
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

女子３年生１００ｍ 佃　光紗 12"65 山口　愛夏 13"04 檜垣　真由 13"23 江川　紀子 13"26 山口　菜摘 13"29 廣瀬　凜音 13"40 髙本　さくら 13"47 上田　穂香 13"55

（7月16日） 上野 -2.3 渚 -2.3 啓明学院 -2.3 平野 -2.3 井吹台 -2.3 高倉 -2.3 舞子 -2.3 福田 -2.3

女子２年生１００ｍ 多田　あいり 13"36 西谷　薫 13"45 毛利　寧々 13"53 柳井　夏美 13"59 嶺山　穂乃弥 13"60 山田　りりィ 13"63 今端　優奈 13"82 長谷川　亜美 13"92

（7月16日） 星陵台 -2.9 多聞東 -2.9 小部 -2.9 多聞東 -2.9 有野北 -2.9 小部 -2.9 北神戸 -2.9 平野 -2.9

女子１年生１００ｍ 倉元　実子 13"66 益田　恵斗 13"78 杉本　美優音 13"95 アラミあみな 14"04 坂本　優愛 14"07 戸出　実夢 14"17 浅田　麻帆 14"21 田谷　有菜 14"40

（7月17日） 太山寺 -1.0 櫨谷 -1.0 上野 -1.0 住吉 -1.0 大原 -1.0 北神戸 -1.0 神大附中等 -1.0 啓明学院 -1.0

女子共通２００ｍ 佃　光紗（3） 26"03 山口　愛夏（3） 26"81 丹羽　小菜美（3） 26"85 黒木　梨里（3） 26"97 西島　里織（3） 27"14 毛利　寧々（2） 27"21 坂口　小夏（3） 27"40 柳井　夏美（2） 27"77

（7月17日） 上野 -0.8 渚 -0.8 舞子 -0.8 平野 -0.8 舞子 -0.8 小部 -0.8 大原 -0.8 多聞東 -0.8

女子共通８００ｍ 山崎　くるみ（3） 2'16"23 高橋　真子（3） 2'17"13 平井　きらら（3） 2'18"25 大庭　結菜（3） 2'18"95 松本　磨依（2） 2'19"10 古原　夏音（3） 2'19"48 太田　美月（2） 2'22"55 川上　咲（2） 2'28"36

（7月17日） 舞子 井吹台 鈴蘭台 大原 本山 星陵台 王塚台 星陵台

女子共通１５００ｍ 山崎　くるみ（3） 4'41"98 大庭　結菜（3） 4'41"99 高橋　真子（3） 4'43"04 杉谷　莉菜（3） 4'43"46 平井　きらら（3） 4'43"52 古原　夏音（3） 4'45"66 松本　磨依（2） 4'47"29 小高　由津紀（3） 4'53"91

（7月16日） 舞子 大原 井吹台 有野北 鈴蘭台 星陵台 本山 塩屋

女子共通１００ｍＨ 江川　紀子（3） 14"29 檜垣　真由（3） 14"80 吉村　美咲（3） 14"96 山下　華奈（3） 15"02 花房　彩音（3） 15"14 池川　葉月（3） 15"35 太田　朋華（2） 15"36 竹村　清子（3） 15"38

（7月17日） 平野 -1.1 啓明学院 -1.1 本多聞 -1.1 井吹台 -1.1 有野北 -1.1 鈴蘭台 -1.1 須磨北 -1.1 御影 -1.1

女子共通４×１００ｍＲ 平野 0'50"88 井吹台 0'50"97 舞子 0'51"51 渚 0'51"83 多聞東 0'51"90 小部 0'51"91 鷹取 0'52"07 鈴蘭台 0'52"26

