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2020年10月10日(土)～11日(日)2020年10月10日(土)～11日(日)2020年10月10日(土)～11日(日)2020年10月10日(土)～11日(日)

（大会コード：20280302） 県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

西端  公志 10.58 森川  雄太 10.62 森  三主輝 10.72 原田    準(1) 10.80 森永  悠斗(2) 10.83 石井    司 10.85 片山  凜平 10.98 下山    翼(2) 10.99

ﾗﾝﾊﾞｰｽ +1.2 明石市陸協 +3.4 神戸市陸協 +5.6 AMACT +3.4 社高 +1.2 神戸市消防局 +3.4 但馬AC +1.2 小野高 +3.4 

吉田　正道(1) 21.94 髙見  陸亜(1) 21.98 森川  雄太 22.06 藤本  真生(2) 22.64 西川  晃輝 22.65 粟野  聖瑳(3) 22.66 下山    翼(2) 22.82 三浦  康生(2) 22.83

姫路商高 -0.8 姫路高 -0.8 明石市陸協 -0.8 社高 +1.2 播磨KOC -0.8 社高 +1.2 小野高 -1.2 社高 +0.0 

三浦  康生(2) 50.31 渡邊  隼斗(3) 50.31 西田  舶十(2) 50.78 藤本  悠希 51.42 北垣  拓己(2) 51.74 大村  教真(3) 51.82 中川    駿 51.98 森岡  龍輝 52.12

社高 姫路商高 明石北高 川崎重工 明石城西高 洲本高 T&F.netKOBE KOBEATHLETECLUB

岩田  峻也(3)  1:53.01 中村  航士  1:59.11 小林  毅司  2:00.42 渡邊  隼斗(3)  2:02.65 太田  啓太(2)  2:02.98 肥塚  匠海(2)  2:03.93 原田  裕作  2:04.26 稗田  貴也  2:04.57

姫路商高 神戸市陸協 但馬AC 姫路商高 明石城西高 相生高 復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ budouAC

小田  俊平  4:03.61 栗林　邦宣  4:07.76 橋本  有貴  4:09.89 岡田  颯星(1)  4:11.18 柿原  直季(3)  4:11.99 下川  和樹  4:12.24 近藤  友介  4:13.66 徳田  天馬(2)  4:14.48

ｺﾏﾈﾁﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 神戸市陸協 ｻﾌﾞｾﾞﾛ豊岡 八鹿高 兵庫医科大AC 明石市陸協 ﾕﾆﾊﾞｰSC 津名高

森川  翔平 14:29.93 大根田航太 14:36.41 熊橋  弘将 14:40.74 木村  哲也 15:26.72 日野  裕貴 15:31.75 大髙  流南(3) 15:40.12 河邉  瑠星(2) 15:41.68 小林  優斗(2) 15:47.43

山陽特殊製鋼 山陽特殊製鋼 山陽特殊製鋼 住電ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 西宮市陸協 相生高 西脇工高 姫路工高

宮野  和優(2) 15.03 三和龍之介(1) 15.07 西田  英史(1) 15.17 ﾄﾞﾛﾊﾞｯﾄ 黎(2) 15.27 渡瀬  竜貴(3) 15.95 山内  大遥(1) 16.00 細川  陸昇(2) 16.24 矢野  浩介(2) 16.54

社高 +2.7 社高 +2.7 社高 +2.7 明石南高 +2.7 上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +2.6 小野高 +2.6 明石商高 +2.3 市川高 +2.6 

４００ｍＨ 酒井  春名(1) 54.61 山田  那央(1) 55.60 山道  修平 55.92 三和龍之介(1) 56.15 足立  蓮珠(1) 59.40 平磯  友基(2)  1:00.07 福永  瑠彗(2)  1:00.28 竹内  銀汰(2)  1:00.69

(0.914m) 社高 小野高 宝塚市陸協 社高 八鹿高 加古川東高 飾磨工多部 市川高

３０００ｍＳＣ 内波  郁弥  9:35.00 森岡  秀一 10:06.94 渡邊賢一郎 10:31.69 上野  快晟(1) 10:42.57 天辰  昂平(2) 10:42.97 中芝  貴也(2) 10:53.92 吉田  真翔(2) 10:58.34 福島  孝一(2) 11:04.45

(0.914m) 相生市陸協 ﾕﾆﾊﾞｰSC 兵庫ﾊﾝﾓｯｸ 淡路三原高 明石高専 加古川南高 網干高 明石城西高

播田  和志(2) 2m03 松本  良太 2m00 田屋  良晃 1m94 西本  貴光(2) 1m85 大和田幸志(1) 1m80 山本  湧斗(1) 1m80 前薗  岳歩(2) 1m75

