神・和歌山 8 20.99 |20.99|    x|    x|     |     |     |

ニシムラ　ルナ リュウオウ                                      

18 636 西村　瑠奈 3 竜王・滋賀 11 20.73 |16.84|20.64|20.73|     |     |     |
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子四種競技
日本中学記録 3233 林　　美希 (愛知・翔南) 2020 日産 決勝 8/6 15:40
近畿中学記録 3133 藤本　奈那 (兵庫・福崎東) 2009 大分総合

大会記録 3002 シュレスタ　まや (大阪・友渕) 2013 布引

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
フクムラ　ナゴミ ツキス

1 137 福村　和海 3 月州・大阪 5 2773 15.32(-1.2)-1.46-11.08-w 26.01(2.2)
ドロバット　サホ ハリマミナミ

2 237 ドロバット　さほ 3 播磨南・兵庫 4 2730 15.58(-1.2)-1.46-12.70-w 27.40(2.2)
イノウエ　ナギサ コウベキタコウベ

3 238 井上　凪紗 2 神戸北神戸・兵庫 9 w2632 w 14.98(2.1)-1.58-7.29-w 26.88(2.2)
マツモト　ハノ ラクホク

4 537 松本　葉音 3 洛北・京都 17 2591 15.39(1.3)-1.49-9.76-w 27.43(2.2)

モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマ

5 637 諸木　陽菜紗 2 県立守山・滋賀 8 w2536 w 15.22(2.1)-1.46-9.53-w 27.79(2.2)
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ

6 239 宮内　綾花 2 福崎西・兵庫 16 2535 14.77(1.3)-1.43-8.84-27.57(1.1)

クリブ　マイサ サクヤコノハナ

7 138 クリブ　マイサ 3 咲くやこの花・大阪 11 w2533 w 15.48(2.1)-1.52-9.12-w 27.91(2.2)
マツダ　ユナ サクライニシ

8 437 松田　結菜 3 桜井西・奈良 3 2456 15.92(-1.2)-1.58-8.11-28.22(1.1)

ヤマシタ　サワ オウジ

9 438 山下　紗和 3 王寺・奈良 15 2382 15.60(1.3)-1.43-9.09-28.35(1.1)

キヨハラ　ミフユ タナベ

10 538 清原　三冬 3 田辺・京都 12 2294 w 16.09(2.1)-1.35-10.23-28.58(1.1)

カトウ　アンナ カシバ

11 439 加藤　杏菜 3 香芝・奈良 7 2260 w 16.39(2.1)-1.35-8.89-27.44(1.1)

ヤモト　リンナ カナオカミナミ

12 139 矢本　凛夏 3 金岡南・大阪 14 2228 15.89(1.3)-1.30-10.42-29.27(1.1)

ミナミ　サラ シンジョウ

13 339 南　咲良 3 新庄・和歌山 18 2191 16.28(1.3)-1.40-7.88-28.31(0.0)

ホリイ　ラン クスミ

14 338 堀井　琉杏 2 楠見・和歌山 10 2153 w 15.56(2.1)-1.35-6.89-28.45(0.0)

ハラ　ヒナカ キノカワ

15 337 原　陽菜佳 3 紀之川・和歌山 2 2148 16.57(-1.2)-1.35-8.17-27.99(0.0)

キタムラ　ユウ ソウヨウ

16 638 北村　優羽 3 双葉・滋賀 6 2138 17.05(-1.2)-1.35-8.73-27.88(0.0)

シカタ　ルナ キヅ

17 539 四方　るな 3 木津・京都 1 2032 17.18(-1.2)-1.20-9.26-27.60(0.0)

ニシカワ　アカリ ミナクチヒガシ

18 639 西川　明里 3 水口東・滋賀 13 1808 17.14(1.3)-1.20-8.17-29.67(0.0)

w:追風参考  
2021/08/07 15:38:41
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子100mH [76.2cm]
日本中学記録 13.56 澤田ｲﾚｰﾈ･ｵｷﾞﾓﾝｷﾞ (東京・調布四) 2012 夢の島 決勝 8/6 10:00 
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん (兵庫・神河) 2019 皇子山

大会記録 13.66 藤原　かれん (兵庫・神河) 2019 皇子山

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-1.2 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
フクムラ　ナゴミ ツキス 800

1 137 福村　和海 3 月州・大阪 7 15.32
ドロバット　サホ ハリマミナミ 767

2 237 ドロバット　さほ 3 播磨南・兵庫 6 15.58
マツダ　ユナ サクライニシ 724

3 437 松田　結菜 3 桜井西・奈良 5 15.92
ハラ　ヒナカ キノカワ 646

4 337 原　陽菜佳 3 紀之川・和歌山 4 16.57
キタムラ　ユウ ソウヨウ 591

5 638 北村　優羽 3 双葉・滋賀 8 17.05
シカタ　ルナ キヅ 576

6 539 四方　るな 3 木津・京都 3 17.18

2組 (+2.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
イノウエ　ナギサ コウベキタコウベ 844

