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日 部別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

一　　般 関西学院大 40.53 大阪体育大 41.85 甲南大 42.09 摂南大 42.24 立命館大 43.00 鳩印G&T 43.00 関西大 43.25

４×１００ｍ    濱谷  宜慶(4)    井上  敬太(4)    衛藤    豪(1)    有賀  崇晶(2)    萩本    颯(4)    岩井  浩紀    小林    功(4)

   伊山  裕人(3)    松井  星矢(4)    山瀬  喜雅(3)    戸田  富貴(3)    山田  裕貴(4)    小川  恭輔    島村    凛(2)

   多田  修平(1)    名村  和希(3)    近藤    巧(2)    志和  智徳(2)    谷元  浩二(4)    福永  瑞貴    国友  亮太(3)

   西岡  春陽(2)    松井  一星(2)    古澤  拓樹(4)    岡    竜平(2)    鈴木  拓資(3)    崎山  貴志    吉本  達哉(3)

高　　校 滝川第二  3:16.88 北摂三田  3:18.93 姫路商  3:19.88 長田  3:20.74 神戸科技  3:22.59 兵庫  3:22.95 県伊丹  3:23.07 加古川東  3:25.14

４×４００ｍ    梅川    峻(1)    澤    直樹(2)    福本  悠介(3)    樋上奨太朗(3)    田中  直樹(3)    正井  尚輝(3)    小中  勝貴(3)    桒原  拓也(2)

   前田    凌(2)    射場  光一(3)    池澤  翔輝(3)    平畑  友貴(2)    寺田  海斗(3)    前田  拓馬(3)    石川  諒太(3)    中谷  友哉(3)

男    山田    翼(1)    嶋原  耕平(3)    安達  祐樹(2)    政井  奎祐(3)    野中  泰輝(3)    烏田  俊平(3)    村岡  竜次(3)    長谷川彰大(3)

   道下  巧也(2)    今西  優太(2)    香嶋  隼斗(2)    上野  由貴(3)    北谷  直輝(2)    田口  正宗(3)    玉田  大介(2)    藤原  和輝(3)

中　　学 加古川 44.76 朝日 45.26 姫路灘 45.31 上野 45.34 西脇南 45.76 本多聞 45.95 太山寺 46.56 有野北 46.66

子 ４×１００ｍ    安藤    怜(3)    野村  元将(3)    嵐    玲士(3)    門      巧(3)    村上    翔(2)    黒崎  晴登(2)    肥田  怜輝(3)    中澤    晃(3)

   野中    楓(3)    竹内  涼城(2)    濱川  寛生(3)    倉本  恵悟(3)    藤原    誉(3)    今関  康明(3)    中本  大地(3)    小谷  聖成(3)

   田口  遥斗(2)    山本  航大(3)    田中  悠希(3)    楠    広大(3)    篠原  康輔(3)    車力啓志朗(3)    堀    智詞(3)    北    侑也(3)

   松本  侑也(3)    中西  勇成(3)    利根川  陸(3)    松本  昂大(3)    小林  拓未(2)    今関  伸吾(3)    吉村  太智(3)    佐貫  源紀(3)

小　　学 荒井(高砂市) 54.29 龍野(たつの市) 54.76 八幡(姫路市) 55.01 加古川(加古川市) 55.64 米田西(高砂市) 56.10 西脇(西脇市) 56.23 揖西東(たつの市) 56.27 御崎(赤穂市) 56.59

４×１００ｍ    佃屋  慶光(5)    林    陸斗(6)    寺本    翔(6)    伊藤  光輝(5)    岡田  楓芽(6)    高瀬  伊吹(6)    津島  克洋(6)    吉川    新(6)

   谷岡  昇磨(6)    久保  裕紀(6)    上川  昂洋(6)    美田  成彦(6)    小嶋  純平(6)    角田    旬(6)    川口    岳(6)    千﨑  絢心(6)

   佐藤  駿一(6)    森本  悠太(6)    鎌田  直哉(6)    真殿  悠輔(6)    垣内  優輝(6)    中野  文敬(6)    三浦  琉弥(6)    林野  修大(6)

   川﨑    拓(6)    森    聖弥(6)    竹田  皓青(6)    神澤圭太朗(6)    谷村  莉月(6)    徳岡  秀汰(6)    山本  公照(6)    川畠  蒼生(6)

一　　般 甲南大 46.24 武庫川女大 46.75 園田学園女大 47.39 関西学院大 47.93 神戸大 48.47

４×１００ｍ    飯田  郁未(4)    宮本  怜育(2)    久貝    瞳(4)    河野早也香(4)    永久実伽子(M1)

   寺井  美穂(4)    三浦和花子(2)    中島ひとみ(2)    小泉  景子(4)    西田  文香(4)

   藤井彩和子(1)    小原愛里菜(3)    山村    蓮(3)    藤川  結稀(2)    宮嵜  仁美(2)

   永野真莉子(3)    藤原  未来(M1)    小松  未奈(3)    山内    由(4)    森下  奈菜(2)

