
第67回第67回第67回第67回　　　　兵庫兵庫兵庫兵庫リレーカーニバルリレーカーニバルリレーカーニバルリレーカーニバル
2019日本2019日本2019日本2019日本グランプリシリーズグランプリシリーズグランプリシリーズグランプリシリーズ　　　　プレミアプレミアプレミアプレミア神戸大会神戸大会神戸大会神戸大会・アジア・アジア・アジア・アジア陸連陸連陸連陸連パーミットパーミットパーミットパーミット大会2019大会2019大会2019大会2019 2019年4月20日2019年4月20日2019年4月20日2019年4月20日（（（（土土土土）21）21）21）21日日日日（（（（日日日日））））））））
ドーハ2019ドーハ2019ドーハ2019ドーハ2019世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権チャレンジミーティング・チャレンジミーティング・チャレンジミーティング・チャレンジミーティング・第74回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会第74回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会第74回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会第74回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会 ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場

日 部別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

一    般 ５０００ｍ 芝田  俊作 14:14.45 坂東    剛 14:17.64 米田  大輝 14:19.25 山端  哲世 14:23.00 大根田航太 14:25.96 辻村  公佑 14:28.13 中村    涼 14:29.75 千葉  直輝 14:31.59
男    子 大阪府警･大  阪 大阪ｶﾞｽ･大  阪 大阪府警･大  阪 山陽特殊製鋼 山陽特殊製鋼 大阪ｶﾞｽ･大  阪 大阪ｶﾞｽ･大  阪 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ･京  都

３０００ｍ 吉川    陽(3)  8:25.50 永吉  恭理(2)  8:26.68 川端  拳史(3)  8:27.00 新本    駿(3)  8:32.96 川畑  昇大(3)  8:33.24 田中  優樹(3)  8:35.34 飯塚  達也(3)  8:37.15 八澤  輝人(2)  8:38.51
高　　校 西脇工高 須磨学園高 須磨学園高 報徳高 須磨学園高 報徳高 東播磨高 須磨学園高
男　　子 ハンマー投 執行  大地(3)  67m36 大島  秀太(3)  54m27 永森  智也(3)  53m70 永安  重喜(3)  51m23 競    友哉(2)  49m47 廣田  光彦(3)  47m10 上月    望(3)  46m93 湯浅  可絃(3)  44m15

(6.000kg) 市尼崎高 NGR 市尼崎高 姫路商高 姫路工高 市尼崎高 自由ヶ丘高 柏原高 兵庫工高

一般・高校 走幅跳 吉田  弘道(2)   7m74 西尾  友佑(4)   7m18 宮下倫太郎(3)   7m00 三木  史音(3)   6m99 岡部  大輝   6m99 本山  大暉(3)   6m88 菅長  海良(3)   6m88 近藤    勇(3)   6m77

男    子 立命館大 -0.6 NGR 立命館大 +2.6 長田高 +0.8 明石北高 +3.2 神戸市陸協 +2.2 星陵高 +1.5 相生高 +3.4 社高 +0.7

高　　校 ２０００ｍ 土井  葉月(2)  6:07.87 松尾  瞳子(2)  6:08.09 石松愛朱加(1)  6:08.52 道清  愛紗(1)  6:11.20 塚本  衣音(1)  6:11.86 樽本つかさ(3)  6:14.37 中本    香(3)  6:20.39 長岡  あず(2)  6:20.71
女　　子 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 宝塚高 姫路商高

棒高跳 那須  眞由 4m20 森田    彩(M2) 3m70 古林  愛理(2) 3m60 友松  日南(1) 3m60 小畑    碧(3) 3m50 平田  美和(2) 3m50 黒田  愛香(2) 3m50 野志  侑希(3) 3m40

一般・高校 RUN JOURNEY NPR NGR 武庫川女大･大  阪 明石商高 園田学園女大 明石商高 園田学園女大 園田学園女大 武庫川女大･奈  良
女　　子 円盤投 山本  実果  45m54 神本真衣音(2)  41m78 永井  桃花(2)  39m29 宮本  愛香(3)  37m48 兒島  怜奈(1)  36m94 橋本菜々子(3)  35m22 山尾  真悠(3)  33m93 山中  佑香(3)  33m86

ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ 市尼崎高 姫路商高 滝川第二高 園田学園女大 姫路商高 県農高 北摂三田高

３０００ｍ 長嶋  幸宝(3)  8:47.40 熊井  渓人(3)  9:05.68 南坂  柚汰(3)  9:05.89 中谷    隼(3)  9:08.12 新美  朋彦(3)  9:10.42 三浦  晋矢(3)  9:11.47 菱田  紘翔(3)  9:13.32 竹田  優人(3)  9:13.50

氷丘 大池 安室 稲美北 学文 大原 有野北 大池

１１０ｍＨ(0.914m) 三和龍之介(3) 14.72 山本  湧斗(3) 15.08 西田  英史(3) 15.18 山田  那央(3) 15.20 近藤    蓮(3) 15.46 堀    空悟(3) 15.48 白髭  慶乙(3) 15.50 中井  翔太(3) 15.57

中　　学 風:-0.3 山陽 播磨 北神戸 加美 姫路灘 播磨南 北神戸 増位
男　　子 走幅跳 中島  一喜(3)   6m65 砂川  向希(3)   6m45 吉田  正道(3)   6m44 宮尾  真仁(3)   6m42 藤原  篤弥(3)   6m35 藤原  寧大(3)   6m22 足立  隼人(3)   6m06 大和  孝基(3)   5m94

竜が台 +0.0 三原 +1.9 福崎西 +1.8 鳥帽子 +1.8 小野南 +1.0 広畑 +1.2 神河 +0.0 広畑 +2.8

砲丸投 宇都宮諒平(3)  14m63 藤原  颯汰(3)  12m71 水嶋鼓太朗(3)  12m51 大谷  悠人(3)  12m18 華山  勝伍(3)  12m04 岡本  龍磨(3)  11m95 髙谷  勇汰(3)  11m27 山口翔輝夜(3)  11m23

(5.000kg) 安倉 赤穂 市島 深津 加古川山手 太子東 加古川 三原

１５００ｍ 平田  彩乃(3)  4:38.46 安田  瑠捺(2)  4:39.14 山本    空(3)  4:39.27 蔦川  真優(2)  4:39.28 高田  紗良(2)  4:43.49 井澤  奈甫(3)  4:44.22 橋本  佳歩(3)  4:45.96 有川ひなの(2)  4:47.75

氷丘 小田北 北神戸 泉 稲美 鹿島 高倉 安室

１００ｍＨ(0.762m) 藤原かれん(3) 14.38 中西  桃美(3) 14.67 内藤  香乃(3) 14.78 海沼  杏実(3) 15.24 金谷  朋代(3) 15.32 竹井    杏(3) 15.37 藤井  香帆(3) 15.61 前底  希果(3) 15.79

中　　学 風:-2.5 神河 塩瀬 有野 瓦木 四郷 大社 播磨 平野
女　　子 走高跳 中尾  日香(3) 1m66 竹井    杏(3) 1m63 山下  愛生(3) 1m60 小笹  恵維(3) 1m57 坂下  楓花(3) 1m57 金谷  朋代(3) 1m57 髙田  紗希(3) 1m54 熊野  彩音(3) 1m51

平野 大社 けやき台 日高東 上甲子園 四郷 姫路灘 北神戸

砲丸投 岩瀬  循子(3)  12m56 小暮  奏乃(3)  12m53 日山  美玲(3)  11m87 片山  乃愛(3)  11m64 後藤    優(3)  11m54 栗山  未有(3)  11m52 垪和菜々夏(3)  11m47 永井  彩花(2)  11m32

(2.721kg) 武庫東 荒井 北神戸 青雲 志方 湊川 志方 浜の宮

１００ｍ 松本  明樹(6) 12.56 萩原    慧(6) 13.30 上田  悠斗(6) 13.30 森    遥輝(6) 13.54 大玉  康稀(6) 13.77 今西  瑛大(6) 13.79 大塩  陸翔(6) 14.07 池原  透太(6) 15.93

