
日付 種目

星陵台  46.54 舞子  47.72 本多聞  48.31 多聞東  48.49 塩屋  48.67 桃山台  48.75 垂水東  49.22

酒井　春名 長尾　辰郎 浜谷　颯生 小西　統 上東　陸斗 富院　光泰 柏木　咲人

田中　理工 大内　秀磨 梶原　康平 髙木　優太 松谷　颯汰 溜水　琉偉 福田　青空

久保田　侑矢 藤瀬　彰吾 平田　陣 吉田　駿作 髙木　颯大 吉田　昴平 田中　諒

建沼　駿輝 鷲尾　薫 新　裕司 佐田國　敦也 二方　龍斗 春名　柊摩 黒田　朱有斗

垂水  48.31

北川　稜祐

桑原　章

角田　大夢

北園　幹也

久保田　侑矢  12.23 (-2.8) 長尾　辰郎  12.30 (-2.2) 新　裕司  12.31 (-2.8) 松谷　颯汰  12.35 (-2.8) 福田　青空  12.37 (-2.8) 桑原　章  12.40 (-2.2) 北園　幹也  12.42 (-2.8) 春名　柊摩  12.44 (-2.2)

星陵台 舞子 本多聞 塩屋 垂水東 垂水 垂水 桃山台

酒井　春名  23.57 (-1.4) 久保田　侑矢  24.44 (-1.4) 長尾　辰郎  24.70 (-1.4) 髙木　優太  25.01 (-1.1) 梶原　康平  25.15 (-1.4) 福田　青空  25.16 (-1.4) 北園　幹也  25.40 (-1.4) 黒田　朱有斗  25.83 (-1.1)

星陵台 星陵台 舞子 多聞東 本多聞 垂水東 垂水 垂水東

木下　秀平  54.91 小林　誉昇  56.28 新　裕司  56.39 佐田國　敦也  56.88 大内　秀磨  57.68 池田　翔  59.85 中野　颯大  1:00.10 角田　大夢  1:01.76

垂水東 垂水 本多聞 多聞東 舞子 多聞東 本多聞 垂水

木下　秀平  2:06.23 新井　和彬  2:07.37 二方　龍斗  2:13.61 小池　崇翔  2:13.70 近藤　倭人  2:21.24 古城　巧翔  2:21.98 髙橋　甚  2:24.09 村野　颯志  2:24.35

垂水東 星陵台 塩屋 桃山台 垂水 垂水 桃山台 塩屋

前田　涼太  4:27.02 新井　和彬  4:29.62 小林　誉昇  4:32.78 小池　崇翔  4:33.92 石橋　幹太  4:35.73 橋本　昊太  4:37.02 長畑　優真  4:37.05 橋本　和希  4:46.48

星陵台 星陵台 垂水 桃山台 歌敷山 星陵台 星陵台 桃山台

前田　涼太  9:37.38 長畑　優真  9:42.60 橋本　昊太  9:50.20 石橋　幹太  10:12.38 橋本　和希  10:18.14 野上　夢  10:20.39 岡嶋　翔太  10:22.96 橋本　友樹  10:24.57

星陵台 星陵台 星陵台 歌敷山 桃山台 多聞東分教 星陵台 桃山台

酒井　春名  14.71 (+0.8) 松谷　颯汰  16.71 (+0.8) 服部　咲羽人  18.98 (+0.8) 田中　理工  19.70 (+0.8) 福田　晴輝  23.77 (+0.8)

星陵台 塩屋 塩屋 星陵台 舞子

池田　翔大  1.40

塩屋

蘆田　昌士  w5.80 (+2.7) 鷲尾　薫  5.66 (-0.1) 溜水　琉偉  w5.22 (+2.4) 梶原　康平  w4.78 (+2.7) 橋本　崇太  w4.74 (+2.9) 尾住　勇輝  4.73 (+1.9) 久田　泰誠  4.51 (+1.3) 西本　海斗  4.07 (+1.2)

福田 舞子 桃山台 本多聞 舞子 舞子 桃山台 福田

鷲尾　薫  11.28 (-0.5) 吉田　駿作  10.81 (+0.8) 峰村　学士  10.25 (-0.1) 宮尾　航  10.16 (-0.9)