（7月17日） 大原　彩香（2） 糴川　由梨（3） 山本　るな（3） 村井　花月（3） 白髭　はつか（3） 太田　葵（3） 山村　優理子（3） 水原　麗菜（3）

黒木　梨里（3） 山下　華奈（3） 西島　里織（3） 吉岡　香織（2） 坂口　陽菜（3） 山田　りりィ（2） 前田　彩佳（3） 佐名　七虹（3）

長谷川　亜美（2） 山口　菜摘（3） 笠垣　星那（3） 松尾　ゆい（3） 柳井　夏美（2） 毛利　寧々（2） 青柳　祐希（3） 尾花　小夏（2）

江川　紀子（3） 粟津　志帆（3） 髙本　さくら（3） 山口　愛夏（3） 西谷　薫（2） 佐伯　和佳（3） 治岡　愛結（3） 池川　葉月（3）

女子低学年４×１００ｍＲ 大原 0'54"25 伊川谷 0'54"75 住吉 0'54"87 北神戸 0'54"93 星陵台 0'55"17 太山寺 0'55"49 本山南 0'55"92 垂水 0'59"70

（7月16日） 藤木　夏歌（2） 上田　琴羽（2） 山根　凜（2） 大塚　紗良（2） 本坊　妃那（2） 髙橋　愛加（2） 石野　彩奈（2） 中井　彩愛（2）

篠田　ちひろ（1） 小川　未来（1） アラミあみな（1） 戸出　実夢（1） 松永　笑佳（1） 倉元　実子（1） 竹内　のどか（1） 村上　修子（1）

坂本　優愛（1） 平山　心菜（1） 溝口　真世（1） 三宅　杏花里（1） 栗田　彩（1） 米田　千夏（1） 房安　華音（1） 益田　百々花（1）

小野　日葵（2） 本橋　めぐみ（2） 坪内　観寿（2） 今端　優奈（2） 多田　あいり（2） 渡辺　夏実（2） 蟻塚　花奈（2） 請井　佐智子（2）
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種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女子共通走高跳 井上　紗耶加（3） 1m64 宗澤　ﾃｨﾌｧﾆｰ（2） 1m54 紙谷　早織（3） 1m51 西田　有希（3） 1m48 松下　光希（3） 1m48 石野　彩奈（2） 1m45 宗像　美羽（2） 1m40 竹中　ゆりあ（2） 1m40

（7月17日） 北神戸 港島学園 大原 神大附中等 本山南 本山南 親和 鷹取

女子共通走幅跳 髙本　さくら（3） 5m34 上田　穂香（3） 5m17 佐名　七虹（3） 5m05 中野　風香（3） 5m04 小山　飛鳥（3） 5m02 西谷　薫（2） 4m89 川越　梨瑚（3） 4m83 竹村　清子（3） 4m82

（7月16日） 舞子 +1.1 福田 +0.8 鈴蘭台 +1.4 湊川 +2.9 高倉 -0.8 多聞東 +2.5 親和 +2.9 御影 -0.8

女子共通砲丸投 髙橋　奈々（3） 13m76 藤井　聖奈（3） 11m96 四方　美那（3） 11m61 門田　菜那（3） 10m37 長瀬　拓美（2） 10m31 岸田　日菜（3） 10m14 窪田　七海（3） 9m75 上田　優花（3） 9m52

（7月17日） 押部谷 北神戸 本山 高倉 平野 平野 舞子 舞子

女子共通円盤投 林　風虹（3） 26m14 岸田　日菜（3） 25m84 藤井　聖奈（3） 25m79 宮内　悠花（3） 24m36 長瀬　拓美（2） 24m35 上田　優花（3） 23m88 生地　夏奈子（2） 23m47 門田　菜那（3） 22m95

（7月16日） 須磨北 平野 北神戸 大原 平野 舞子 小部 高倉

女子共通四種競技 髙橋　奈々（3） 2866点 池川　葉月（3） 2736点 井上　紗耶加（3） 2635点 紙谷　早織（3） 2510点 黒木　梨里（3） 2373点 太田　葵（3） 2348点 前田　彩佳（3） 2324点 花房　彩音（3） 2223点

（7月16日） 押部谷 15"10（+0.8） 鈴蘭台 15"23（+0.8） 北神戸 15"62（+0.8） 大原 16"40（+0.8） 平野 15"82（+0.8） 小部 15"78（+0.8） 鷹取 15"87（+0.6） 有野北 14"97（+0.8）

大会新 1m47 1m50 1m65 1m56 1m38 1m41 1m41 1m30

13m59 10m55 9m11 8m97 8m98 9m31 8m32 7m22

27"35 26"69 28"31 27"23 27"35 28"39 27"74 28"15

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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