高　　校 滝川第二 47.78 園田 48.38 長田 48.57 姫路商 48.98 洲本 49.34 加古川西 49.64 神戸龍谷 50.25

４×１００ｍ    川原  把菜(2)    中村  玲南(2)    今関奈々子(3)    市川  華愛(3)    沼田  梨花(3)    藤原  佳奈(3)    下村  佳純(2)

   瀬戸浦佑奈(3)    河下  莉子(2)    眞鍋  明子(3)    清水  紗貴(3)    横山  加奈(2)    橋本恵実梨(2)    小澤ほのか(3)

女    松田  彩佳(3)    東仲まどか(3)    切原  万葉(2)    春本  杏莉(2)    中本  実希(2)    後藤田  葵(2)    竹内  玲菜(2)

   岸本  若奈(2)    張      藝(3)    山本  奈穂(3)    宍戸    絢(1)    池上ひなの(3)    中島  胡桃(3)    大橋  貴子(3)

中　　学 荒井 50.02 青雲 50.39 井吹台 50.48 大原 50.76 学文 50.86 飾磨西 51.06 浜の宮 51.50 本山南 51.62

子 ４×１００ｍ    久合田麻結(2)    浜田  詩織(3)    酒居かすみ(3)    光山  里佳(3)    杉村紗也佳(3)    石谷  綾菜(3)    石松朱都奈(3)    濱谷柚季江(3)

   松本  千咲(3)    山田  逸子(2)    宮原  里沙(3)    紙谷  早織(2)    吉川  真央(2)    吉識史央里(2)    中野  菜乃(2)    佐々木綾菜(3)

   小西    環(3)    倉田  真衣(2)    山口  菜摘(2)    谷田  実穂(3)    伊藤つばめ(3)    尾ノ井羅奈(2)    石若あかり(2)    瀧口  紗矢(2)

   谷根  優花(3)    谷    若奈(3)    上月  亜美(3)    久保  夏鈴(3)    岡  由利子(3)    長濵奈々美(3)    稲岡  真優(2)    古段  佐南(3)

小　　学 荒井(高砂市) 55.87 高砂(高砂市) 56.40 八幡(姫路市) 56.83 舞子(神戸市) 57.54 英賀保(姫路市) 57.64 大久保(明石市) 57.99 誉田(たつの市) 58.12 東町(神戸市) 58.22

４×１００ｍ    宮島  恵那(6)    上西  希空(6)    松本奈那美(6)    福宿  結唯(6)    生田  紗良(6)    神田  恵那(6)    髙濱  琴美(6)    村田優里佳(6)

   松井あずみ(6)    吉島  ゆい(5)    寺本    葵(6)    山本  晴菜(6)    西川  咲愛(6)    齊藤  千夏(6)    東元  瑶佳(6)    山田  志穂(6)

   今津  花巴(5)    西    未遥(6)    上岡  愛美(6)    山本  らな(6)    福本  晴香(6)    目木茉衣子(6)    西村  明莉(6)    黒田真也乃(6)

   竹内  海鈴(6)    小林  萌華(6)    近藤  桃花(6)    藤野  希望(6)    末兼  優由(6)    田路  海夕(6)    松本  明羽(6)    倉元  実子(6)

※気象状況は（一般・高校・中学・小学）の欄に記載 主主主主　　　　催 催 催 催 ／ ／ ／ ／ 兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会 後後後後　　　　援 援 援 援 ／ ／ ／ ／ 日本陸上競技連盟日本陸上競技連盟日本陸上競技連盟日本陸上競技連盟

　　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社・デイリースポーツ・デイリースポーツ・デイリースポーツ・デイリースポーツ 協協協協　　　　賛 賛 賛 賛 ／ ／ ／ ／ アシックスジャパンアシックスジャパンアシックスジャパンアシックスジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社

　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   　サンテレビジョン・ラジオサンテレビジョン・ラジオサンテレビジョン・ラジオサンテレビジョン・ラジオ関西関西関西関西 協協協協　　　　力 力 力 力 ／／／／神戸学院大学神戸学院大学神戸学院大学神戸学院大学・・・・神戸神戸神戸神戸サウナサウナサウナサウナ＆＆＆＆スパスパスパスパ

　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   　兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県・・・・兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会 　　　　  　　　　　  　　　　　  　　　　　  　ニシ スポーツ・ニチレクニシ スポーツ・ニチレクニシ スポーツ・ニチレクニシ スポーツ・ニチレク

　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   　神戸市神戸市神戸市神戸市・・・・神戸市教育委員会神戸市教育委員会神戸市教育委員会神戸市教育委員会 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 長谷川体育施設長谷川体育施設長谷川体育施設長谷川体育施設・みなと・みなと・みなと・みなと銀行文化振興財団銀行文化振興財団銀行文化振興財団銀行文化振興財団

26

26

総 務 吉井 道昭 印

トラック審判長 吉村 直樹 印

トラック審判長 榎本 隆夫 印

跳 躍 審判長 田中 耕治 印

投 擲 審判長 宮永 正俊 印

記 録 主 任 中川 広信 印