舞子 多聞東 塩屋 塩屋

森田　淳平  10.42 髙木　颯大  9.31 平田　陣  7.45 田中　鷲仁生  6.88 岡本　康希  6.36

福田 塩屋 本多聞 垂水 塩屋

森田　淳平  29.55 春名　柊摩  25.13 髙木　颯大  25.09 平田　陣  23.86 田中　鷲仁生  18.07 岡本　康希  17.75 川端　雅也  16.00

福田 桃山台 塩屋 本多聞 垂水 塩屋 垂水

三宅　陽立  12.57 (-0.2) 田中　竜馬  12.70 (-0.2) 小川　光  13.23 (-1.6) 中村　拓夢  13.72 (-0.2) 田中　優貴  13.82 (-1.6) 後藤　碧斗  13.92 (-0.2) 石倉　翼  13.93 (-0.2) 黒川　英敏  14.05 (-1.6)

星陵台 塩屋 歌敷山 塩屋 星陵台 塩屋 垂水 垂水東

櫻井　康一  4:55.61 吉田　湧真  5:02.25 髙杉　彰太  5:11.82 山口　開士  5:14.44 坂本　優太  5:16.15 平　虎生  5:16.39 黒田　壱多  5:31.39 濱田　弘喜  5:31.52

本多聞 星陵台 星陵台 多聞東 塩屋 星陵台 垂水 星陵台

塩屋  51.50 星陵台  52.00 舞子  52.59 本多聞  56.74 垂水東  UO1:02.05

池田　翔大 大戸　悠聖 橋本　崇太 平尾　健太郎 酒井　勇気

田中　竜馬 三宅　陽立 佐藤　颯拓 齋藤　碧 黒川　英敏

後藤　碧斗 田中　優貴 原　悠也 縣　惺之介 中川　敬太

服部　咲羽人 姫嶋　航太 福田　晴輝 森　獅恩 酒井　悠斗

競技会名 4区総体（垂水区)
期日・時刻 2019/6/16 審判長 都藤　将伸

競技場名 神戸ユニバー記念競技場 記録主任 藤田　勝久

主催団体名 陸協名

共通男子 6月16日 4x100mR

2・3年男子 6月16日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月16日 800m

6月16日 1500m

6月16日 200m

6月16日 400m

6月16日 走高跳

6月16日 走幅跳

6月16日 3000m

6月16日 110mH

6月16日 円盤投

1年男子 6月16日 100m

6月16日 三段跳

6月16日 砲丸投

6月16日 1500m

低学年男子 6月16日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考



日付 種目

競技会名 4区総体（垂水区)
期日・時刻 2019/6/16 審判長 都藤　将伸

競技場名 神戸ユニバー記念競技場 記録主任 藤田　勝久

主催団体名 陸協名

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

多聞東  52.19 星陵台  52.36 福田  54.92 本多聞  55.16 垂水東  56.62 桃山台  57.23 塩屋  59.89

城下　梨乃 田中　里奈 入江　咲帆 須賀　友郁 髙見　光 藤原　莉沙 辻口　結衣

西藤　杏純 石田　凜花 中川　ほのか 木田　侑里奈 政次　未沙希 福田　あんな 渡邊　菜々子

岡部　陽菜 長島　心晴 作田　小羽 橋本　来実 屋部　珠実 後藤　優衣 笹田　七海

井谷　陽菜 青木　暖佳 古賀　千尋 鷹野　日菜子 北野　美空 仲　陽菜乃 大島　帆加

西藤　杏純  12.84 (+1.5) 石田　凜花  13.18 (+1.5) 長島　心晴  13.38 (+1.5) 中川　ほのか  13.54 (+1.5) 井谷　陽菜  13.71 (+1.5) 青木　暖佳  13.93 (+1.5) 岡部　陽菜  14.12 (-3.7) 髙見　光  14.18 (-3.7)

多聞東 星陵台 星陵台 福田 多聞東 星陵台 多聞東 垂水東

西藤　杏純  27.22 (-1.2) 長島　心晴  27.88 (-1.2) 鷹野　日菜子  28.09 (-1.2) 中川　ほのか  28.79 (-1.2) 髙見　光  28.83 (-2.1) 岡部　陽菜  28.99 (-1.2) 関根　遙  29.34 (-1.2) 北野　美空  29.38 (-1.2)