1 238 井上　凪紗 2 神戸北神戸・兵庫 5 w14.98
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマ 813

2 637 諸木　陽菜紗 2 県立守山・滋賀 4 w15.22
クリブ　マイサ サクヤコノハナ 779

3 138 クリブ　マイサ 3 咲くやこの花・大阪 7 w15.48
ホリイ　ラン クスミ 769

4 338 堀井　琉杏 2 楠見・和歌山 6 w15.56
キヨハラ　ミフユ タナベ 703

5 538 清原　三冬 3 田辺・京都 8 w16.09
カトウ　アンナ カシバ 667

6 439 加藤　杏菜 3 香芝・奈良 3 w16.39

3組 (+1.3 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 872

1 239 宮内　綾花 2 福崎西・兵庫 6 14.77
マツモト　ハノ ラクホク 791

2 537 松本　葉音 3 洛北・京都 7 15.39
ヤマシタ　サワ オウジ 764

3 438 山下　紗和 3 王寺・奈良 5 15.60
ヤモト　リンナ カナオカミナミ 728

4 139 矢本　凛夏 3 金岡南・大阪 4 15.89
ミナミ　サラ シンジョウ 680

5 339 南　咲良 3 新庄・和歌山 8 16.28
ニシカワ　アカリ ミナクチヒガシ 581

6 639 西川　明里 3 水口東・滋賀 3 17.14

w:追風参考  
2021/08/ 07 12:32:55
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子走高跳
日本中学記録 1.87 佐藤　　恵 (新潟・木戸) 1981 国立 決勝 8/6 11:30 
近畿中学記録 1.77 津田　ｼｪﾘｱｲ (大阪・今市) 2011 長居第二

大会記録 1.71 上島　みどり (京都・花園) 2009 神戸総合

〈〈 四種競技 〉〉

1組
|1.20|1.25|1.30|1.35|1.40|1.43|

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |1.46|1.49|1.52|1.55|1.58|1.61|

イノウエ　ナギサ コウベキタコウベ 712 |-   |-   |-   |-   |-   |-   |
1 238 井上　凪紗 2 神戸北神戸・兵庫 3 1.58 |o   |o   |o   |o   |xo  |xxx |

クリブ　マイサ サクヤコノハナ 644 |-   |-   |-   |-   |o   |o   |
2 138 クリブ　マイサ 3 咲くやこの花・大阪 2 1.52 |o   |o   |o   |xxx |          

マツモト　ハノ ラクホク 610 |-   |-   |-   |-   |o   |o   |
3 537 松本　葉音 3 洛北・京都 4 1.49 |o   |o   |xxx |               

モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマ 577 |-   |-   |-   |-   |o   |xxo |
4 637 諸木　陽菜紗 2 県立守山・滋賀 1 1.46 |xxo |xxx |                    

2組
|1.20|1.25|1.30|1.35|1.40|1.43|

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |1.46|1.49|1.52|1.55|1.58|1.61|

マツダ　ユナ サクライニシ 712 |-   |-   |o   |o   |o   |o   |
1 437 松田　結菜 3 桜井西・奈良 10 1.58 |o   |xo  |o   |xxo |xo  |xxx |

フクムラ　ナゴミ ツキス 577 |o   |o   |o   |o   |xo  |xo  |
2 137 福村　和海 3 月州・大阪 4 1.46 |xo  |xxx |                    

ドロバット　サホ ハリマミナミ 577 |-   |o   |o   |o   |xo  |xxo |
3 237 ドロバット　さほ 3 播磨南・兵庫 13 1.46 |xxo |xxx |                    

ヤマシタ　サワ オウジ 544 |-   |-   |o   |o   |o   |o   |
4 438 山下　紗和 3 王寺・奈良 2 1.43 |xxx |                         

ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 544 |-   |-   |o   |xxo |xo  |o   |
5 239 宮内　綾花 2 福崎西・兵庫 9 1.43 |xxx |                         

