
男子2年砲丸投　華山　勝伍　12ｍ34 　　女子2年200ｍ　藤城　咲彩　26"47

２０２１年　9月17日（金）～19日（日）　たけびしスタジアム京都で行われる
第54回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会に出場することになりました。

男子２年 円盤投(1.750kg) 決勝
順位 氏名 記録

男子２年 １００ｍ 予選 7 華山 勝伍(2) 31m78
組順位 氏名 記録 男子共通 ４×１００ｍ 

1 上田　大翔(2) 11"09 組順位 メンバー 記録
男子２年 １００ｍ 準決勝 (1)神澤 るか(1)
組順位 氏名 記録 (2)田中 琉偉(2)

7 上田　大翔(2) 11"54 (3)上田 大翔(2)
男子２年 ２００ｍ 予選 (4)山下 貴大(1)
組順位 氏名 記録 男子共通 ４×４００ｍ 

4 上田　大翔(2) 22"90 組順位 メンバー 記録
男子２年 ２００ｍ 準決勝 (1)神澤 るか(1)
組順位 氏名 記録 (2)田中 琉偉(2)

6 上田　大翔(2) 23"20 (3)山河 亮駕(1)
男子１年 ４００ｍ 予選 (4)山下 貴大(1)
組順位 氏名 記録 女子２年 ２００ｍ 予選

7 山下 貴大(1) 55"68 組順位 氏名 記録
男子１年 ８００ｍ 予選 2 藤城　咲彩(2) 26"58
組順位 氏名 記録 女子２年 ２００ｍ 準決勝

6 玉田 飛優(1) 2'09"26 組順位 氏名 記録
3 山下 貴大(1) 2'08"81 3 藤城　咲彩(2) 27"20

男子１年 3000mSC(0.914m) ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 女子２年 ２００ｍ 決勝
順位 氏名 記録 順位 氏名 記録
31 山河 亮駕(1) 11'25"99 5 藤城　咲彩(2) 26"47

男子２年 三段跳 決勝 女子２年 走幅跳　決勝
順位 氏名 記録 順位 氏名 記録
17 田中 琉偉(2) 12m57 13 藤城　咲彩(2) 4m94

男子１年 走高跳 決勝 女子共通 ４×１００ｍＲ 予選
順位 試順 氏名 組順位 メンバー 記録
16 小見山太陽(1) 1m55 (1)山内 麻由(1)

男子２年 砲丸投(6.000kg) 決勝 (2)藤城 咲彩(2)
順位 氏名 記録 (3)荻野 颯(1)
3 華山 勝伍(2) 12m34 (4)関口 美海(2)

　　＜県大会出場者結果＞
男子２年 １００ｍ１次予選 男子共通 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果
組順位 氏名 記録 順位 メンバー 記録

1 上田　大翔(2) 11"59 (1)石川　晃希(1)
男子２年 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 (2)上田　大翔(2)

順位 氏名 記録 (3)神澤　るか(1)
3 上田　大翔(2) 11"40 (4)田中　琉偉(2)

男子２年 ２００ｍ １次予選 男子共通 ４×４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果
組順位 氏名 記録 順位 メンバー 記録

1 上田　大翔(2) 23"54 (1)田中　琉偉(2)
男子１年 ４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果 (2)小林　起都(1)

順位 氏名 記録 (3)神澤　るか(1)
4 山下　貴大(1) 54"94 (4)山下　貴大(1)

男子１年 ８００ｍ タイムレース総合結果 女子２年 ２００ｍ１次予選

順位 氏名 記録 組順位 氏名 記録
7 玉田　飛優(1) 2'11"91 1 藤城　咲彩(2) 26"80
4 山下　貴大(1) 2'06"31 女子２年 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果

男子２年 ３０００ｍＳＣ ２次予選 順位 氏名 記録
順位 氏名 記録 3 藤城　咲彩(2) 26”71
5 山河　亮駕(1) 11'28"97 女子２年 走幅跳 ２次予選

男子１年 走高跳 ２次予選 順位 氏名 記録
順位 氏名 記録 1 藤城　咲彩(2) 5m05
5 小見山太陽(1) 1m５５ 女子１年 走高跳 ２次予選

男子２年 走高跳 ２次予選 順位 氏名 記録
順位 氏名 記録 2 荻野　　颯(1) 1m40
4 田中　琉偉(2) 1m７５ 5 山内　麻由(1) 1m30

男子２年 三段跳 ２次予選 女子共通 ４×１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果
順位 氏名 記録 順位 メンバー 記録
3 田中　琉偉(2) 1２m８８ (1)髙見　恵倫(1)

男子１年 砲丸投(6.000kg) ２次予選 (2)藤城　咲彩(2)
順位 氏名 記録 (3)荻野　　颯(1)
5 石川　晃希(1) ９m80 (4)関口　美海(2)

男子２年 砲丸投(6.000kg) ２次予選 女子共通 ４×４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ総合結果
順位 氏名 記録 順位 メンバー 記録
1 華山　勝伍(2) １１ｍ８４ (1)南城　美里(1)

男子2年 円盤投(1.750kg) ２次予選 (2)関口　美海(2)
順位 氏名 記録 (3)駒井詩絵里(1)
2 華山　勝伍(2) 31m92 (4)藤城　咲彩(2)

（県ユース5位）      

53"49

第73回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会東播地区予選会　兵庫県加古川運動公園陸上競技場　2021年7月22日（木）～23日（金）

令和3年度　加古川南高等学校　陸上競技部　大会記録　（7月）

令和３年度　加古川南高等学校　陸上競技部　大会記録　（8月）
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第73回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　神戸総合運動公園ユニバー記念競技場　202１年8月20日（金）～22日（日）

6

6

4

3'56"43

45"349

（県ユース3位）     