多聞東 星陵台 本多聞 福田 垂水東 多聞東 星陵台 垂水東

政次　未沙希  2:26.15 前渕　美歩  2:27.68 小澤　穂乃花  2:28.90 平尾　美結  2:37.50 荻野　琴帆  2:39.05 森山　晏純  2:39.98 稲継　雛菜  2:40.14 柳田　愛実  2:40.24

垂水東 多聞東 福田 塩屋 多聞東 垂水東 星陵台 星陵台

前渕　美歩  5:09.77 小澤　穂乃花  5:13.02 平尾　美結  5:14.63 北山　結子  5:20.93 森山　晏純  5:28.02 荻野　琴帆  5:33.15 菊池　日菜  5:33.20 辻口　結衣  5:33.68

多聞東 福田 塩屋 本多聞 垂水東 多聞東 福田 塩屋

関根　遙  16.03 (-2.0) 木田　侑里奈  16.42 (-2.0) 磯野　里紗  17.00 (-2.0) 古賀　千尋  17.03 (-2.0) 大島　帆加  17.99 (-2.0) 藤原　莉沙  19.44 (-2.0) 寺河　鈴夏  20.75 (-2.0)

星陵台 本多聞 塩屋 福田 塩屋 桃山台 桃山台

大野　珠夢佳  1.51 入江　咲帆  1.33 木田　侑里奈  1.33 神田　摩耶  1.30 渡邊　菜々子  1.25 山田　千華  1.20

垂水 福田 本多聞 塩屋 塩屋 星陵台

石田　凜花  4.83 (+0.5) 鷹野　日菜子  4.33 (0.0) 田中　里奈  4.17 (+1.9) 中谷　綾花  3.97 (+0.5) 向　咲矢  3.82 (-0.1) 酒井　愛実  3.72 (+1.5) 工藤　妃奈  3.67 (+1.7) 大道　奈那  3.62 (+1.5)

星陵台 本多聞 星陵台 星陵台 星陵台 本多聞 星陵台 本多聞

石田　明日花  8.53 平山　菜桜  7.92 作田　小羽  7.83 多田　紗雪  7.67 松島　彩恋  7.25 武本　瑚巴  6.17 後藤　沙希  6.10 畑　朱音  5.70

本多聞 桃山台 福田 本多聞 福田 本多聞 桃山台 本多聞

作田　小羽  22.03 石田　明日花  18.20 多田　紗雪  18.14 松島　彩恋  18.13 後藤　沙希  15.82 平山　菜桜  15.04 藤田　恵美  13.79

福田 本多聞 本多聞 福田 桃山台 桃山台 桃山台

林　花鈴  14.26 (-1.0) 福安　瑠奈  14.29 (-1.0) 押見　野枝  14.84 (-1.0) 西村　光華  15.15 (-0.3) 田村　綾菜  15.17 (-1.5) 宮地　ももか  15.25 (-1.0) 田中　萌愛  15.37 (-2.7) 芝田　茉由  15.44 (-1.0)

本多聞 本多聞 塩屋 塩屋 星陵台 本多聞 星陵台 舞子

河野　心桜  2:43.03 森　春陽  2:47.16 狩谷　心愛  2:49.30 柳本　乙葉  2:49.72 德元　陽菜  2:52.58 足立　彩花  2:54.24 萩原　あぐり  2:55.05 松本　未羽  2:56.72

星陵台 本多聞 垂水東 桃山台 星陵台 桃山台 桃山台 星陵台

本多聞  56.75 塩屋  57.52 星陵台  59.12 福田  59.96 多聞東  1:00.15

大道　奈那 竹下　心彩 工藤　妃奈 松島　彩恋 松村　亜美

林　花鈴 押見　野枝 田村　綾菜 西内　愛乃 川畑　莉琉

福安　瑠奈 西村　光華 田中　萌愛 岡本　りおん 西橋　沙羽

酒井　愛実 神田　摩耶 向　咲矢 福島　舞 奥田　唯純

共通女子 6月16日 4x100mR

2・3年女子 6月16日 100m

6月16日 1500m

6月16日 100mH

6月16日 200m

6月16日 800m

低学年女子 6月16日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

1年女子 6月16日 100m

6月16日 800m

6月16日 砲丸投

6月16日 円盤投

6月16日 走高跳

6月16日 走幅跳


