
神戸市中学校陸上競技新人大会
入賞者一覧 2016年9月10日（土）～2016年9月11日（日）

神戸総合運動場ユニバー記念競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子１年生１００ｍ 森　遼介 11"97 和田　一晃 11"99 目黒　雄大 12"22 藤江　琉雅 12"26 山下　諒 12"60 松井　将 12"72 鈴木　歩夢 12"78

（9月11日） 山田　大会新 -1.5 玉津　大会新 -1.5 滝川 -1.5 灘 -1.5 港島学園 -1.5 押部谷 -1.5 櫨谷 -1.5

大会新 大会新

男子２年生１００ｍ 佐藤　隼 11"83 山崎　桜 12"01 白丸　太一 12"06 正田　颯一朗 12"12 東　航輝 12"16 昆陽　海士 12"17 磯野　佑太 12"30 大田　晟一朗 12"51

（9月11日） 押部谷 -0.9 白川台 -0.9 太山寺 -0.9 本山南 -0.9 舞子 -0.9 井吹台 -0.9 塩屋 -0.9 舞子 -0.9

男子１・２年生２００ｍ 佐藤　隼（2） 23"51 益田　隼冶（2） 23"53 森川　敬友（2） 24"32 東　航輝（2） 24"46 大田　晟一朗（2） 24"53 坂本　和司（2） 24"59 前田　進一朗（2） 24"60 丸山　一樹（2） 24"66

（9月10日） 押部谷 +2.2 垂水 +2.2 神大附中等 +2.2 舞子 +2.2 舞子 +2.2 塩屋 +2.2 桜が丘 +2.2 有野北 +2.2

男子１・２年生４００ｍ 益田　隼冶（2） 0'54"10 神川　脩（2） 0'54"51 藤井　孝太（2） 0'56"79 松井　洋輔（2） 0'57"65 橋本　樹（2） 0'57"73 執行　隼之介（2） 0'57"85 富高　真斗（2） 0'59"61

（9月11日） 垂水 高倉 井吹台 太山寺 大原 本庄 大池

男子１・２年生８００ｍ 田中　幹也（2） 2'08"22 森川　智史（2） 2'08"51 北岸　健吾（2） 2'09"33 福嶋　明大（2） 2'10"99 武内　優大（2） 2'13"20 中尾　友登（2） 2'13"43 浮田　亮（2） 2'13"64 奥井　克紀（2） 2'13"78

（9月10日） 多聞東 高倉 灘 高倉 垂水 大原 白川台 垂水

男子１年生１５００ｍ 中治　秀朗 4'32"83 八木　拓海 4'34"15 森田　慧 4'34"63 堀切　隆矢 4'36"53 新名　司 4'36"86 前田　幸之助 4'39"43 堺　健太郎 4'41"78 戸取　俊介 4'44"38

（9月10日） 星陵台 有野北 上野 星陵台 大原 玉津 伊川谷 本山南

男子２年生１５００ｍ 田中　幹也 4'16"57 黒澤　匡喜 4'20"28 藤　幸太郎 4'22"63 武内　優大 4'23"69 中尾　友登 4'24"25 河原　侑輝 4'25"75 森川　智史 4'26"60 田尻　慎之介 4'26"78

（9月11日） 多聞東 神戸長坂 鈴蘭台 垂水 大原 本山 高倉 鈴蘭台

男子２年生３０００ｍ 黒澤　匡喜 9'23"19 藤　幸太郎 9'24"41 茨木　啓充 9'27"36 神永　皓真 9'35"65 田尻　慎之介 9'39"20 岩本　拓真 9'39"55 松村　響 9'41"24 石田　樹 9'41"55

（9月10日） 神戸長坂 鈴蘭台 玉津 上野 鈴蘭台 伊川谷 大原 有野

男子１・２年生１１０ｍＨ 猿渡　善斗（2） 15"72 白丸　太一（2） 16"24 中畑　侑大（2） 17"09 河村　颯志（2） 17"17 植田　真史（2） 17"27 小倉　将大（2） 18"30 中島　千拓（2） 18"46 藤岡　一太（2） 18"71

（9月11日） 本庄 -1.4 太山寺 -1.4 玉津 -1.4 神戸長坂 -1.4 山田 -1.4 須磨北 -1.4 白川台 -1.4 上野 -1.4

男子１・２年生４×１００ｍＲ 井吹台 0'46"71 押部谷 0'47"47 本庄 0'47"53 塩屋 0'47"97 本山南 0'48"05 舞子 0'48"36 有野北 0'48"56 玉津 0'53"72

