
第56回神戸市中学校総合体育大会　陸上競技の部
入賞者一覧 2016年7月16日（土）～2016年7月17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３年生１００ｍ 金也　仁 11"65 枝川　尚輝 11"75 末吉　隼人 11"87 結城　克海 11"89 橋本　拓音 11"99 高木　将臣 12"00 上田　希心 12"14 今井　健太 12"56

（7月16日） 本山南 -3.3 押部谷 -3.3 玉津 -3.3 御影 -3.3 灘 -3.3 須磨学園 -3.3 北神戸 -3.3 横尾 -3.3

男子２年生１００ｍ 佐藤　隼 11"79 下方　崇生 11"83 森川　敬友 11"99 益田　隼冶 12"01 山崎　桜 12"27 白丸　太一 12"34 東　航輝 12"36 昆陽　海士 12"48

（7月16日） 押部谷 -3.0 伊川谷 -3.0 神大附中等 -3.0 垂水 -3.0 白川台 -3.0 太山寺 -3.0 舞子 -3.0 井吹台 -3.0

男子１年生１００ｍ 森　遼介 11"95 目黒　雄大 12"15 和田　一晃 12"42 藤江　琉雅 12"62 松井　将 12"68 西辻　泰都 12"86 足立　真樹 13"00 山下　諒 13"01

（7月17日） 山田　大会新 -1.3 滝川 -1.3 玉津 -1.3 灘 -1.3 押部谷 -1.3 滝川 -1.3 原田 -1.3 港島学園 -1.3

男子共通２００ｍ 枝川　尚輝（3） 22"62 橋本　拓音（3） 23"30 下方　崇生（2） 23"33 栗田　洋輔（3） 23"42 佐藤　隼（2） 23"52 秦　一真（3） 23"60 野口　遼大（3） 23"71 今井　健太（3） 24"04

（7月17日） 押部谷 0.0 灘 0.0 伊川谷 0.0 西神 0.0 押部谷 0.0 有野北 0.0 伊川谷 0.0 横尾 0.0

男子共通４００ｍ 金也　仁（3） 0'50"64 栗田　洋輔（3） 0'52"90 秦　一真（3） 0'53"15 中川　辰之介（3） 0'53"76 梅田　秀斗（3） 0'53"99 野口　遼大（3） 0'54"08 東　祐希（3） 0'54"42 増田　彪我（3） 0'55"06

（7月16日） 本山南 西神 有野北 神戸長坂 小部 伊川谷 北神戸 白川台

男子共通８００ｍ 益永　聖司（3） 2'02"22 田中　幹也（2） 2'04"99 横谷　陸哉（3） 2'05"73 田中　真翔（3） 2'07"20 徳久　諒芽（3） 2'07"29 薬師寺　拓巳（3） 2'08"06 梅田　秀斗（3） 2'08"07 前田　勇翔（3） 2'09"18

（7月17日） 星陵台 多聞東 星陵台 玉津 押部谷 平野 小部 神戸長坂

男子２・３年生１５００ｍ 水金　大亮（3） 4'08"20 小西　健介（3） 4'10"04 益永　聖司（3） 4'13"01 岸本　健太郎（3） 4'14"01 橋本　遼佑（3） 4'20"40 田中　幹也（2） 4'21"94 黒澤　匡喜（2） 4'24"08 酒井　拓朗（3） 4'24"70

（7月16日） 多聞東 須磨学園 星陵台 平野 平野 多聞東 神戸長坂 有野北

男子１年生１５００ｍ 中治　秀朗 4'38"26 八木　拓海 4'38"58 堀切　隆矢 4'44"18 森田　慧 4'47"46 櫻田　涼太 4'47"99 前田　幸之助 4'49"16 新名　司 4'52"68 戸取　俊介 4'57"42

