
２０１７年度第２回兵庫県中学校陸上競技記録会（神戸地区）
入賞者一覧 2017年5月20日（土）～2017年5月21日（日）

アサダスタジアム

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"77 山崎　桜 11"94 植田　真史 11"98 東　航輝 12"10 田中　昌敬 12"18 岡野　悠生 12"18 片鍋　颯 12"23 猿渡　善斗 12"31

（5月21日） 押部谷 -1.5 白川台 -1.5 山田 -0.9 舞子 -1.5 本山 -1.5 本山南 -1.5 桜が丘 -1.5 本庄 -1.9

男子２年生１００ｍ 山下　諒 12"16 亀山　泰斗 12"16 堀江　祐稀 12"37 池畑　拓海 12"41 溝内　海人 12"42 德見　祥太 12"50 藤江　琉雅 12"51 松井　将 12"54

（5月21日） 港島学園 -1.5 玉津 -1.5 舞子 -1.5 玉津 -1.1 玉津 -1.1 多聞東 -1.5 灘 -1.5 押部谷 -1.5

男子１年生１００ｍ 市来　慶次 12"84 中島　一喜 12"98 酒井　春名 13"16 丸尾 琢磨 13"45 久米　晴人 13"48 大和田　幸志 13"52 白髭 慶乙 13"56 粟田　悠斗 13"62

（5月20日） 平野 -1.0 竜が台 -1.1 星陵台 -1.1 北神戸 -1.1 玉津 -1.6 鈴蘭台 -1.1 北神戸 -0.8 押部谷 -0.8

男子２・３年生２００ｍ 佐藤　隼（3） 23"40 益田　隼冶（3） 24"06 堀江　祐稀（2） 24"46 神川　脩（3） 24"57 坂本　和司（3） 24"60 片鍋　颯（3） 24"66 前田　進一朗（3） 24"70 佐々木　哉斗（3） 24"87

（5月20日） 押部谷 -0.1 垂水 -0.1 舞子 -2.0 高倉 -0.8 塩屋 -2.0 桜が丘 -2.0 桜が丘 -0.1 本多聞 -0.1

男子２・３年生４００ｍ 益田　隼冶（3） 0'52"48 神川　脩（3） 0'53"82 橋本　樹（3） 0'55"39 佐々木　哉斗（3） 0'55"67 執行　隼之介（3） 0'55"84 山村　雄人（3） 0'56"12 亀井　陸（3） 0'57"08 萬嵜　年紀（3） 0'57"37

（5月21日） 垂水 高倉 大原 本多聞 本庄 本山 須磨北 鷹取

男子２・３年生８００ｍ 田中　幹也（3） 2'02"76 森川　智史（3） 2'03"30 福嶋　明大（3） 2'07"46 中治　秀朗（2） 2'07"58 内田　優太（3） 2'08"43 北岸　健吾（3） 2'10"73 赤松　澪（3） 2'11"43 長友　真絃（3） 2'11"62

（5月21日） 多聞東 高倉 高倉 星陵台 太山寺 灘 有野 押部谷

男子３年生１５００ｍ 岩本　拓真 4'15"59 上仮屋　雄太 4'15"79 藤　幸太郎 4'16"28 黒澤　匡喜 4'17"06 福嶋　明大 4'18"18 内田　優太 4'20"05 森川　智史 4'21"19 田尻　慎之介 4'21"31

（5月20日） 伊川谷 平野 鈴蘭台 神戸長坂 高倉 太山寺 高倉 鈴蘭台

男子２年生１５００ｍ 松村　泰地 4'23"14 八木　拓海 4'24"36 中治　秀朗 4'24"60 堀切　隆矢 4'25"06 堺　健太郎 4'32"71 新名　司 4'33"30 藤原　魁人 4'35"06 田中　悠貴 4'37"17

（5月20日） 北神戸 有野北 星陵台 星陵台 伊川谷 大原 北神戸 高倉

男子１年生１５００ｍ 安尾　瑠輝 4'49"27 藤村　凛音 4'50"91 前田　涼太 5'00"48 新井　和彰 5'01"34 菱田　紘翔 5'04"94 酒井　春名 5'05"63 佐伯　知哉 5'06"89 田村　孝太朗 5'07"33

（5月20日） 平野 須磨学園 星陵台 星陵台 有野北 星陵台 神戸長坂 平野

男子２・３年生３０００ｍ 黒澤　匡喜（3） 9'13"79 藤　幸太郎（3） 9'26"27 田尻　慎之介（3） 9'26"37 玉井　雅也（3） 9'27"21 松村　泰地（2） 9'30"94 八木　拓海（2） 9'36"32 藤原　魁人（2） 9'40"95 茨木　啓充（3） 9'41"28