風:-0.7 誉田(たつの市) NGR 勝原(姫路市) はりま陸上(加古郡) 向洋(神戸市) TRINITY.AC(加古郡) 豊岡(豊岡市) 藤江(明石市) 米田(高砂市)

走高跳 東    優大(6) 1m38 大野  樹一(6) 1m35 浅原晴太朗(6) 1m32 ｵﾊﾟﾗﾁﾇｱﾌﾗﾝｸﾘﾝ(6) 1m26 橋田  朱雀(6) 1m26 寺尾  文太(6) 1m23 流谷  玲伊(6) 1m23 8位:山口  拓都(6)　 1m23

小　　学 渦が森(神戸市) 城陽(姫路市) 樫野台(神戸市) 白浜(姫路市) 五位ノ池(神戸市) 鈴蘭台(神戸市) 来住(小野市) 誉田(たつの市)
男　　子 8位:坂井  琉樹(6)   1m23

網干(姫路市)

走幅跳 松本  明樹(6)   5m10 平川  靖士(6)   4m73 神生  嵩矢(6)   4m50 幅  隆之佑(6)   4m48 髙橋  龍輝(6)   4m46 中村  琢磨(6)   4m34 金井  一平(6)   4m23 塚本  翔大(6)   4m22

誉田(たつの市) +1.3 渦が森(神戸市) +1.2 大部(小野市) -0.1 瓦林(西宮市) +0.0 誉田(たつの市) +0.6 城陽(姫路市) +2.6 高浜(姫路市) -0.4 西神吉(加古川市) +1.3

１００ｍ 平野  美紀(6) 14.12 松下  心優(6) 14.12 磯本  寿々(6) 14.32 阿部  里桜(6) 14.35 寺北ここめ(6) 14.47 藤本    凛(6) 14.53 谷    優杏(6) 14.56 岩崎  優菜(6) 14.56

風:-1.4 野口北(加古川市) ｱｽﾛﾝAC(芦屋市) 北浜(高砂市) 高丘西(明石市) 野口北(加古川市) 梁瀬(朝来市) 向洋(神戸市) 荒川(姫路市)

小　　学 走高跳 村上  玲那(6) 1m29 中島  愛弓(6) 1m26 寺田  妃織(6) 1m26 竹山  莉生(6) 1m23 高本  直緒(6) 1m20 6位:山下  萌妃(6)   1m15 6位:安本和佳奈(6)   1m15 森    千裕(6) 1m15

女　　子 成徳(神戸市) 菅生(姫路市) 糸引(姫路市) 東落合(神戸市) 前之庄(姫路市) 崇広(丹波市) 斑鳩(揖保郡) 東町(神戸市)

走幅跳 阿部  里桜(6)   4m40 田井  里奈(6)   4m27 久本  彩葉(6)   4m12 山口  葉月(6)   4m08 北脇  瑚夏(6)   3m90 加門  華和(6)   3m86 小林  倖歩(6)   3m85 長谷川  有(6)   3m78

高丘西(明石市) +1.9 氷丘(加古川市) +0.4 高丘西(明石市) +2.7 小野(小野市) +0.6 社(加東市) +1.8 寺前(神崎郡) +1.9 小野東(小野市) +1.7 志方西(加古川市) +0.5

NPR：兵庫新記録 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
NGR：大会新記録 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  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
天候 湿度 風速 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  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

開始時（10:00) 晴れ 43% 0.2m 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  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
20日(土） 正　　午 晴れ 40% 1.8m 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

終了時（18:22） 晴れ 38% 0.4m 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
開始時（9:30) 曇り 73% 1.2m 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

21日(日） 正　　午 曇り 58% 1.0m 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  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
終了時（18:44） 晴れ 81% 0.4m 　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  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
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総 務 宮永 正俊 印

トラック審判長 本城 勝次 印

トラック審判長 榎本 隆夫 印

跳 躍 審判長 清水 秀章 印

投 擲 審判長 北脇 剛 印

記 録 主 任 藤田 和洋 印