（9月11日） 増田　拓人（2） 松井　将（1） 末岡　秀太（2） 矢島　翔太（2） 安在　龍貴（2） 村井　悠真（2） 長谷川　輪（2） 中畑　侑大（2）

昆陽　海士（2） 児玉　遼太（2） 執行　隼之介（2） 磯野　佑太（2） 岡野　悠生（2） 東　航輝（2） 田川　天真（2） 和田　一晃（1）

河野　快斗（2） 小宮路　大翔（2） 清岡　晃広（1） 神田　竜馬（2） 室地　蓮太朗（2） 堀江　祐稀（1） 貫里　拓未（2） 亀山　泰斗（1）

藤井　孝太（2） 佐藤　隼（2） 猿渡　善斗（2） 坂本　和司（2） 正田　颯一朗（2） 大田　晟一朗（2） 丸山　一樹（2） 池畑　拓海（1）

男子１・２年生走高跳 小宮路　大翔（2） 1m75 亀山　泰斗（1） 1m60 川野　神楽（2） 1m60 貫里　拓未（2） 1m60 中島　千拓（2） 1m55 宮川　祐京（2） 1m55 元木　翔太（2） 1m50

（9月11日） 押部谷 玉津 北神戸 有野北 白川台 平野 有野

天田　侑輝（2） 1m50

太山寺

男子１・２年生棒高跳 宮﨑　暉（2） 3m00 中嶋　司（2） 2m20 松村　大二郎（1） 2m20 若松　大暉（1） 2m00

（9月10日） 湊川 有野北 有野北 本庄

男子１・２年生走幅跳 森　遼介（1） 6m00 岡野　悠生（2） 5m73 疋田　侑士（2） 5m37 松本　心音（2） 5m32 和田　一晃（1） 5m27 谷村　直樹（2） 5m25 中島　丈太郎（2） 5m18 新舘　侑晟（2） 5m18

（9月10日） 山田 +0.7 本山南 +2.3 湊川 +1.7 平野 +1.8 玉津 +0.7 布引 +2.0 高倉 -0.1 御影 -0.7

男子１・２年生三段跳 岡野　悠生（2） 11m99 伊東　隆次（2） 11m34 田川　天真（2） 11m22 簑田　響（2） 11m20 雪吉　航平（2） 11m17 松本　心音（2） 11m01 疋田　侑士（2） 10m71 刀谷　泰地（2） 10m70

（9月11日） 本山南 +1.0 上野 -1.1 有野北 0.0 大原 0.0 鷹取 +0.1 平野 0.0 湊川 +0.4 有野北 +0.5

男子１・２年生砲丸投 伴　直輝（2） 11m20 中西　耕誠（2） 10m37 長谷川　稔晃（2） 9m29 久保　大樹（2） 9m19 中本　勝到（2） 9m17 角井　義猛（2） 9m08 成尾　拓輝（2） 9m00 萩原　遼仁（1） 8m97

（9月11日） 大原 唐櫃 本山南 鷹取 本山南 鈴蘭台 高倉 平野

男子１・２年生円盤投 伴　直輝（2） 28m80 成尾　拓輝（2） 28m46 澤田　幸志（2） 26m94 久保　大樹（2） 26m00 角井　義猛（2） 23m79 溝橋　辰朗（2） 22m62 喜多川　颯大（2） 22m47 岩﨑　翔太（2） 21m87

（9月10日） 大原 高倉 平野 鷹取 鈴蘭台 押部谷 高倉 白川台

男子１・２年生四種競技 山崎　桜（2） 2039点 宮川　祐京（2） 1925点 上木　陸駆（2） 1896点 小宮路　大翔（2） 1796点 丸山　蒼太（2） 1679点 貫里　拓未（2） 1605点 西藤　聖弥（2） 1578点 清水　優斗（2） 1535点

（9月10日） 白川台 18"28（+1.4） 平野 16"66（+1.4） 山田 17"48（+1.4） 押部谷 18"80（+2.8） 鈴蘭台 18"43（+1.4） 有野北 18"75（+2.8） 北神戸 19"75（+1.4） 大原 19"77（+2.8）

9m51 9m35 9m40 7m84 9m41 7m63 7m05 7m14

1m66 1m55 1m69 1m78 1m50 1m55 1m55 1m50

0'55"64 1'00"63 1'02"42 1'01"02 1'01"74 1'00"98 0'58"30 0'58"60

16：20 晴 30.0 南 1.8 59
16：00 晴 30.0 東 0.7 5916：00 晴 29.0 東 1.6 55
15：00 晴 30.5 南西 2 5715：00 晴 60.0 東 1.2 53
14：00 晴 305.0 南 1.2 5714：00 晴 30.0 北東 1.5 50
13：00 晴 30.5 南 1.3 5713：00 晴 29.5 北東 3.4 47
12：00 晴 30.0 南西 1.3 5912：00 晴 29.0 東 1.2 52
11：00 晴 30.0 北東 1 5611：00 晴 28.5 北東 2.4 58
10：00 晴 29.5 東 0.1 5910：00 晴 28.5 北 0.1 52
9：00 曇り 27.5 0 64

風速（m） 湿度（%）

8月10日

9：00 晴 27.5 北東 1.7 54

8月11日

湿度（%） 月日 時刻 天候 気温（℃） 風向月日 時刻 天候 気温（℃） 風向 風速（m）
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