
日付 種目

久米　晴人(3)  11.88 (-1.5) 齊藤　涼介(3)  12.02 (-1.5) 北住　隼士(3)  12.09 (-1.5) 久保田　侑矢(3)  12.19 (-1.5) 木﨑　智也(3)  12.29 (-0.7) 髙橋　翔真(3)  12.38 (-1.5) 森木　幹太(1)  12.44 (-0.7) 三浦　康佑(3)  12.45 (-0.7)

玉津 御影 高倉 星陵台 小部 御影 玉津 御影

齊藤　涼介(3)  24.31 (-3.2) 久保田　侑矢(3)  25.06 (-3.2) 三浦　康佑(3)  25.24 (-3.2) 髙橋　翔真(3)  25.34 (-3.2) 森木　幹太(1)  25.67 (-0.2) 安部　修悟(3)  25.76 (-2.3) 中房　健吾(2)  26.05 (-0.4) 高橋　涼真(3)  26.07 (-0.4)

御影 星陵台 御影 御影 玉津 櫨谷 大原 有野北

瀧埜　蒼(2)  1:00.67 藤堂　大智(2)  1:10.78

大原 大原

栁瀬　貴行(3)  2:06.7 前田　大貴(2)  2:10.8 前田　涼太(3)  2:11.7 森　宇宙(3)  2:12.5 清水　真斗(3)  2:14.0 磯和　琳　(3)  2:15.0 瀧埜　蒼(2)  2:15.5 桝浦　彪我(2)  2:16.8

御影 御影 星陵台 神戸長坂 御影 大原 大原 伊川谷

松本　暖生(3)  4:22.2 菱田　紘翔(3)  4:24.2 三浦　晋矢(3)  4:24.8 栁瀬　貴行(3)  4:26.5 古川　翔夢(3)  4:26.8 磯和　琳　(3)  4:27.4 奥　琢磨(2)  4:29.9 松本　尚也(3)  4:30.6

神戸長坂 有野北 大原 御影 北神戸 大原 有野北 有野北

菱田　紘翔(3)  9:14.3 三浦　晋矢(3)  9:17.5 髙田　滉翔(2)  9:22.6 松本　暖生(3)  9:29.1 東野　暉平(3)  9:36.2 古川　翔夢(3)  9:42.6 新井　和彬(3)  9:43.9 安田　圭吾(3)  9:44.4

有野北 大原 有野 神戸長坂 神戸長坂 北神戸 星陵台 平野

西田　英史(3)  14.68 (-0.5) 荒藤　樹(3)  15.70 (-0.5) 田代　健太朗(3)  17.73 (-0.5) 河本　椋太(3)  17.87 (-0.5) 岩元　瞬太(3)  19.10 (0.0) 曽我　琢真(2)  19.59 (0.0) 髙岡　楓雅(2)  20.25 (0.0) 中房　健吾(2)  20.65 (0.0)

北神戸 GR 原田 神戸長坂 神戸長坂 櫨谷 平野 住吉 大原

田代　健太朗(3)  1.70 岡田　梢斗(2)  1.45 中村　季織(2)  1.40 藤原　大智(2)  1.35

神戸長坂 本山南 白川台 大原

宮尾　真仁(3)  w6.55 (+2.6) 三宅　陽立(1)  w5.65 (+2.2) 平田　祥基(3)  5.50 (+2.0) 濱崎　太聞(3)  w5.37 (+3.1) 川端　祐大(3)  w5.36 (+2.5) 西澤　茂輝(2)  5.31 (+1.6) 川崎　遥大(3)  5.21 (+0.4) 平井　優弥(2)  w5.19 (+2.4)

烏帽子 星陵台 高倉 櫨谷 神戸長坂 広陵 神戸長坂 桜が丘

宮尾　真仁(3)  13.54 (+0.1) 小西　一太朗(2)  10.87 (+0.1) 福池　蓮(2)  10.81 (0.0) 本田　琥太朗(2)  10.66 (+0.1) 西澤　茂輝(2)  10.43 (+0.5) 瀧口　空(2)  10.29 (0.0) 八幡　恭早(3)  w9.42 (+2.9)