ミナミ　サラ シンジョウ 512 |-   |o   |o   |xo  |xo  |xxx |
6 339 南　咲良 3 新庄・和歌山 14 1.40                                

ホリイ　ラン クスミ 460 |-   |o   |o   |o   |xxx |     
7 338 堀井　琉杏 2 楠見・和歌山 3 1.35                                

カトウ　アンナ カシバ 460 |o   |o   |o   |o   |xxx |     
7 439 加藤　杏菜 3 香芝・奈良 8 1.35                                

キタムラ　ユウ ソウヨウ 460 |-   |o   |o   |o   |xxx |     
7 638 北村　優羽 3 双葉・滋賀 12 1.35                                

キヨハラ　ミフユ タナベ 460 |-   |o   |xxo |o   |xxx |     
10 538 清原　三冬 3 田辺・京都 11 1.35                                

ハラ　ヒナカ キノカワ 460 |-   |o   |o   |xo  |xxx |     
11 337 原　陽菜佳 3 紀之川・和歌山 5 1.35                                

ヤモト　リンナ カナオカミナミ 409 |o   |o   |o   |xxx |          
12 139 矢本　凛夏 3 金岡南・大阪 7 1.30                                

ニシカワ　アカリ ミナクチヒガシ 312 |o   |xxx |                    
13 639 西川　明里 3 水口東・滋賀 1 1.20                                

シカタ　ルナ キヅ 312 |o   |xxx |                    
13 539 四方　るな 3 木津・京都 6 1.20                                
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子砲丸投 [2.72kg]
日本中学記録 17.45 奥山　琴未 (岡山・上道) 2019 シティライト 決勝 8/6 13:50 
近畿中学記録 16.67 尾山　和華 (兵庫・志方) 2014 太子

大会記録 15.86 日夏　涼香 (大阪・三稜) 2017 西京極

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |  1  |  2  |  3  |

ドロバット　サホ ハリマミナミ 707                                      

1 237 ドロバット　さほ 3 播磨南・兵庫 13 12.70 |12.70|12.19|11.96|

フクムラ　ナゴミ ツキス 600                                      

2 137 福村　和海 3 月州・大阪 5 11.08 |10.49|11.08| 9.97|

ヤモト　リンナ カナオカミナミ 557                                      

3 139 矢本　凛夏 3 金岡南・大阪 7 10.42 |10.34|10.42|10.37|

キヨハラ　ミフユ タナベ 545                                      

4 538 清原　三冬 3 田辺・京都 9 10.23 | 9.61| 9.31|10.23|

マツモト　ハノ ラクホク 514                                      

5 537 松本　葉音 3 洛北・京都 11 9.76 | 9.53| 9.76|    x|

モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマ 499                                      

6 637 諸木　陽菜紗 2 県立守山・滋賀 10 9.53 | 7.22| 9.53| 8.89|

シカタ　ルナ キヅ 481                                      

7 539 四方　るな 3 木津・京都 14 9.26 | 8.95| 9.26| 9.04|

クリブ　マイサ サクヤコノハナ 472                                      

8 138 クリブ　マイサ 3 咲くやこの花・大阪 12 9.12 | 9.12| 7.06|    x|

ヤマシタ　サワ オウジ 470                                      

9 438 山下　紗和 3 王寺・奈良 4 9.09 | 9.09|    x| 9.04|

カトウ　アンナ カシバ 457                                      

10 439 加藤　杏菜 3 香芝・奈良 15 8.89 | 8.60| 8.89| 8.73|

ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 454                                      

11 239 宮内　綾花 2 福崎西・兵庫 1 8.84 | 7.84| 8.84| 8.50|

キタムラ　ユウ ソウヨウ 447                                      

12 638 北村　優羽 3 双葉・滋賀 6 8.73 | 8.73| 8.51| 8.08|

ニシカワ　アカリ ミナクチヒガシ 410                                      

13 639 西川　明里 3 水口東・滋賀 2 8.17 | 7.79| 6.98| 8.17|

ハラ　ヒナカ キノカワ 410                                      

14 337 原　陽菜佳 3 紀之川・和歌山 8 8.17 |    x| 8.17| 6.98|

マツダ　ユナ サクライニシ 406                                      

15 437 松田　結菜 3 桜井西・奈良 18 8.11 |    x| 8.11|    x|

ミナミ　サラ シンジョウ 392                                      

16 339 南　咲良 3 新庄・和歌山 17 7.88 | 6.23| 7.88| 7.48|

イノウエ　ナギサ コウベキタコウベ 354                                      

17 238 井上　凪紗 2 神戸北神戸・兵庫 16 7.29 | 6.50| 5.88| 7.29|

ホリイ　ラン クスミ 328                                      

18 338 堀井　琉杏 2 楠見・和歌山 3 6.89 | 6.62| 6.89| 6.24|

2021/08/ 07 12:34:09

第70回近畿中学校総合体育大会



リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

共通女子200m
日本中学記録 23.99 ハッサン　ナワール (千葉・松戸五) 2019 等々力 決勝 8/6 15:40 
近畿中学記録 24.35 島田　幸羽 (大阪・咲くやこの花) 2021 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ

大会記録 24.95 津山　葵 (兵庫・学文) 2013 布引

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (0.0 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
シカタ　ルナ キヅ 663

