
日付 種目

大段　璃空(1) 12.35 (-1.3) 篠原　海斗(1) 12.59 (-1.3) 田中　遥大(1) 12.64 (-1.3) 後藤　利宗(1) 12.87 (-1.3) 田中　快(1) 12.96 (-1.3) 世良　響(1) 12.99 (-1.3) 依岡　敢太(1) 13.09 (-1.3)

西神 舞子 塩屋 太山寺 六甲学院 神戸長坂 伊川谷

上田　浩士(1) 4:33.50 上山　宙大(1) 4:43.14 施　讃人(1) 4:45.88 山本　歩(1) 4:47.70 古賀　三大(1) 4:49.44 小池　雄大(1) 4:51.37 久保　温大(1) 4:51.98 桃尾　奏志(1) 4:54.90

神大附属 小部 六甲学院 魚崎 大原 平野 湊川 桜が丘

太田　陸希(2) 11.77 (-3.2) 宮脇　輝(2) 11.90 (-3.2) 川口　央翔(2) 12.07 (-3.2) 澁谷　蓮(2) 12.40 (-3.2) 長尾　航汰(2) 12.40 (-3.2) 岸　祐斗(2) 12.47 (-3.2) 田中　大喜(2) 12.65 (-3.2) 白木　悠晴(2) 12.67 (-3.2)

星和台 伊川谷 井吹台 鈴蘭台 垂水 櫨谷 港島学園 福田

梅田　大陸(2) 4:13.33 谷田　颯太朗(2) 4:15.82 鈴木　涼太(2) 4:27.27 名塩　公貴(2) 4:29.32 桑原　蕗太郎(2) 4:29.51 小室　允人(2) 4:35.27 久保田　飛羽(2) 4:35.79 森貞　翔太(2) 4:40.16

大原 GR 有野北 鈴蘭台 有野北 大池 大池 鵯台 星陵台

谷田　颯太朗(2) 9:08.97 桑原　蕗太郎(2) 9:39.63 森貞　翔太(2) 9:40.18 工藤　亘顕(2) 9:43.94 加藤　壮(2) 9:44.94 久保田　飛羽(2) 9:47.88 工藤　光顕(2) 9:48.22 中村　悠聖(2) 9:54.65

有野北 大池 星陵台 鷹匠 平野 鵯台 鷹匠 大池

太田　陸希(2) 23.78 (-0.7) 後藤　聡志(2) 23.78 (-0.7) 宮脇　輝(2) 24.56 (-0.7) 長尾　航汰(2) 24.64 (-0.7) 岸　祐斗(2) 24.70 (-0.7) 川本　槙人(2) 24.94 (-0.7) 福住　翔太(2) 25.14 (-0.7) 澁谷　蓮(2) 25.16 (-0.7)

星和台 鷹取 伊川谷 垂水 櫨谷 有野北 大原 鈴蘭台

川本　槙人(2) 55.88 福住　翔太(2) 56.42 岡田　龍樹(2) 56.74 松尾　慶志(2) 58.43 藤田　楓右我(2) 58.81 田嶋　春仁(2) 59.08 上畑　陽介(2) 1:01.53 松岡　篤矢(2) 1:01.86

有野北 大原 滝川 御影 平野 横尾 有野北 井吹台

梅田　大陸(2) 2:00.91 鈴木　涼太(2) 2:07.11 大柿　司(2) 2:10.48 藤岡　陽大(2) 2:12.21 前田　大翔(2) 2:15.98 大井　瑛士郎(2) 2:17.05 小室　允人(2) 2:21.01 名塩　公貴(2) 2:29.30

大原 GR 鈴蘭台 大池 井吹台 北神戸 湊川 大池 有野北

飯田　賀久(2) 17.48 (-2.5) 小河　迦斗(2) 18.79 (-2.5) 森嵜　晃輔(2) 19.47 (-2.5) 松本　泰知(2) 19.74 (-2.5) 上坂　拓弥(2) 19.80 (-2.5) 江本　英知(1) 20.55 (-2.5) 田中　泰志(2) 21.10 (-2.5) 稲吉　碧已(2) 21.52 (-2.5)

平野 北神戸 太山寺 太山寺 向洋 本山南 有野北 大原

伊川谷 47.55 有野北 47.67 鷹取 48.16 本山南 48.40 井吹台 48.81 御影 49.40 北神戸 49.41 西神 49.42

依岡　敢太(1) 坂本　愛生(2) 田中　琉徠(2) 松本　悠生(2) 山平　大祐(2) 武田　悠希(2) 小河　優斗(2) 吉田　哲也(2)

