
第57回神戸市中学校総合体育大会　陸上競技の部
入賞者一覧 2017年7月15日（土）～2017年7月16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 佐藤　隼 11"46 丸山　一樹 11"74 昆陽　海士 11"75 東　航輝 11"77 谷川　創太郎 11"82 森川　敬友 11"89 山田　武明 11"96

（7月15日） 押部谷 -2.0 有野北 -2.0 井吹台 -2.0 舞子 -2.0 滝川 -2.0 神大附中等 -2.0 桃山台 -2.0

男子２年生１００ｍ 和田　一晃 11"66 目黒　雄大 11"80 山下　諒 11"90 亀山　泰斗 11"95 山本　央 12"12 德見　祥太 12"15 糟谷　悦功 12"32 堀江　祐稀 12"34

（7月15日） 玉津 -1.1 滝川 -1.1 港島学園 -1.1 玉津 -1.1 押部谷 -1.1 多聞東 -1.1 井吹台 -1.1 舞子 -1.1

男子１年生１００ｍ 安保　祐希 11"85 市耒　慶次 12"26 千田　一輝 12"48 酒井　春名 12"55 浅見　春翔 12"58 久米　晴人 12"65 中島　一喜 12"65 中川　裕貴 12"69

（7月16日） 兵庫 -0.3 平野 -0.3 玉津 -0.3 星陵台 -0.3 須佐野 -0.3 玉津 -0.3 竜が台 -0.3 白川台 -0.3

男子共通２００ｍ 下方　崇生（3） 22"94 佐藤　隼（3） 23"06 益田　隼冶（3） 23"40 山崎　桜（3） 23"56 丸山　一樹（3） 23"65 東　航輝（3） 23"89 佐々木　哉斗（3） 24"40 松井　洋輔（3） 24"43

（7月16日） 伊川谷 -1.0 押部谷 -1.0 垂水 -1.0 白川台 -1.0 有野北 -1.0 舞子 -1.0 本多聞 -1.0 太山寺 -1.0

男子共通４００ｍ 下方　崇生（3） 0'51"27 山崎　桜（3） 0'52"52 益田　隼冶（3） 0'52"75 神川　脩（3） 0'52"83 佐々木　哉斗（3） 0'54"63 橋本　樹（3） 0'54"67 山村　雄人（3） 0'54"73

（7月15日） 伊川谷 白川台 垂水 高倉 本多聞 大原 本山

男子共通８００ｍ 北岸　健吾（3） 2'04"91 福嶋　明大（3） 2'05"33 森川　智史（3） 2'05"84 中治　秀朗（2） 2'06"38 八木　拓海（2） 2'07"59 藤田　麟太郎（3） 2'07"62 赤松　澪（3） 2'07"63 野田　恭平（3） 2'09"02

（7月16日） 灘 高倉 高倉 星陵台 有野北 星陵台 有野 櫨谷

男子２・３年生１５００ｍ 田中　幹也（3） 4'11"94 黒澤　匡喜（3） 4'13"73 藤　幸太郎（3） 4'14"61 岩本　拓真（3） 4'16"61 上仮屋　雄太（3） 4'16"84 内田　優太（3） 4'18"70 相見　龍之介（3） 4'21"18 福嶋　明大（3） 4'22"50

（7月15日） 多聞東 神戸長坂 鈴蘭台 伊川谷 平野 太山寺 有野北 高倉

男子１年生１５００ｍ 安尾　瑠輝 4'43"81 河村　銀士 4'44"08 三浦　晋矢 4'44"47 藤村　凛音 4'44"74 中山　涼哉 4'44"77 菱田　紘翔 4'44"78 熊井　渓人 4'45"12 赤尾　光秋 4'45"45

（7月15日） 平野 鈴蘭台 大原 須磨学園 太山寺 有野北 大池 小部

男子共通３０００ｍ 田尻　慎之介（3） 9'11"23 藤　幸太郎（3） 9'14"67 岩本　拓真（3） 9'15"95 上仮屋　雄太（3） 9'17"24 茨木　啓充（3） 9'21"79 黒澤　匡喜（3） 9'23"37 神永　皓真（3） 9'28"59 松村　響（3） 9'33"14

（7月16日） 鈴蘭台 鈴蘭台 伊川谷 平野 玉津 神戸長坂 上野 大原

男子共通１１０ｍＨ 猿渡　善斗（3） 14"53 森川　敬友（3） 15"06 宮川　祐京（3） 15"18 小島　知真（2） 15"69 植田　真史（3） 15"82 白丸　太一（3） 15"94 藤岡　一太（3） 16"03 神田　竜馬（3） 16"79

（7月16日） 本庄 -2.0 神大附中等 -2.0 平野 -2.0 神戸長坂 -2.0 山田 -2.0 太山寺 -2.0 上野 -2.0 塩屋 -2.0

男子共通４×１００ｍＲ 押部谷 0'45"28 井吹台 0'45"87 舞子 0'46"01 本山 0'46"17 有野北 0'46"30 桃山台 0'46"31 太山寺 0'46"80

（7月16日） 松井　将（2） 増田　拓人（3） 東　航輝（3） 落合　兼三（2） 長谷川　輪（3） 岩佐　翼（3） 松井　洋輔（3）

児玉　遼太（3） 藤井　孝太（3） 堀江　祐稀（2） 山村　雄人（3） 田川　天真（3） 山田　武明（3） 佐藤　大介（3）

山本　央（2） 牧野　渉（2） 谷　慶吾（3） 田中　陽大（3） 貫里　拓未（3） 川島　開（3） 栗山　航汰（3）

佐藤　隼（3） 昆陽　海士（3） 大田　晟一朗（3） 田中　昌敬（3） 丸山　一樹（3） 大庭　愛斗（3） 白丸　太一（3）

男子低学年４×１００ｍＲ 玉津 0'46"32 有野北 0'49"02 押部谷 0'49"16 高倉 0'49"62 井吹台 0'49"77 神戸長坂 0'50"46 塩屋 0'50"72