烏帽子 GR 鷹取 本山南 神戸長坂 広陵 本山南 櫨谷

柏木　蓮斗(2)  11.57 森田　淳平(3)  10.07 隈元　一聡(3)  9.83 高橋　涼真(3)  9.12 髙木　颯大(3)  9.10 本田　琥太朗(2)  9.01 安部　修悟(3)  8.88 前木場　獅音(2)  8.68

玉津 福田 大原 有野北 塩屋 神戸長坂 櫨谷 白川台

市耒　慶次(3)  2159 相川　翔一郎(3)  2130 由元　隆晟(3)  1914 横田　優駕(3)  1901 松尾　朋哉(2)  1888 丸尾　琢磨(3)  1888 河野　裕人(3)  1884 荒藤　樹(3)  1874

平野 櫨谷 須佐野 向洋 灘 北神戸 大原 原田

川瀨　たろう(3)  2137 松谷　颯汰(3)  2130 福田　陸(3)  1738 上木　陽斗(3)  1650 奥野　舜(2)  1520 松山　泰樹(2)  1401 藤瀬　彰吾(2)  1315 中畑　仁(2)  774

大原 塩屋 山田 山田 本山南 北神戸 舞子 玉津

110mH

砲丸投

走高跳

400m

小林　由愛(3)  13.11 (-0.3) 舛永　心音(2)  13.17 (-0.3) 大槻　真由(3)  13.20 (-0.3) 池田　あづ(3)  13.59 (-0.3) 城下　陽菜(2)  13.80 (-0.3) 宇都宮　ひかり(2)  13.93 (-0.3) 井上　真奈美(2)  13.97 (-0.3)

神戸長坂 筒井台 本山南 原田 住吉 玉津 高倉

石田　凜花(2)  13.59 (-0.3)

星陵台

小林　由愛(3)  27.21 (-1.6) 井上　真奈美(2)  28.83 (-1.6) 宇都宮　ひかり(2)  29.03 (-1.6) 林　花鈴(1)  29.48 (-1.6) 松尾　結衣(2)  29.65 (-1.6) 後藤　心粋(2)  29.80 (-1.6) 粟津　倖菜(3)  29.92 (-1.6) 春名　柚希(2)  30.15 (-0.5)

神戸長坂 高倉 玉津 本多聞 高倉 白川台 井吹台 御影

井上　彩織(3)  1:06.89 丸岡　千紘(3)  1:06.94

鈴蘭台 鈴蘭台

岸本　真呼(2)  2:27.8 鈴木　　葡乃香(1)  2:28.9 松井　佑奈(2)  2:29.0 森下　涼月(1)  2:30.1 岡田　莉羽(2)  2:30.2 飯塚　恵莉子(2)  2:30.7 前渕　美歩(3)  2:30.9 丸毛　萌愛(3)  2:32.4

平野 平野 御影 伊川谷 御影 太山寺 多聞東 鷹取

山本　空(3)  4:46.8 橋本　佳歩(3)  4:52.5 岸本　真呼(2)  5:00.7 鈴木　　葡乃香(1)  5:02.7 飯塚　恵莉子(2)  5:04.5 平野　さつき(1)  5:05.2 丸毛　萌愛(3)  5:07.6 藤田　咲音(3)  5:09.7

北神戸 高倉 平野 平野 太山寺 小部 鷹取 高倉

池田　あづ(3)  15.17 (-0.9) 関根　遙(2)  16.47 (-0.9) 髙橋　杏実(2)  17.10 (-0.9) 髙本　美咲(2)  17.25 (-1.0) 林　花鈴(1)  17.82 (-0.9) 市原　歩果(2)  19.32 (-0.9) 原田　知香(2)  19.45 (-0.9) 山本　結月(1)  19.64 (0.0)

