
日付 種目

小谷　将馬  w23.73 (+3.5) 新澤　悠人  w23.82 (+3.5) 丸尾　琢磨  w23.89 (+3.5) 田嶋　楓葵  24.46 (+1.4) 菊池　龍介  w24.63 (+3.5) 木﨑　智也  w24.66 (+3.5) 三枝　陸人  w25.30 (+3.5) 伊與田　然  w25.44 (+3.5)

有野北 有野北 北神戸 北神戸 大原 小部 有野 大原

河野　裕人  55.37 柴田　暖斗  56.32 中塚　陸斗  56.65 小笠原　柚希  57.05 濱田　陸翔  58.52 國方　一成  58.87 青木　凜  59.58 木﨑　智也  1:00.83

大原 鈴蘭台 大原 有野北 鈴蘭台 有野 有野北 小部

脇田　幸輝  2:07.79 松本　尚也  2:09.57 河村　銀士  2:09.60 髙田　滉翔  2:12.01 石松　直樹  2:12.18 山口　大空  2:12.67 奥　琢磨  2:14.39 平井　瑛貴  2:17.30

大池 有野北 鈴蘭台 有野 大原 大原 有野北 北神戸

熊井　渓人  4:20.47 竹田　優人  4:20.72 菱田　紘翔  4:20.88 三浦　晋矢  4:21.36 奥　琢磨  4:27.15 古川　翔夢  4:28.68 赤尾　光秋  4:29.15 河村　銀士  4:32.70

大池 大池 有野北 大原 有野北 北神戸 小部 鈴蘭台

菱田　紘翔  9:03.94 三浦　晋矢  9:04.20 磯和　琳　  9:16.00 赤尾　光秋  9:33.82 奥村　俊太  9:34.19 川野　詩衣名  9:44.32 中野　元翔  9:48.16 別宗　諒  9:50.56

有野北 大原 大原 小部 大池 北神戸 北神戸 有野北

西田　英史  w14.50 (+3.9) 白髭　慶乙  w15.37 (+3.9) 小谷　将馬  w15.42 (+3.9) 下田　楽人  w15.92 (+3.9) 中西　颯良  17.04 (+1.4) 中塚　陸斗  17.07 (+1.4) 坂田　幸士郎  w17.44 (+3.9) 中村　文哉  19.03 (+1.4)

北神戸 北神戸 有野北 鈴蘭台 鈴蘭台 大原 有野北 有野

北神戸  45.14 有野北  46.63 鈴蘭台  47.10 大原  47.38 有野  48.52 小部  49.01 大池  49.76

丸尾　琢磨 新澤　悠人 中西　颯良 友松　暉良 中村　文哉 長友　琉稀斗 久保　遼真

西田　英史 坂田　幸士郎 大和田　幸志 河野　裕人 三枝　陸人 木﨑　智也 今北　雷煌

田嶋　楓葵 本田　幸真 柴田　暖斗 中塚　陸斗 森　出琉 藤本　壮太 井上　空柊

白髭　慶乙 小谷　将馬 濱田　陸翔 菊池　龍介 國方　一成 福髙　夢晴 吉田　修大

大和田　幸志  1.64 木山　瑚太郎  1.55 上木　陽斗  1.55 堂本　幸成  1.50 荒木　駿  1.50 和泉　投弥  1.45 石田　晃己  1.40 松山　泰樹  1.35

鈴蘭台 有野北 山田 北神戸 有野北 有野 有馬 北神戸

友松　暉良  w6.14 (+7.7) 白髭　慶乙  5.79 (+1.3) 河野　裕人  w5.72 (+5.8) 田中　優多  5.34 (-1.3) 柴田　暖斗  w5.25 (+4.4) 村上　翔紀  w5.16 (+4.3) 田嶋　楓葵  w5.05 (+3.3) 森　出琉  w4.80 (+7.4)

大原 北神戸 大原 有野北 鈴蘭台 有野北 北神戸 有野

友松　暉良  11.79 (+1.0) 青木　凜  11.48 (+1.1) 三日月　海斗  11.18 (+1.7) 山下　大河  10.82 (+1.1) 神足　悠生  10.65 (+1.8) 濱田　陸翔  10.63 (+0.7) 上木　陽斗  w10.53 (+4.2) 西澤　茂輝  w10.43 (+2.8)