社高 姫路市陸協 zUKIX 姫路商高 社高 明石商高 姫路工高

前川  歩斗(1) 1m80

姫路商高

山口    翼(2) 4m00 山本  湧斗(1) 3m90 福永  瑞貴 3m50 酒井  宏晋 3m50 岡本  幸樹(1) 2m20

明石商高 明石商高 鳩印G&T 神戸市陸協 姫路南高

島田  拓実(3) 7m14 吉田　正道(1) 6m89 田中  雅貴 6m85 海道  藍真(2) 6m77 小川  恭輔 6m75 坂元  郁弥 6m74 臼杵  將悟 6m73 福田  光晃(1) 6m51

社高 +2.4 姫路商高 +3.3 日本製鉄広畑 +3.8 津名高 +6.8 住電ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ +3.1 明石市陸協 +1.7 廣川建設株式会社 +3.3 姫路商高 +6.8 

山本  侑輝 14m02 坂元  郁弥 13m67 中谷  琉来(3) 13m46 高橋  武男 12m99 田中健太郎(3) 12m87 三富    慎(2) 12m84 駒井  隆二 12m58 圓尾  啓伍(2) 12m58

神戸市陸協 -2.1 明石市陸協 -0.7 明石商高 -1.3 加東市陸協 +0.4 社高 -0.5 加古川北高 -1.0 姫路市陸協 +0.9 飾磨工多部 +0.4 

砲丸投 永井  裕斗(3)  14m11 宮原  治親(3)  13m15 原田  優飛(2)  12m41 石本  悠希(2)  11m85 ﾛﾊﾞｰﾄ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ(2)  11m77 奥村  仁紀(2)  10m28 川﨑琳太郎(2)  10m18 西久保龍佑(1)   9m69

(6.000kg) 姫路商高 飾磨工多部 明石商高 姫路商高 明石商高 明石城西高 加古川南高 播磨農高

円盤投 和田  拓巳  44m85 梶谷  達郎  39m52 黄田俊英ｲｻﾌｨﾙ  27m49 長尾  勝矢  17m82

(2.000kg) 但馬AC 加古郡陸協 鳩印G&T 神戸市陸協

円盤投 山口翔輝夜(1)  45m00 原田  優飛(2)  42m23 宮原  治親(3)  36m09 立岩  武矩(2)  33m16 立岩  嵩浩(1)  32m87 盛田  拓巳(2)  32m58 川田  竜史(2)  31m81 立巳  隆規(2)  29m66

(1.750kg) 社高 明石商高 飾磨工多部 加古川東高 加古川西高 明石商高 姫路商高 佐用高

ハンマー投 長谷川大輔  43m07 小泉健太郎  42m62 黄田俊英ｲｻﾌｨﾙ  26m30

(7.260kg) 加古川市陸協 ﾀｲﾓｽﾎﾟｰﾂ 鳩印G&T

ハンマー投 川田  竜史(2)  49m51 吉田　優将(2)  48m92 山口翔輝夜(1)  45m16 宮本  拓実(2)  43m16 佐治  優樹(2)  37m27 早柏    陽(2)  34m14 亀岡  斗稀(2)  28m11 伊藤  拓海(1)  26m42

(6.000kg) 姫路商高 自由ヶ丘高 社高 姫路商高 姫路工高 自由ヶ丘高 淡路三原高 社高

やり投 中島  啓吾  56m39 中野  龍治(3)  53m61 藤元  啓治  46m15 南    太陽(2)  45m05 市川    隼(1)  44m07 東森  知生  43m97 森田智比呂  43m45 大谷  祐介  42m26

(0.800kg) 尼崎市陸協 姫路南高 ﾀｲﾓｽﾎﾟｰﾂ 高砂高 姫路商高 鈴蘭台AC ﾀｲﾓｽﾎﾟｰﾂ 復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

※ 気象状況は女子の一覧表に記載※ 気象状況は女子の一覧表に記載※ 気象状況は女子の一覧表に記載※ 気象状況は女子の一覧表に記載 主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会 総　　　 務： 宮　永　正　俊 ﾄﾗｯｸ審判長： 本　城　勝　次