花岡　龍也(2) 川本　槙人(2) 井澤　陵(2) 江本　英知(1) 松岡　篤矢(2) 加藤　羅倶(2) 小河　迦斗(2) 大段　璃空(1)

渡部　一護(2) 松永　澪音(2) 田原　蒼太(1) 池田　春翔(2) 池本　琉生哉(2) 松尾　慶志(2) 吉崎　澄空(1) 藤原　太一(1)

宮脇　輝(2) 中嶋　史(2) 後藤　聡志(2) 清水　勇樹(2) 川口　央翔(2) 津田　光瞬(2) 米谷　陸(2) 矢島　琥太郎(2)

志方　叶和(2) 1.55 松本　蒼大(2) 1.50 西井　瑞樹(2) 1.45 水島　浩成(2) 1.40 松本　優舞(1) 1.35

鷹匠 有野北 有野北 鷹取 井吹台

平見　駿(2) 1.40

北神戸

栗花落　崇祐(1) 2.20 池内　琉奏(2) 2.20 近藤　叶羽(2) 2.00

上野 有野北 有野北

中嶋　史(2) 5.81 (+0.2) 松永　澪音(2) 5.63 (+0.9) 小河　迦斗(2) 5.56 (+1.3) 川本　兼史(2) 5.38 (+1.6) 大段　璃空(1) 5.36 (+0.5) 花岡　龍也(2) 5.30 (-0.5) 澄　悠太(2) 5.10 (+1.6) 細見　晴人(2) 5.02 (+1.7)

有野北 有野北 北神戸 山田 西神 伊川谷 鷹匠 大原

中嶋　史(2) 11.95 (+0.1) 松永　澪音(2) 11.62 (+1.2) 川本　兼史(2) 10.95 (-1.6) 坂本　創志(2) 10.62 (+0.2) 田中　琉徠(2) 10.39 (-0.5) 中尾　舜(2) 10.35 (-0.1) 小河　優斗(2) 10.30 (-0.4) 小椋　寛太(2) 10.22 (+1.3)

有野北 有野北 山田 平野 鷹取 多聞東 北神戸 鷹取

山田　葵斗(2) 10.87 児玉　愛侍(2) 9.80 マルセロ　ホーワン(2) 9.42 安孫子　瑠佳(2) 9.25 小野　璃空(2) 9.03 福林　佑斗(2) 8.98 園田　衣吹(2) 8.16 宇津　匠磨(2) 8.05

平野 本山南 本庄 鈴蘭台 山田 塩屋 湊川 有野

山田　葵斗(2) 29.16 安孫子　瑠佳(2) 27.35 大堂　誠哲(2) 25.18 宇津　匠磨(2) 21.13 浅野　遥大(2) 21.00 児玉　愛侍(2) 19.32 髙取　日向(2) 18.96 横山　壮太(2) 16.70

平野 鈴蘭台 桃山台 有野 有野北 本山南 有野北 福田

四種競技 飯田　賀久(2) 1805 米谷　陸(2) 1396 小河　優斗(2) 1391 森嵜　晃輔(2) 1252 松本　泰知(2) 1080 松本　蒼大(2) 1034 西井　瑞樹(2) 997

平野 北神戸 北神戸 太山寺 太山寺 有野北 有野北

9月3日 110mH 16.96 (+0.6) 19.61 (+0.6) 20.07 (+0.6) 19.36 (+0.6) 19.63 (+0.6) 21.65 (+0.6) DQ

9月3日 砲丸投 8.03 8.82 7.40 6.55 6.56 5.74 9.28

9月3日 走高跳 1.48 1.51 1.40 1.40 1.30 1.51 1.35

9月3日 400m 59.38 1:07.11 1:00.41 1:05.20 1:08.51 1:08.39 1:04.56

GR:大会記録  DQ:失格  

9月4日 砲丸投

9月3日 円盤投

9月3日 走幅跳

9月4日 三段跳

9月4日 走高跳

9月3日 棒高跳

9月4日 110mH

9月4日 4x100mR

9月4日 400m

9月3日 800m

9月3日 3000m

１･２年男子 9月3日 200m

２年男子 9月4日 100m

9月4日 1500m

7位 8位

１年男子 9月4日 100m

3位 4位 5位 6位

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9月3日 1500m

1位 2位

記録主任 西村　祐亮

主催団体名 兵庫県陸上競技協会　　神戸市陸上競技協会　　神戸市教育委員会 陸協名

競技会名
神戸市新人大会

期日・時刻 2022/09/04 審判長 新田　哲生・藤原　健秀

競技場名


