
第58回神戸市中学校総合体育大会　陸上競技の部
入賞者一覧 2018年7月14日（土）～2018年7月15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 和田　一晃 11"23 目黒　雄大 11"34 山下　諒 11"52 堀江　祐稀 11"53 三越　匠真 11"55 安福　俊輔 11"57 溝内　海人 11"63 柴崎　優 11"80

（7月14日） 玉津 -0.1 滝川 -0.1 港島学園 -0.1 舞子 -0.1 上野 -0.1 鷹匠 -0.1 玉津 -0.1 井吹台 -0.1

男子２年生１００ｍ 安保　祐希 11"44 市耒　慶次 11"57 西田　英史 11"76 由元　隆晟 11"77 千田　一輝 11"79 久米　晴人 11"87 酒井　春名 11"88 小谷　将馬 12"11

（7月14日） 兵庫　大会新 -0.5 平野 -0.5 北神戸 -0.5 須佐野 -0.5 玉津 -0.5 玉津 -0.5 星陵台 -0.5 有野北 -0.5

男子１年生１００ｍ ｸﾞｪﾝ ﾃｨﾝ ｸｫﾝ 12"63 大西　陸斗 12"66 松尾　朋哉 12"67 山城　翔大朗 12"88 本田　琥太朗 12"91 新澤　悠人 12"92 今北　雷煌 12"95 小泉　凛太郎 13"03

（7月15日） 長田 -1.0 本山 -1.0 灘 -1.0 高倉 -1.0 神戸長坂 -1.0 有野北 -1.0 大池 -1.0 滝川 -1.0

男子共通２００ｍ 藤江　琉雅（3） 22"95 目黒　雄大（3） 23"00 森　遼介（3） 23"23 市耒　慶次（2） 23"41 堀江　祐稀（3） 23"44 山下　諒（3） 23"46 山本　涼太郎（3） 23"80

（7月15日） 灘 -0.7 滝川 -0.7 山田 -0.7 平野 -0.7 舞子 -0.7 港島学園 -0.7 塩屋 -0.7

男子共通４００ｍ 鈴木　歩夢（3） 0'51"35 森　遼介（3） 0'51"69 施　開人（3） 0'52"24 柴田　倫太郎（3） 0'52"56 加藤　輝（3） 0'54"17 落合　兼三（3） 0'54"37 松井　将（3） 0'54"44 泉沢　佑斗（3） 0'54"46

（7月14日） 櫨谷 山田 灘 滝川 有馬 本山 押部谷 太山寺

男子共通８００ｍ 磯﨑　丈（3） 2'03"62 杉浦　知寛（3） 2'04"89 中治　秀朗（3） 2'05"69 岡　啓太（3） 2'07"19 川﨑　健太郎（3） 2'07"23 木下　秀平（2） 2'07"66 藤村　凛音（2） 2'08"89 堺　健太郎（3） 2'10"28

（7月15日） 大原 神大附中等 星陵台 神大附中等 灘 垂水東 須磨学園 伊川谷

男子２・３年生１５００ｍ 磯﨑　丈（3） 4'18"35 中治　秀朗（3） 4'20"41 八木　拓海（3） 4'20"57 櫻田　涼太（3） 4'20"77 松村　泰地（3） 4'21"11 広内　颯（3） 4'22"36 堀切　隆矢（3） 4'22"65 凪　恒之介（2） 4'26"35

（7月14日） 大原 星陵台 有野北 神大附中等 北神戸 鈴蘭台 星陵台 平野

男子１年生１５００ｍ 坂本　一馬 4'43"65 直井　進太郎 4'43"83 奥村　俊太 4'46"60 奥　琢磨 4'47"35 正井　瑞樹 4'47"99 橋本　穣太郎 4'55"88 平山　凱也 4'55"89 瀬川　柊也 5'01"06

（7月14日） 港島学園 大池 大池 有野北 啓明学院 押部谷 伊川谷 平野

男子共通３０００ｍ 広内　颯（3） 9'18"13 凪　恒之介（2） 9'22"13 櫻田　涼太（3） 9'24"76 古里　翔（3） 9'28"27 三浦　晋矢（2） 9'28"98 菱田　紘翔（2） 9'29"38 藤川　大地（3） 9'30"59 松村　泰地（3） 9'40"97

