
日付 種目

林　将輝  w23.97 (+5.7) 横田　優駕  w24.02 (+5.7) 石井　智也  w25.01 (+5.7) 三浦　康佑  w25.19 (+5.7) 平賀　玲生  w25.57 (+5.7) 日髙　翔朝  w25.79 (+4.6) 瓜生　一翔  w26.19 (+5.7) 山口　隼太  w26.20 (+4.6)

御影 向洋 本山南 御影 本山南 住吉 本庄 住吉

林　将輝  54.72 横田　優駕  55.41 三木　稜太  58.77 三井　大晟  59.72 岡本　凌凪  1:00.55 木下　晴翔  1:01.49 宇戸　駿太  1:02.52 藤田　諒太郎  1:06.23

御影 向洋 本山南 御影 向洋 本山 本山南 住吉

安富　輝  2:14.78 前田　大貴  2:16.75 堀　琳太朗  2:21.07 武曽　朋央  2:23.30 唐鎌　航  2:24.88 樋上　昂志郎  2:25.38 安見　郁哉  2:26.56 田中　輝斗  2:26.65

本山 御影 神大附属 本山 魚崎 本山南 御影 魚崎

林　祐大  4:35.14 栁瀬　貴行  4:36.77 安富　輝  4:37.52 清水　真斗  4:48.79 西　洸平  4:54.44 大森　晴斗  4:55.40 岡嶋　大弦  4:56.21 川上　由人  4:57.07

本山 御影 本山 御影 神大附属 本山南 住吉 本庄

林　祐大  9:47.54 栁瀬　貴行  9:48.83 寺坂　晃一  9:53.39 安田　大翔  10:13.74 西　洸平  10:18.25 乾　文人  10:18.39 織田　大輝  10:40.33 野妻　七夏都  10:46.94

本山 御影 本山南 本山南 神大附属 本山 御影 本庄

村井　洸太  w19.19 (+3.1) 大石　有哉  w19.83 (+3.1) 糸長　篤哉  w19.98 (+3.1) 髙岡　楓雅  w19.99 (+3.1) 下谷　知輝  w20.11 (+3.1)

向洋 向洋 住吉 住吉 魚崎

御影  46.49 本山  48.53 本山南  48.69 向洋  49.17 本庄  50.15 住吉  50.30 神大附属  51.49

髙橋　翔真 木下　晴翔 村山　遼 野々下　勇輝 小巻　隼士 山口　隼太 吉田　空我

三浦　康佑 久保　楓 平賀　玲生 岡本　凌凪 瓜生　一翔 糸長　篤哉 竹森　蓮

齊藤　涼介 中山　純 石井　智也 岸田　健幸 河原　聖和 谷川　颯健 平井　紀慶

林　将輝 能津　昂輔 嶋崎　晴太 横田　優駕 明石　光希 日髙　翔朝 岡本　大世

岡田　梢斗  1.45 木下　晴翔  1.40 速見　和眞  1.30 野口　輝  1.25

本山南 本山 本山 住吉

嶋崎　晴太  w5.63 (+7.6) 明石　光希  w5.52 (+8.5) 仲谷　隆世  w5.03 (+3.5) 瀧口　空  4.81 (+1.1) 岸田　健幸  w4.75 (+5.2) 野々下　勇輝  w4.72 (+4.0) 結城　知大  w4.72 (+3.2) 能津　昂輔  4.71 (-7.0)

本山南 本庄 御影 本山南 向洋 向洋 御影 本山

嶋崎　晴太  11.37 (+1.9) 久保　楓  11.32 (+0.6) 長尾　優  10.13 (+1.0) 福池　蓮  10.01 (+1.3) 仲谷　隆世  10.01 (+0.6) 木村　優太  9.16 (+2.0) 野原　頼人  9.07 (+2.0)

本山南 本山 住吉 本山南 御影 本山 魚崎

村山　遼  9.36 岩﨑　星路  9.02 奥野　舜  7.79 米満　智大  6.18 麻田　隆真  5.30 松本　信幸  4.72

本山南 向洋 本山南 向洋 本山 本山

村山　遼  22.84 奥野　舜  17.40

本山南 本山南

齊藤　涼介  w11.60 (+4.4) 髙橋　翔真  w11.87 (+4.4) 明石　光希  w11.91 (+4.4) 吉田　空我  w12.07 (+4.4) 石井　智也  w12.23 (+4.4) 久保　楓  w12.33 (+4.4) 瓜生　一翔  w12.45 (+4.4) 平賀　玲生  w12.52 (+4.4)

御影 御影 本庄 神大附属 本山南 本山 本庄 本山南

大西　陸斗  12.12 (+1.8) 三井　大晟  12.36 (+1.8) 糸長　篤哉  12.37 (+1.8) 菅野　峻平  12.45 (+1.8) 田中　龍大  12.49 (+1.8) 安藤　亘輝  12.52 (+1.8) 小谷　櫂斗  12.61 (+1.8) 谷川　颯健  12.69 (+1.8)

本山 御影 住吉 本山南 本山 御影 本山南 住吉

小林　温眞  w12.87 (+2.1) 小林　魁士  w13.20 (+2.1) 廣部　桔太  w13.32 (+2.1) 村上　豪  w13.41 (+2.1) 神谷　健悟  w13.60 (+2.1) 栗林　弘太郎  w13.64 (+2.1) 飯牟田　一惺  w13.69 (+2.1)

向洋 御影 本山南 本山南 御影 住吉 本庄

佐々木　和音  5:14.06 片岡　良王  5:22.65 中村　心宝  5:34.18 眞鍋　和明  5:39.04 平木　健一  5:42.50 宮山　諒士  5:43.60 上田　央裕  5:47.23 大矢　俊也  6:29.98

本山 本山南 魚崎 本山南 向洋 本山 本庄 御影

本山南  50.82 御影  51.00 本山  52.09 向洋  52.35 魚崎  53.03 本庄  53.90 住吉  54.78

小谷　櫂斗 安藤　亘輝 田中　龍大 岩﨑　星路 吉田　英樹 川﨑　良馬 竹野　真矢

廣部　桔太 小林　魁士 門脇　功成 小林　温眞 上田　航太 飯牟田　一惺 栗林　弘太郎

村上　豪 神谷　健悟 落合　真吾 野々下　元気 髙宮　遼 橋本　真太朗 松島　陸翔

菅野　峻平 三井　大晟 大西　陸斗 村井　洸太 下谷　知輝 國屋　蒼馬 立石　健太

記録主任 藤田　勝久

主催団体名 陸協名

競技会名 5区総体（東灘区)
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

6月15日 400m

1位 2位 7位 8位

共通男子 6月15日 200m

3位 4位 5位 6位

6月15日 800m

6月15日 1500m

6月15日 3000m

6月15日 110mH

6月15日 4x100mR

6月15日 走高跳

6月15日 走幅跳

6月15日 三段跳

6月15日 砲丸投

6月15日 円盤投

3年男子 6月15日 100m

2年男子 6月15日 100m

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


