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日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

13日 １００ｍ 倉部  勇哉 10.73 丘田  龍弥(2) 10.81 髙木    恒(1) 10.86 烏山  恵輔(2) 10.91 宮下倫太郎(3) 10.98 河野公太朗(2) 10.99 横山  修大(3) 11.06 結城  克海(3) 11.07

ﾕﾃｨｯｸ･福井 +0.6 関西学院大 +0.6 近畿大 +0.6 関西学院大･福岡 -1.5 長田高 -1.5 関西学院大 +0.6 関学高 +0.6 滝川第二高 +1.0 

14日 ２００ｍ 堀井  浩介 21.68 河野公太朗(2) 21.79 倉部  勇哉 21.83 宮下倫太郎(3) 21.86 加古  裕馬(4) 21.88 院瀬見  憲(4) 21.89 烏山  恵輔(2) 21.94 丘田  龍弥(2) 22.03

住友電工 +0.4 関西学院大 +2.0 ﾕﾃｨｯｸ･福井 +0.4 長田高 +0.4 神戸学院大 +2.0 関西学院大 +2.0 関西学院大･福岡 +0.4 関西学院大 +0.4 

13日 ４００ｍ 山田    翼(2) 48.96 内藤源一郎(3) 49.10 増田  潮音(3) 49.61 北岸  健吾(2) 50.07 柿渕  幸哉(3) 50.19 渡邊  拓海(3) 50.42 菅野    匠(3) 50.42 廣部  翔太(2) 50.51

関西学院大 北摂三田高 三田高 灘高 柏原高 県伊丹高 県西宮高 神戸科技高

14日 ８００ｍ 四方  悠瑚(3)  1:54.50 木村  翔太(2)  1:54.68 大島    実(2)  1:54.73 岡崎  大河(2)  1:55.11 中島  慎哉(2)  1:55.29 田中　幹也(2)  1:58.28 北岸  健吾(2)  1:58.35 益永  聖司(3)  1:59.28

立命館大 関西大 岐阜協立大･滋賀 岐阜協立大･和歌山 岐阜協立大･愛知 北須磨高 灘高 長田高

13日 １５００ｍ 中島  慎哉(2)  3:55.99 沖田  龍誠(3)  3:58.04 林    幸佑(M2)  3:58.33 岡崎  大河(2)  3:58.82 郷原  一眞(3)  4:00.02 横川  和輝(2)  4:01.76 永吉  恭理(2)  4:02.43 川端  拳史(3)  4:02.64

岐阜協立大･愛知 岐阜協立大･愛知 兵庫県立大 岐阜協立大･和歌山 神戸大･鹿児島 兵庫県立大 須磨学園高 須磨学園高

14日 ５０００ｍ 松山    治 15:09.16 濵田  宙尚(3) 15:10.04 澤田　尚悟(3) 15:11.02 広内    颯(1) 15:15.22 平井  大誠(4) 15:15.53 井上  瑞貴(3) 15:20.38 武田  拓樹(3) 15:28.73 松井  悠真(3) 15:29.69

ﾕﾆﾊﾞｰSC 御影高 神戸鈴蘭台高 須磨学園高 神戸大 三田松聖高 市西宮高 神戸大

13日 １１０ｍＨ 前田  喬紀(4) 14.69 岡本  壮太(4) 14.87 福田  博之 14.94 西浦  友貴(3) 15.22 広瀬  永豊(4) 15.23 小林  恒方(3) 15.31 樋口  優輝(3) 15.48 猿渡  善斗(2) 15.66

(1.067m) 摂南大 -0.3 関西学院大 -0.3 茗友ｸﾗﾌﾞ -0.3 関西学院大 -0.3 甲南大 -1.5 県西宮高 -0.3 報徳高 -0.3 市尼崎高 -1.5 

14日 ４００ｍＨ 藤原    誉(1) 52.66 内藤源一郎(3) 53.70 蓮葉  晴基(2) 54.55 森髙颯治朗(2) 54.59 鶴    竣也(3) 55.77 清水  哲彦(2) 56.04 松田  圭太(2) 56.79 小島    爽(3) 56.85

(0.914m) 関西学院大 北摂三田高 関西学院大･京都 報徳高 甲南大 環太平洋大 川西緑台高 須磨東高

14日 ３０００ｍＳＣ 八澤  輝人(2)  9:28.21 佐々木太一(3)  9:28.56 藤田  竣也(M2)  9:38.94 上野  拓貴(2)  9:41.22 白髭  一翔(2)  9:42.47 石川  大介(3)  9:42.86 木村  友彦  9:43.01 岡本  和晃  9:47.95