（7月16日） 星陵台 有野北 星陵台 上野 神大附中等 玉津 大原 本山南

男子共通３０００ｍ 岸本　健太郎（3） 8'53"22 小西　健介（3） 8'56"31 水金　大亮（3） 9'01"61 橋本　遼佑（3） 9'16"04 佐々木　太一（3） 9'18"45 黒澤　匡喜（2） 9'22"59 茨木　啓充（2） 9'24"23 杉浦　大輔（3） 9'28"39

（7月17日） 平野 須磨学園 多聞東 平野 星陵台 神戸長坂 玉津 井吹台

男子共通１１０ｍＨ 石井　陸登（3） 15"26 小島　爽（3） 15"34 松本　颯平（3） 15"54 猿渡　善斗（2） 15"97 源田　駿祐（3） 16"12 内藤　源一郎（3） 16"16 南庄　勇斗（3） 16"28 左納　要（3） 16"70

（7月17日） 神戸長坂 -0.9 神戸長坂 -0.9 御影 -0.9 本庄 -0.9 舞子 -0.9 有野 -0.9 玉津 -0.9 押部谷 -0.9

男子共通４×１００ｍＲ 伊川谷 0'45"28 本山南 0'45"32 神大附中等 0'45"63 垂水 0'45"63 押部谷 0'45"67 御影 0'45"92 有野北 0'46"10 多聞東 0'46"25

（7月17日） 山崎　颯来（3） 田上　幸太郎（3） 糸氏　稜太（3） 益田　椋多（3） 金田　翔馬（3） 森田　勇気（3） 森　琉弥（3） 大塚　大成（3）

琵琶　陸（3） 吉村　濯（3） 菊川　涼介（3） 益田　隼冶（2） 枝川　尚輝（3） 松本　颯平（3） 秦　一真（3） 粕谷　涼平（3）

野口　遼大（3） 岡野　悠生（2） 永野　貴士（3） 北村　達也（3） 左納　要（3） 山本　隆生（3） 山本　侑輝（3） 大原　未来（3）

下方　崇生（2） 金也　仁（3） 森川　敬友（2） 足立　和也（3） 佐藤　隼（2） 結城　克海（3） 軽部　拓幸（3） 野﨑　陸人（3）

男子低学年４×１００ｍＲ 押部谷 0'49"10 滝川 0'49"42 玉津 0'49"48 灘 0'49"77 本山南 0'50"22 塩屋 0'50"33 大原 0'50"58 鷹取 0'50"95

（7月16日） 小宮路　大翔（2） 氏江　蓮太（2） 中畑　侑大（2） 田中　秀英（2） 安在　龍貴（2） 矢島　翔太（2） 清水　優斗（2） 廣地　榛侃（2）

松井　将（1） 目黒　雄大（1） 和田　一晃（1） 藤江　琉雅（1） 永田　光輝（1） 山本　涼太郎（1） 新名　司（1） 新井　颯天（1）

山本　央（1） 西辻　泰都（1） 亀山　泰斗（1） 田中　醇之介（1） 藤川　海斗（1） 玉木　廣輝（1） 加奈森　竹恒（1） 藤本　泰成（1）

児玉　遼太（2） 谷川　創太郎（2） 筒井　大翔（2） 堀川　龍雲（2） 正田　颯一朗（2） 神田　竜馬（2） 橋本　樹（2） 萬嵜　年紀（2）
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種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子共通走高跳 三原　彰真（3） 1m78 池田　拓暉（3） 1m78 林　京汰（3） 1m70 小宮路　大翔（2） 1m70 濱田　峻（3） 1m65 森脇　伸之介（3） 1m65

（7月17日） 北神戸 大原 本山 押部谷 神戸長坂 井吹台

淺井　春樹（3） 1m65 横山　信平（3） 1m65

大原 神戸長坂

男子共通棒高跳 西田　隆希（3） 3m80 佐藤　直人（3） 3m00 田上　幸太郎（3） 2m80 宇野　耀（3） 2m20 若松　大暉（1） 2m20 中嶋　司（2） 2m00