記  録 主 任： 大　塚　保　孝 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 三　木　慎　也

後　援：神 戸 新 聞 社後　援：神 戸 新 聞 社後　援：神 戸 新 聞 社後　援：神 戸 新 聞 社
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'20 兵庫陸上競技秋季記録会(明石会場)'20 兵庫陸上競技秋季記録会(明石会場)'20 兵庫陸上競技秋季記録会(明石会場)'20 兵庫陸上競技秋季記録会(明石会場)
2020年10月10日(土)～11日(日)2020年10月10日(土)～11日(日)2020年10月10日(土)～11日(日)2020年10月10日(土)～11日(日)

（大会コード：20280302） 県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）県立明石公園陸上競技場（競技場コード：283160）

日付 種目
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

松永  朋子(3) 11.91 好井  愛結(3) 11.97 重田  真衣(2) 12.07 松井  陽南(2) 12.43 豊瀬  綾野(2) 12.46 池内英里香 12.48 後藤みのり(2) 12.51 釜江  愛香(2) 12.57

小野高 +5.5 氷丘中 +5.5 加古川東高 +5.5 小野高 +3.2 小野高 +3.1 ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟAC +5.5 北条高 +3.2 加古川西高 +5.5 

好井  愛結(3) 25.25 羽田  有希(3) 25.84 重田  真衣(2) 25.94 豊瀬  綾野(2) 26.28 今津  花巴(1) 26.48 濵口なるみ(2) 26.59 池内英里香 26.61 山際  美月(2) 26.62

氷丘中 -1.7 小野高 -1.7 加古川東高 -1.7 小野高 -0.3 加古川東高 -1.7 加古川西高 +0.2 ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟAC +0.2 加古川西高 -1.7 

羽田  有希(3) 57.36 松井  陽南(2) 58.85 上住  小夏(2) 59.32 好井  万結(3)  1:00.86 平山  心菜(2)  1:01.64 津田  美夕(1)  1:02.32 小林  芽依(2)  1:02.34 宇野奈津子(2)  1:03.03

小野高 小野高 姫路商高 氷丘中 明石清水高 姫路商高 小野高 明石南高

好井  万結(3)  2:19.94 釜江  愛香(2)  2:21.54 王野    遥(1)  2:30.80 丸一  晃子  2:33.89 吉田  好花(1)  2:36.16 武中  優芽(2)  2:36.70 橋本奈央子(2)  2:37.31 池田    心(2)  2:38.77

氷丘中 加古川西高 朝霧中 Ｇｒlab兵庫 淡路三原高 明石商高 明石高専 加古川南高

太田垣楓華(1)  4:40.67 田中  心渚(1)  4:44.67 山崎瑛里菜(2)  4:51.57 吉田  陽花(2)  5:00.83 本多万里菜(3)  5:00.89 山本  陽菜(1)  5:06.23 山下  佳子(2)  5:08.86 日置  陽生(2)  5:09.63

八鹿高 津名高 津名高 日高高 津名高 加古川西高 明石城西高 明石城西高

有田茉合香(2) 10:03.37 太田垣楓華(1) 10:13.69 岡野いつみ(3) 10:30.34 秦  しほみ(3) 10:43.30 松原  ちよ(1) 10:47.03 山下  佳子(2) 10:52.06 竹村  美咲(1) 10:53.42 日置  陽生(2) 10:57.98

小野高 八鹿高 小野高 小野高 小野高 明石城西高 小野高 明石城西高

１００ｍＨ 八杉  優衣(2) 15.70 田中なぎさ(1) 15.73 末兼  優由(2) 15.74 山名  彩香(2) 15.80 衣笠  初音(2) 16.22 吉原  清良(1) 16.75 谷口  乃愛(1) 16.84 久保  春陽(1) 17.16

(0.840m) 明石南高 +2.4 姫路南高 +2.4 姫路南高 +2.4 姫路南高 +2.4 明石南高 +2.4 明石南高 +2.6 小野高 +2.6 明石北高 +2.6 

４００ｍＨ 松本  美紀(3)  1:03.00 上住  小夏(2)  1:03.28 末兼  優由(2)  1:05.25 大垣  菜摘(1)  1:07.57 宇野奈津子(2)  1:09.03 内田  茉凛(1)  1:10.12 戸田  美里(2)  1:10.39 大西このか(2)  1:13.39

(0.762m) 姫路高 姫路商高 姫路南高 小野高 明石南高 加古川北高 八鹿高 明石南高

髙田  紗希(1) 1m50 藤原  汐音(2) 1m45 齊藤  春那(2) 1m45 岩﨑  綾香(2) 1m45 清名  華恋(2) 1m40 古林希良莉(2) 1m40 野本  菜莉(1) 1m35 寺谷  莉央(1) 1m30