須磨学園高 長田高 神戸大 甲南大 兵庫県立大 岐阜協立大･愛知 ﾕﾆﾊﾞｰSC 蒼穹ｸﾗﾌﾞ･京都

14日 走高跳 木南  雄希(3) 1m96 小西  翔太(1) 1m93 中島  樹也(2) 1m90 福本  義永 1m90 岩本    龍(2) 1m90 丸高  創平(1) 1m85 木子  雄斗(2) 1m85

摂南大･香川 滝川第二高 摂南大･大阪 京都TFC･京都 摂南大･大阪 摂南大･大阪 宝塚北高

有馬裕太郎(3) 1m85

大阪学院大

13日 棒高跳 浅野  喜洋 4m80 三戸田湧司(1) 4m80 中西  健登(4) 4m60 尾上    航(2) 3m80 井村  有吾(2) 2m90

鳩印G&T 関西学院大 摂南大 尼崎双星高 宝塚西高

13日 走幅跳 吉田  弘道(2) 7m50 臼杵  將悟 7m13 宮下倫太郎(3) 6m94 本山  大暉(3) 6m58 加治  之典(3) 6m57 河南    悠(3) 6m57 岡野  悠生(2) 6m55 橋本  泰希(3) 6m54

立命館大 +0.8 ﾕﾆﾊﾞｰSC +0.9 長田高 -0.8 星陵高 +1.1 北摂三田高 +1.8 大阪産業大 +2.7 長田高 -0.1 伊丹北高 +0.9 

14日 三段跳 宇山  和希(4) 14m00 山本  侑輝(3) 13m69 津嶋　亮兵(3) 13m03 橋本  泰希(3) 12m96 陶山  雄世(2) 12m96 五宝  紀哉(3) 12m87 原田  涼介(3) 12m82 樋口    凌(3) 12m82

明治鍼灸大･京都 -0.1 北摂三田高 +0.5 北須磨高 +2.1 伊丹北高 -0.5 芦屋高 +1.6 川西北陵高 +1.7 伊丹北高 +0.2 明治鍼灸大･京都 +0.0 

13日 砲丸投 即席  裕樹(2)  10m50 渡邊  星矢   8m58

(7.260kg) 神戸学院大 HYOGOTFC

13日 砲丸投 競    友哉(2)  14m17 黒田  翔貴(3)  14m10 小山    光(2)  12m75 伴    直輝(2)  12m51 中西  耕誠(2)  12m22 佐々木智隆(3)  11m91 山中  竣介(2)  11m67 角井  義猛(2)  11m23

(6.000kg) 市尼崎高 伊川谷北高 市尼崎高 滝川第二高 滝川高 北摂三田高 神戸高専 神戸北高

14日 円盤投 福井  智幸(4)  41m00 北山    伸(2)  38m25 平田  泰一(3)  36m03 黄田俊英ｲｻﾌｨﾙ  27m59

(2.000kg) 関西学院大 関西学院大 兵庫県立大 鳩印G&T

14日 円盤投 執行  大地(3)  44m55 増田  有真(3)  42m69 鶴﨑    誠(2)  39m04 大島  秀太(3)  37m42 森本  晴仁(3)  36m66 平井　幹太(2)  36m23 小山    光(2)  35m62 多田    滉(2)  35m27

(1.750kg) 市尼崎高 市尼崎高 宝塚東高 市尼崎高 市西宮高 神戸鈴蘭台高 市尼崎高 三田松聖高

14日 ハンマー投 赤永  直也(4)  54m84 村上  龍星(4)  45m29 久保　貴司  37m74

(7.260kg) 大阪経済大 明治鍼灸大 神戸市陸協

14日 ハンマー投 執行  大地(3)  63m00 大島  秀太(3)  52m55 競    友哉(2)  51m43 楓  龍之介(2)  42m43 湯浅  可絃(3)  40m71 森本  義也(3)  33m45 荒木    凌(2)  27m77 山本  千輝(2)  23m74

(6.000kg) 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 兵庫工高 洲本実高 柏原高 洲本高

13日 やり投 久保  大暉(4)  63m49 井上麟太郎(3)  55m27 中島  啓吾  52m26 守田  成那(3)  51m33 中川  稜仁(2)  50m42 三島  尚也(2)  49m84 村上  太星(3)  49m65 阿弥  登哉(2)  48m84

(0.800kg) 関西大 兵庫高 尼崎市陸協 市尼崎高 滝川高 市西宮高 須磨翔風高 三田松聖高

 ※気象状況は「女子」の一覧表に記載 主催／兵庫陸上競技協会 総 務 ：　吉　井　道　昭

ﾄ ﾗ ｯ ｸ 審 判 長 ：　河　崎　哲　生

後援／神戸新聞社 ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 審 判 長 ：　清　水　秀　章

記 録 主 任 ：　藤　田　和　洋