（7月15日） 亀山　泰斗（2） 大会新 半田　竜真（2） 古賀　天（2） 岩谷　陽希（2） 柴崎　優（2） 久保　勇人（2） 蛭子　継登（2）

千田　一輝（1） 坂田　幸士郎（1） 粟田　悠斗（1） 平田　祥基（1） 寺田 瑛斗（1） 川崎　遥大（1） 松谷　颯汰（1）

久米　晴人（1） 小谷　将馬（1） 織田　誠也（1） 北住　隼士（1） 藤本 陽起（1） 藤岡　希祐（1） 和定　鼓太朗（1）

和田　一晃（2） 堀　雄皇（2） 三宅　空（2） 小坂　蓮太郎（2） 糟谷　悦功（2） 小島　知真（2） 山本　涼太郎（2）

男子共通走高跳 上木　陸駆（3） 1m79 中島　千拓（3） 1m76 小宮路　大翔（3） 1m73 亀山　泰斗（2） 1m70 西藤　聖弥（3） 1m65 山本　康太（2） 1m65 長谷川　輪（3） 1m65 東　悠月（2） 1m65

（7月16日） 山田 白川台 押部谷 玉津 北神戸 小部 有野北 住吉

男子共通棒高跳 宮﨑　暉（3） 2m80 橋本　隼人（2） 2m60 若松　大暉（2） 2m60 池田　多陽（2） 2m60 中嶋　司（3） 2m40 佐川　歩夢（3） 2m40 中居　瑞希（3） 2m00

（7月16日） 湊川 本庄 本庄 有野北 有野北 鈴蘭台 白川台

男子共通走幅跳 岡野　悠生（3） 6m07 谷村　直樹（3） 6m06 疋田　侑士（3） 5m88 谷川　創太郎（3） 5m72 松本　心音（3） 5m71 田川　天真（3） 5m70 簑田　響（3） 5m70 中島　一喜（1） 5m61

（7月15日） 本山南 +0.2 布引 0.0 湊川 +1.8 滝川 +0.1 平野 +2.3 有野北 +1.2 大原 +2.2 竜が台 +1.2

男子共通三段跳 岡野　悠生（3） 12m86 疋田　侑士（3） 12m61 伊東　隆次（3） 12m09 雪吉　航平（3） 12m07 簑田　響（3） 11m94 田川　天真（3） 11m93 松本　心音（3） 11m80 山本　涼太（3） 11m67

（7月16日） 本山南 +1.8 湊川 +0.9 上野 +1.2 鷹取 -0.6 大原 -0.2 有野北 +1.5 平野 +2.1 唐櫃 +0.8

男子共通砲丸投 中西　耕誠（3） 12m72 伴　直輝（3） 11m95 長谷川　稔晃（3） 11m39 澤田　幸志（3） 11m38 成尾　拓輝（3） 11m35 角井　義猛（3） 10m99 喜多川　颯大（3） 10m98 横田　紘季（2） 10m78

（7月16日） 唐櫃 大原 本山南 平野 高倉 鈴蘭台 高倉 平野

男子共通円盤投 澤田　幸志（3） 35m47 喜多川　颯大（3） 33m95 成尾　拓輝（3） 32m59 小宮路　大隼（2） 32m29 平井　幹太（3） 31m88 萩原　遼仁（2） 30m94 伴　直輝（3） 30m11 溝橋　辰朗（3） 28m94

（7月15日） 平野 高倉 高倉 押部谷 大原 平野 大原 押部谷

男子共通四種競技 上木　陸駆（3） 2538点 宮川　祐京（3） 2471点 西藤　聖弥（3） 2305点 川野　神楽（3） 2053点 貫里　拓未（3） 1907点 小宮路　大翔（3） 1885点 長谷川　輪（3） 1839点 白丸　太一（3） 1830点

（7月15日） 山田 15"73（+0.2） 平野 15"48（+0.2） 北神戸 16"18（+0.2） 北神戸 16"85（+0.2） 有野北 17"84（-1.3） 押部谷 18"17（+0.2） 有野北 18"85（-1.0） 太山寺 17"83（-1.5）

11m38 11m28 9m88 9m93 9m25 6m96 9m83 8m92

1m79 1m70 1m73 1m67 1m61 1m82 1m67 1m45

0'55"30 0'55"67 0'56"38 1'00"03 0'58"84 0'59"56 1'00"46 0'57"14

17：08 晴 29.0 南西 2.1 72
17：00 晴 29.0 南 0.8 72

15：58 晴 32.0 東南東 1.3 6116：00 晴 31.0 南西 1.6 72
15：00 晴 33.0 南 1.2 7015：00 晴 31.0 南西 1.5 72
14：00 晴 33.0 南東 1 7014：00 晴 31.5 南西 0.1 72
13：00 晴 33.0 南東 2.4 7313：00 晴 32.0 西 1.7 71
12：00 晴 32.5 南 1.5 7212：00 晴 32.0 南西 1.5 73
11：00 晴 33.0 南 1.5 7311：00 晴 32.0 南 1 73
10：00 晴 32.5 南東 2.1 7210：00 晴 31.0 南西 0.3 69
9：00 晴 31.5 南 2.2 72

風速（m） 湿度（%）

7月15日

9：00 晴 30.0 西 0.9 71

7月16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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