（7月17日） 湊川 有野北 本山南 鈴蘭台 本庄 有野北

男子共通走幅跳 末吉　隼人（3） 6m40 宮下　倫太郎（3） 6m39 柏木　俊希（3） 6m12 山本　侑輝（3） 6m08 森　遼介（1） 5m99 井上　敬太（3） 5m96 津嶋　亮兵（3） 5m91 守　新太郎（3） 5m73

（7月16日） 玉津 +0.9 平野 +1.3 塩屋 +2.2 有野北 +0.7 山田 +0.5 本多聞 +1.6 白川台 +0.4 神戸長坂 -0.4

男子共通三段跳 宮下　倫太郎（3） 13m04 津嶋　亮兵（3） 12m89 山本　侑輝（3） 12m73 柏木　俊希（3） 12m35 山崎　颯来（3） 11m80 神﨑　奨冴（3） 11m57 守　新太郎（3） 11m52 小西　達（3） 11m34

（7月17日） 平野 +0.7 白川台 +1.1 有野北 +0.4 塩屋 +1.4 伊川谷 +0.5 大原 +0.2 神戸長坂 -0.5 港島学園 +1.7

男子共通砲丸投 執行　大地（3） 15m08 瀬戸口　譲（3） 12m06 福本　航平（3） 11m41 是常　廉也（3） 11m16 大熊　一朗（3） 11m00 伴　直輝（2） 10m93 中島　直人（3） 10m82 黒田　翔貴（3） 10m16

（7月17日） 平野　大会新 北神戸 御影 北神戸 神大附中等 大原 大原 舞子

男子共通円盤投 執行　大地（3） 46m78 藤原　正季（3） 31m65 瀬戸口　譲（3） 31m64 福本　航平（3） 30m19 山口　勝輝（3） 27m86 黒田　翔貴（3） 27m83 秋山　雄輝（3） 27m44 廣田　光彦（3） 27m08

（7月16日） 平野　大会新 鷹取 北神戸 御影 鈴蘭台 舞子 本山 平野

男子共通四種競技 源田　駿祐（3） 2322点 池田　拓暉（3） 2275点 三原　彰真（3） 2231点 石井　陸登（3） 1967点 内藤　源一郎（3） 1938点 宮川　祐京（2） 1914点 淺井　春樹（3） 1831点 濱田　峻（3） 1708点

（7月16日） 舞子 16"13（-0.7） 大原 15"84（-0.7） 北神戸 16"30（-0.7） 神戸長坂 15"65（-0.7） 有野 16"41（-0.7） 平野 16"85（-0.7） 大原 17"90（-0.7） 神戸長坂 19"72（-1.0）

11m17 10m42 9m48 9m89 8m03 8m59 9m25 8m10

1m64 1m76 1m70 1m45 1m50 1m55 1m70 1m70

0'56"19 0'59"81 0'56"66 1'01"52 0'57"73 0'59"02 1'03"15 0'59"80

16：35 曇り 27.5 西 1.2 66

15：55 曇り 29.5 南 1 7516：00 曇り 28.5 西南西 1.8 64

15：00 曇り 30.0 南 1.1 7215：00 晴 29.0 西 1.2 68

14：00 曇り 30.5 南 1.7 7214：00 晴 29.0 西 1.6 64

13：00 曇り 30.0 南東 0.5 7213：00 晴 29.0 南西 0.9 61

12：00 曇り 28.5 南西 1.5 8112：00 晴 29.0 南西 2.2 58

11：00 曇り 27.5 南西 0.5 8411：00 晴 29.0 南西 1.1 58

10：00 曇り 27.0 南西 1.4 8410：00 晴 27.5 南 0.8 63

9：00 曇り 26.5 北東 0.7 96

風速（m） 湿度（%）

7月16日

9：10 晴 27.5 南東 1 63

7月17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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