原田 星陵台 平野 大原 本多聞 鷹取 本山南 鷹取

大野　珠夢佳(3)  1.50 橘　知栄(3)  1.50 大平　稀子(2)  1.44 中谷　紗也(2)  1.44 丸岡　千紘(3)  1.38 横山　凜名(1)  1.25 遠藤　育(1)  1.20 大穂　そら(1)  1.15

垂水 有野北 唐櫃 平野 鈴蘭台 筒井台 鷹取 小部

舛永　心音(2)  5.25 (+0.6) 石田　凜花(2)  4.96 (+0.6) 香西　万桜(2)  w4.67 (+2.1) 奥村　友香(3)  4.60 (+0.6) 坂口　奈々(3)  4.49 (+0.2) 泉　春香(2)  w4.46 (+2.1) 村上　綾奈(1)  4.42 (0.0) 井上　彩織(3)  4.41 (+0.6)

筒井台 GR 星陵台 港島学園 井吹台 大原 大原 兵庫 鈴蘭台

家村　かなと(3)  10.43 中山　明香(3)  10.30 淺井　琴絵(3)  9.57 長位　愛香(3)  9.22 槇野　光夏(3)  8.33 松島　彩恋(2)  7.54 酒井　美穂(3)  7.41 小西　乃愛(2)  7.32

鷹取 鈴蘭台 大原 御影 大原 福田 御影 大原

内藤　香乃(3)  2300 田中　彩夏(3)  2179 藤山　弥夏(3)  2117 井谷　陽菜(2)  1984 三平　紫衣(3)  1957 西藤　杏純(2)  1920 岸田 　茉緒(2)  1897 福田　有里(3)  1877

有野 押部谷 御影 多聞東 本山南 多聞東 井吹台 本庄

宮本　奈乃芭(3)  2291 髙島　瑠那(3)  2243 佐治　ひなた(3)  2198 原田　梨子(2)  1840 住吉　萌絵(3)  1800 園田　瀬利(2)  1780 岡野　萌果(2)  1755 木内　このは(2)  1660

大原 大原 有野北 向洋 鈴蘭台 大原 本山南 住吉

8月9日 100mH

8月9日 走高跳

8月9日 砲丸投

8月9日 200m

w (wind assist) : 追風参考

NM (No Mark) : 記録無し

8月9日

 6.98

 27.72 (+0.4)  29.00 (+0.4)  28.19 (+0.4)  30.49 (+0.4)  29.05 (+0.4)  29.56 (+0.4)  29.43 (+0.2)  31.06 (+0.4)

 1.35  1.25  1.35

 9.83  10.14  7.67  7.03  6.84  6.55  6.49

 17.59 (0.0)  17.28 (0.0)  17.88 (+1.2)  17.23 (0.0)  18.33 (0.0)

 1.30  1.47  1.38  1.41  1.25

8月9日 四種競技

 16.03 (0.0)  17.31 (0.0)  16.01 (0.0)

8月9日 砲丸投

8月9日 スプリント三種

8月9日 走高跳

8月9日 走幅跳

8月9日 1500m

8月9日 100mH

8月9日 400m

8月9日 800m

女子 8月9日 100m

8月9日 200m

NM

 57.39  55.58  1:01.61  59.45  1:03.41  1:02.54  58.70  1:00.70

 7.04  6.68  5.73

 1.65  1.56  1.50  1.53  1.45  1.40  1.30

 19.37 (-0.3)  19.48 (-0.3)  18.88 (-0.3)  20.40 (-0.3)  23.01 (-0.5)

 9.09  9.31  11.58  8.67  9.79

四種競技

 16.33 (-0.5)  16.51 (-0.5)  19.28 (-0.3)

8月9日 砲丸投

8月9日 スプリント三種

8月9日 走幅跳

8月9日 三段跳

8月9日 110mH

8月9日 走高跳

8月9日 1500m

8月9日 3000m

8月9日 400m

8月9日 800m

7位 8位

男子 8月9日 100m

8月9日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 兵庫陸上競技協会　　兵庫県中学校体育連盟　陸上競技部 陸協名 兵庫

競技会名 神戸市混成選手権
期日・時刻 2019/8/9 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