（5月21日） 神戸長坂 鈴蘭台 鈴蘭台 平野 北神戸 有野北 北神戸 玉津

男子２・３年生１１０ｍＨ 猿渡　善斗（3） 15"15 宮川　祐京（3） 16"06 植田　真史（3） 16"76 小島　知真（2） 16"90 三好　直輝（3） 17"17 筒井　大翔（3） 18"09 吉良　優大（3） 18"10 石田　英大（3） 18"23

（5月21日） 本庄 -1.3 平野 -1.3 山田 -1.3 神戸長坂 -1.3 御影 -1.3 玉津 -1.3 山田 -1.9 有野 -1.9

男子共通４×１００ｍＲ 押部谷Ａ 0'46"32 高倉Ａ 0'46"63 本庄Ａ 0'46"98 桃山台 0'47"13 有野北 0'47"29 舞子Ａ 0'47"31 鷹匠 0'47"35 本山南 0'47"38

（5月21日） 松井　将（2） 石原　誠（3） 末岡　秀太（3） 岩佐　翼（3） 長谷川　輪（3） 谷　慶吾（3） 川井　康円（3） 長谷川　大晃（3）

児玉　遼太（3） 中島　丈太郎（3） 執行　隼之介（3） 山田　武明（3） 田川　天真（3） 堀江　祐稀（2） 安福　俊輔（2） 岡野　悠生（3）

山本　央（2） 小坂　蓮太郎（2） 宮　翔太郎（3） 大庭　愛斗（3） 貫里　拓未（3） 大久保　通弥（3） 田島　涼平（2） 長谷川　稔晃（3）

佐藤　隼（3） 神川　脩（3） 猿渡　善斗（3） 川島　開（3） 丸山　一樹（3） 東　航輝（3） 長嶋　健太郎（3） 正田　颯一朗（3）

男子２・３年生走高跳 小宮路　大翔（3） 1m80 上木　陸駆（3） 1m77 清水　優斗（3） 1m68 亀山　泰斗（2） 1m65 阪崎　祐太（3） 1m60 天田　侑輝（3） 1m60 山本　央（2） 1m60 小西　翔太（2） 1m60

（5月21日） 押部谷 山田 大原 玉津 有野 太山寺 押部谷 大原

男子２・３年生棒高跳 宮﨑　暉（3） 3m20

（5月20日） 湊川

男子２・３年生走幅跳 上木　陸駆（3） 6m04 岡野　悠生（3） 5m93 簑田　響（3） 5m90 陶山　雄世（3） 5m88 疋田　侑士（3） 5m75 新舘　侑晟（3） 5m75 松本　心音（3） 5m62 鈴木　歩夢（2） 5m51

（5月20日） 山田 +0.7 本山南 +1.5 大原 +1.6 渚 +1.1 湊川 +1.2 御影 +1.3 平野 +2.0 櫨谷 +0.5

男子１年生走幅跳 中島　一喜 5m43 粟田　悠斗 4m66 川崎　遥大 4m62 佐藤　裕紀 4m62 千田　一輝 4m56 川端　祐大 4m48 友松　暉良 4m31 相川　翔一郎 4m28

（5月20日） 竜が台 +1.6 押部谷 +1.8 神戸長坂 +1.7 櫨谷 +2.1 玉津 +2.7 神戸長坂 +1.0 大原 +0.2 櫨谷 +1.6

男子２・３年生三段跳 簑田　響（3） 11m71 田川　天真（3） 11m68 松本　心音（3） 11m37 足立　海（3） 11m30 津山　裕生（3） 11m09 坂根　海斗（3） 11m06 石井　宏武（3） 11m01 北島　太陽（3） 10m94

（5月21日） 大原 +0.8 有野北 +1.5 平野 +0.6 鈴蘭台 +1.1 押部谷 +1.5 鈴蘭台 +0.9 神戸長坂 +1.8 大原 +1.4

男子２・３年生砲丸投 伴　直輝（3） 12m06 中西　耕誠（3） 11m84 長谷川　稔晃（3） 11m60 角井　義猛（3） 10m78 成尾　拓輝（3） 10m66 久保　大樹（3） 10m22 澤田　幸志（3） 10m10 喜多川　颯大（3） 9m88