明石商高 明石北高 淡路三原高 賢明高 佐用高 明石南高 姫路商高 加古川東高

野口  楓花(2) 1m30

明石北高

古林  愛理(3) 4m13 松本  百音(2) 3m70 横山  愛華(3) 3m60 橋本  風花(1) 2m90 塩崎  澄音(1) 2m70 岩本  聖菜(1) 2m20 石丸  麻白(1) 2m00

明石商高 NYR NHR 明石商高 明石商高 明石商高 明石商高 明石商高 明石商高

足田  愛結(1) 2m00

明石商高

祐谷  瑞穂 5m37 笹野    葵(2) 5m22 空    綾乃(1) 5m22 松本  彩華(2) 5m17 伊勢真由子(2) 5m13 福本  涼音(2) 4m90 藤城  咲彩(1) 4m88 北川さくら(2) 4m82

ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟAC +4.8 姫路商高 +2.8 明石城西高 +6.0 松陽高 +3.2 相生高 +1.6 淡路三原高 +3.9 加古川南高 +3.5 賢明高 +3.6 

笹野    葵(2) 11m42 為岡  杏奈 11m30 松本  彩華(2) 11m28 佐伯  彩華(2) 10m72 古賀  真尋(2) 10m57 北川さくら(2) 10m21 生田  紗良(2) 9m95 田中なぎさ(1) 9m84

姫路商高 +0.3 ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟAC +1.5 松陽高 +1.3 姫路南高 +0.8 加古川東高 +1.2 賢明高 +2.0 姫路南高 +0.8 姫路南高 +1.9 

砲丸投 大原  里彩(2)  10m70 小暮  奏乃(1)  10m24 荻野  優美(2)   9m08 竹元  千裕(2)   8m92 土野  栞摘(2)   8m33 谷口    舞(2)   7m33 森口  彩愛(1)   5m69

(4.000kg) 姫路女学院高 加古川東高 明石商高 加古川西高 八鹿高 加古川北高 松陽高

円盤投 押部  唯愛(1)  31m19 荻野  優美(2)  30m21 岡本  実里  28m56 村角  琉那(2)  27m44 鴨川  京加(1)  26m81 楠本さくら(1)  26m54 前本侑衣南(1)  25m42 佐藤  香奈(2)  23m79

(1.000kg) 日ノ本高 明石商高 西脇市陸協 日ノ本高 明石商高 明石西高 明石西高 加古川西高

ハンマー投 田中    凜(2)  40m42 長谷川美涼(1)  37m91 押部  唯愛(1)  29m02 水津ひかり(1)  17m48

(4.000kg) 姫路工高 加古川西高 日ノ本高 明石西高

やり投 起塚  幸香(2)  38m34 広地  唯愛(2)  35m14 山脇  千晶(2)  31m94 園田  紗弓(1)  31m50 大原  里彩(2)  29m05 木下  優香(2)  28m61 衣笠  初音(2)  26m05 櫛部  陽菜(2)  24m62

(0.600kg) 日ノ本高 洲本高 姫路南高 松陽高 姫路女学院高 高砂高 明石南高 明石北高

気象状況

気温 主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会主  催：一般財団法人 兵庫陸上競技協会 総　　　 務： 宮　永　正　俊

開始時（10:00） 23.0℃ 記  録 主 任： 大　塚　保　孝

12:00 26.0℃ 後　援：神 戸 新 聞 社後　援：神 戸 新 聞 社後　援：神 戸 新 聞 社後　援：神 戸 新 聞 社 ﾄﾗｯｸ審判長： 本　城　勝　次

終了時（15:00） 25.0℃ ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 三　木　慎　也

開始時（10:00） 24.0℃ NYR:U18新記録   NHR:日本高校新記録

12:00 25.0℃

終了時(14:50） 25.0℃

10日

10日 10

11日 走幅跳 38

10日 三段跳 14

21

11日 19

11日 5

11日 走高跳 10

棒高跳 910日

10日 ５０００ｍ 3

10日 14

11日 12

10日 １５００ｍ 31

11日 ３０００ｍ 37

４００ｍ 29

２００ｍ

11日 ８００ｍ 18

68%

曇り

曇り

晴れ

68%

68%

ト

ラ

ッ

ク

フ

ィ

ー

ル

ド

湿度

10日 １００ｍ 84

11日 56

10日

10月10日（土）

10月11日（日）

風向・風速

南南西・0.8m

南南西・1.2m

南南西・0.6m

天候

晴れ 北　東・2.3m

出場者なし

75%

晴れ 西北西・3.0m 62%

曇り 北北西・2.4m 63%

女女女女 子子子子