大原 有野北 有野北 大原 北神戸 鈴蘭台 山田 広陵

池川　一哲  11.48 福田　陸  10.81 隈元　一聡  9.81 高橋　涼真  9.26 苗村　和澄  7.59 岸本　孝太  7.59 越智　亮太  7.54 寒竹　悠人  7.26

鈴蘭台 山田 大原 有野北 有馬 有野 鈴蘭台 大原

池川　一哲  36.97 隈元　一聡  27.35 高橋　涼真  26.76 福田　陸  26.02 永澤　航  20.30 寒竹　悠人  17.75 堂本　幸成  15.33 藤本　壮太  14.85

鈴蘭台 大原 有野北 山田 鈴蘭台 大原 北神戸 小部

西田　英史  11.43 (+0.9) 大和田　幸志  11.63 (+0.9) 丸尾　琢磨  11.74 (+0.9) 坂田　幸士郎  12.15 (+0.9) 三日月　海斗  12.18 (+0.9) 國方　一成  12.24 (+0.9) 福髙　夢晴  12.69 (+0.9) 中村　颯斗  12.73 (+0.9)

北神戸 鈴蘭台 北神戸 有野北 有野北 有野 小部 鈴蘭台

新澤　悠人  w11.73 (+3.8) 菊池　龍介  w11.92 (+3.8) 今北　雷煌  w12.06 (+3.8) 本田　幸真  w12.07 (+3.8) 長友　琉稀斗  w12.08 (+3.8) 三枝　陸人  w12.31 (+3.8) 森井　泰造  w12.45 (+3.8) 深山　大喜  w12.48 (+3.8)

有野北 大原 大池 有野北 小部 有野 北神戸 大原

栗原　隼之介  12.88 (+1.3) 白髭　怜士  13.24 (+1.3) 戸出　大翔  13.32 (+1.3) 本田　恭平  13.44 (+1.3) 松岡　結斗  13.47 (+1.3) 大坪　澪音  13.51 (+1.3) 北井　優桜  13.97 (+1.3) 河野　創太  14.10 (+1.3)

大原 北神戸 北神戸 山田 唐櫃 鈴蘭台 山田 有野北

大西　隼斗  4:53.72 竹内　海翔  4:54.07 久保田　真翔  5:02.48 中尾　香輝  5:05.22 村原　章夫  5:08.03 木村　友信  5:08.88 赤井　優正  5:18.13 里　拓樹  5:20.74

北神戸 北神戸 鵯台 大池 有野北 小部 有馬 大原

北神戸  50.85 大原  50.98 有野北  51.32 山田  52.60 唐櫃  54.43 鈴蘭台  55.82 有野  56.68

田中　晴貴 伊與田　然 田中　優多 上杉　拓海 新田　響 竹中　優吾 小幡　歩夢

白髭　怜士 栗原　隼之介 河野　創太 本田　恭平 山本　唯冬 大坪　澪音 冨田　舜

戸出　大翔 向江　晃汰 松田　征也 北井　優桜 田中　大智 山本　彩友 片山　剛

森井　泰造 深山　大喜 小笠原　柚希 糸田　大翔 藤田　涼生 飛鳥　優斗 和泉　投弥

低学年男子 6月15日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

1年男子 6月15日 100m

6月15日 1500m

3年男子 6月15日 100m

2年男子 6月15日 100m

6月15日 砲丸投

6月15日 円盤投

6月15日 走幅跳

6月15日 三段跳

6月15日 4x100mR

6月15日 走高跳

6月15日 3000m

6月15日 110mH

6月15日 800m

6月15日 1500m

7位 8位

共通男子 6月15日 200m

6月15日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

記録主任 藤田　勝久

主催団体名 陸協名

競技会名 5区総体(北区)
期日・時刻 2019/6/15 審判長 藤原　健秀

競技場名 神戸ユニバー記念競技場