（5月21日） 大原 唐櫃 本山南 鈴蘭台 高倉 鷹取 平野 高倉

男子２・３年生円盤投 成尾　拓輝（3） 32m39 伴　直輝（3） 30m80 平井　幹太（3） 30m58 喜多川　颯大（3） 29m84 澤田　幸志（3） 29m78 久保　大樹（3） 28m54 角井　義猛（3） 26m50 溝橋　辰朗（3） 26m20

（5月20日） 高倉 大原 大原 高倉 平野 鷹取 鈴蘭台 押部谷

男子２・３年生四種競技 宮川　祐京（3） 2248点 山崎　桜（3） 2094点 清水　優斗（3） 2028点 三好　直輝（3） 1990点 丸山　蒼太（3） 1867点 小宮路　大翔（3） 1773点 佐藤　大介（3） 1747点 河村　颯志（3） 1687点

（5月20日） 平野 15"96（-2.1） 白川台 18"65（-2.1） 大原 17"68（-2.1） 御影 16"97（-2.1） 鈴蘭台 18"61（-2.1） 押部谷 19"19（-1.7） 太山寺 18"71（-1.7） 神戸長坂 17"81（-2.1）

10m77 10m62 8m39 8m86 10m64 6m87 9m12 8m58

1m55 1m55 1m69 1m55 1m60 1m81 1m50 1m35

0'56"16 0'53"02 0'56"30 0'57"02 1'00"04 0'59"77 0'58"45 0'58"65
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入賞者一覧－挑戦会－

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"77 山崎　桜 11"96 山田　武明 12"02 東　航輝 12"06 岡野　悠生 12"08 河村　颯志 12"10

（5月21日） 押部谷 -0.7 白川台 -0.7 桃山台 -1.2 舞子 -0.7 本山南 -0.7 神戸長坂 -1.2

丸山　一樹 12"08 植田　真史 12"10

有野北 -1.2 山田 -0.7

男子２年生１００ｍ 山下　諒 12"02 亀山　泰斗 12"20 堀江　祐稀 12"29 德見　祥太 12"38 溝内　海人 12"43 藤江　琉雅 12"44 山本　央 12"45

（5月21日） 港島学園 -1.9 玉津 -1.9 舞子 -1.9 多聞東 -1.9 玉津 -1.9 灘 -1.9 押部谷 -0.1

松井　将 12"45

押部谷 -1.9

男子１年生１００ｍ 市来　慶次 12"84 中島　一喜 13"07 酒井　春名 13"14 丸尾 琢磨 13"21 久米　晴人 13"32 大和田　幸志 13"35 白髭 慶乙 13"51 粟田　悠斗 13"56

（5月20日） 平野 -1.8 竜が台 -1.8 星陵台 -1.8 北神戸 -1.8 玉津 -1.8 鈴蘭台 -1.8 北神戸 -1.8 押部谷 -1.8

男子２・３年生２００ｍ 佐藤　隼（3） 23"23 益田　隼冶（3） 23"83 山田　武明（3） 24"33 神川　脩（3） 24"49 佐々木　哉斗（3） 24"49 執行　隼之介（3） 24"54 坂本　和司（3） 24"61 堀江　祐稀（2） 24"68

（5月20日） 押部谷 -1.3 垂水 -1.3 桃山台 -0.8 高倉 -1.3 本多聞 -1.3 本庄 -0.8 塩屋 -1.3 舞子 -1.3

男子２・３年生１１０ｍＨ 猿渡　善斗（3） 15"07 宮川　祐京（3） 15"81 植田　真史（3） 16"16 小島　知真（2） 16"33 三好　直輝（3） 16"76 中畑　侑大（3） 17"55 神田　竜馬（3） 17"85 児玉　遼太（3） 17"97

（5月21日） 本庄 -0.4 平野 -0.4 山田 -0.4 神戸長坂 -0.4 御影 -0.4 玉津 -0.7 塩屋 -0.7 押部谷 -0.7

15：30 晴 27.0 西 0.7 43

1.5 50
15：00 晴 28.0 南 1.3 40

2.2 40 14：55 晴 27.0 北東
14：00 晴 27.0 北 1.9 50

28.0 北東 1.9 46
13：00 晴 28.0 南 2.1 40

1.3 45
12：00 晴 28.0 南 2 46 13：00 晴

1.7 45
11：00 晴 28.0 西 1 45 12：00 晴

1.5 55
10：00 晴 28.0 南西 1.4 51 11：00 晴

51

5月21日

10：00 晴 26.0 北北東
28.0 北東
28.0 北東

5月20日

9：30 晴 27.0 南南西 1.5

14：00 晴 28.0 南

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