1 539 四方　るな 3 木津・京都 8 27.60
キタムラ　ユウ ソウヨウ 640

2 638 北村　優羽 3 双葉・滋賀 6 27.88
ハラ　ヒナカ キノカワ 632

3 337 原　陽菜佳 3 紀之川・和歌山 5 27.99
ミナミ　サラ シンジョウ 607

4 339 南　咲良 3 新庄・和歌山 7 28.31
ホリイ　ラン クスミ 596

5 338 堀井　琉杏 2 楠見・和歌山 4 28.45
ニシカワ　アカリ ミナクチヒガシ 505

6 639 西川　明里 3 水口東・滋賀 3 29.67

2組 (+1.1 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
カトウ　アンナ カシバ 676

1 439 加藤　杏菜 3 香芝・奈良 3 27.44
ミヤウチ　アヤカ フクサキニシ 665

2 239 宮内　綾花 2 福崎西・兵庫 4 27.57
マツダ　ユナ サクライニシ 614

3 437 松田　結菜 3 桜井西・奈良 5 28.22
ヤマシタ　サワ オウジ 604

4 438 山下　紗和 3 王寺・奈良 7 28.35
キヨハラ　ミフユ タナベ 586

5 538 清原　三冬 3 田辺・京都 6 28.58
ヤモト　リンナ カナオカミナミ 534

6 139 矢本　凛夏 3 金岡南・大阪 8 29.27

3組 (+2.2 m/s)

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録
フクムラ　ナゴミ ツキス 796

1 137 福村　和海 3 月州・大阪 5 w26.01
イノウエ　ナギサ コウベキタコウベ 722

2 238 井上　凪紗 2 神戸北神戸・兵庫 4 w26.88
ドロバット　サホ ハリマミナミ 679

3 237 ドロバット　さほ 3 播磨南・兵庫 6 w27.40
マツモト　ハノ ラクホク 676

4 537 松本　葉音 3 洛北・京都 7 w27.43
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマ 647

5 637 諸木　陽菜紗 2 県立守山・滋賀 3 w27.79
クリブ　マイサ サクヤコノハナ 638

6 138 クリブ　マイサ 3 咲くやこの花・大阪 8 w27.91

w:追風参考  
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リザルトリスト
第７０回近畿中学校総合体育大会[21501703] 審判長 田邉　幸広
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

オープン女子棒高跳
その他 8/7 11:00 

〈〈 その他 〉〉

1組
|1.80|2.00|2.20|2.40|

順位 No. 競技者名 学年 所属 ﾚｰﾝ 記録 |2.50|2.60|2.70|2.80|

コウブン　ルナ トットリヒガシ |-   |-   |-   |-   |
1 169 公文　瑠那 3 鳥取東・大阪 2 2.70 |o   |o   |xo  |xxx |

ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ |-   |-   |-   |xxo |
2 275 村上　綾奈 3 兵庫・兵庫 13 2.70 |o   |o   |xxo |xxx |

ナカタ　ヒナリ キンダイワ |-   |o   |xo  |o   |
3 358 中田　妃奈里 3 近大和歌山・和歌山 7 2.50 |xxo |xxx |          

ニシマエ　ハルカ タワラモト |-   |-   |o   |xxo |
4 468 西前　瑶 3 田原本・奈良 1 2.40 |xxx |               

トモカワ　ヒナタ ウズマサ |-   |o   |o   |xxo |
4 576 供川　陽葵 2 太秦・京都 5 2.40 |xxx |               

ヨコボリ　カズナ ウズマサ |-   |o   |o   |xxx |
6 577 横堀　紀凪 3 太秦・京都 3 2.20                      

タケウチ　ミカ キョクトウ |-   |o   |o   |xxx |
6 171 竹内　美華 3 旭東・大阪 4 2.20                      

イノウエ　ノア キタテシマ |-   |-   |o   |xxx |
6 170 井上　望愛 2 北豊島・大阪 14 2.20                      

ウラヒガシ　サラ タワラモト |-   |xxo |xo  |xxx |
9 469 浦東　紗楽 2 田原本・奈良 8 2.20                      

サトウ　アカリ カミギョウ |-   |o   |xxx |     
10 578 佐藤　朱里 3 上京・京都 10 2.00                      

オカモト　スズネ ウネビ |-   |o   |xxx |     
10 470 岡本　紗寧 3 畝傍・奈良 11 2.00                      

ハシウチ　マヤ ソノダ |xo  |o   |xxx |     
12 276 橋内　麻矢 2 園田・兵庫 6 2.00                      

オカナカ　マイ キンダイワ |xo  |xxx |          
13 359 岡中　麻依 2 近大和歌山・和歌山 9 1.80                      

ウエノ　ミナリ キンダイワ |-   |xxx |          
344 上野　美成 3 近大和歌山・和歌山 12 NM                      

NM:計測無し  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
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