（7月15日） 鈴蘭台 平野 神大附中等 大原 大原 有野北 有馬 北神戸

男子共通１１０ｍＨ 和田　一晃（3） 14"22 小島　知真（3） 15"15 酒井　春名（2） 15"31 玉木　廣輝（3） 15"54 山本　颯海（3） 15"91 三宅　空（3） 16"19 小谷　将馬（2） 16"20 赤岸　佑一郎（3） 16"40

（7月15日） 玉津　大会新 -1.0 神戸長坂 -1.0 星陵台 -1.0 塩屋 -1.0 小部 -1.0 押部谷 -1.0 有野北 -1.0 北神戸 -1.0

男子共通４×１００ｍＲ 玉津 0'44"28 灘 0'45"19 井吹台 0'45"67 平野 0'45"93 星陵台 0'45"96 有野北 0'46"12 多聞東 0'46"18 本山 0'46"45

（7月15日） 高橋　真利（3） 杉本　裕保（3） 森本　豪太（3） 横田　紘季（3） 兵頭　恵翔（3） 半田　竜真（3） 澤田　武丸（3） 内山　拓翼（3）

和田　一晃（3） 藤江　琉雅（3） 牧野　渉（3） 市耒　慶次（2） 酒井　春名（2） 堀　雄皇（3） 紙屋　翼（3） 緑　晴翔（3）

溝内　海人（3） 和田　悠詩（3） 柴崎　優（3） 杉山　凌也（3） 竹内　勇翔（3） 松村　大二郎（3） 阿曽　晃輝（3） 八木　皐誓（3）

亀山　泰斗（3） 施　開人（3） 糟谷　悦功（3） 橎田　和志（3） 松本　颯太（3） 藤澤　ムア（3） 德見　祥太（3） 落合　兼三（3）

男子低学年４×１００ｍＲ 有野北 0'48"10 灘 0'48"70 押部谷 0'48"84 高倉 0'48"91 玉津 0'49"03 北神戸 0'49"13 本山 0'50"51

（7月14日） 坂田　幸士郎（2） 野泉　公陽（2） 粟田　悠斗（2） 平田　祥基（2） 久米　晴人（2） 丸尾　琢磨（2） 久保　楓（2）

新澤　悠人（1） 松尾　朋哉（1） 谷　一輝（1） 山城　翔大朗（1） 柏木　蓮斗（1） 森井　泰造（1） 大西　陸斗（1）

本田　幸真（1） 柳田　蓮斗（1） 前田　駿輔（1） 田中　良輝（1） 中畑　仁（1） 田中　晴貴（1） 木村　優太（1）

小谷　将馬（2） 井上　旺佑（2） 織田　誠也（2） 北住　隼士（2） 千田　一輝（2） 白髭　慶乙（2） 能津　昴輔（2）

男子共通走高跳 田中　慎也（3） 1m85 小西　翔太（3） 1m82 橎田　和志（3） 1m76 亀山　泰斗（3） 1m76 山本　央（3） 1m73 中島　一喜（2） 1m73 東　悠月（3） 1m70 山本　康太（3） 1m70

（7月15日） 平野 大原 平野 玉津 押部谷 竜が台 住吉 小部

男子共通棒高跳 若松　大暉（3） 3m30 橋本　隼人（3） 3m20 池田　多陽（3） 3m10 木田　哲平（3） 2m60 笹倉　訓仁（3） 2m40 黒田　悠人（3） 2m20

（7月15日） 本庄 本庄 有野北 有野北 鈴蘭台 鈴蘭台

男子共通走幅跳 中島　一喜（2） 6m42 山内　笙太郎（3） 6m34 古賀　天（3） 6m33 宮尾　真仁（2） 6m08 後藤　元輝（3） 6m03 内山　拓翼（3） 5m97 清岡　晃広（3） 5m78 野上　大翔（3） 5m72

（7月14日） 竜が台 +0.2 太山寺 0.0 押部谷 +3.3 烏帽子 +1.8 唐櫃 +0.2 本山 +0.6 本庄 -0.5 小部 +1.4

男子共通三段跳 紙屋　翼（3） 12m37 前田　拓海（3） 12m37 内山　拓翼（3） 12m26 山内　笙太郎（3） 12m17 闐闐　竜翔（3） 12m00 後藤　達人（2） 11m76 瀬川　瑞穂（3） 11m68 杉山　凌也（3） 11m65

（7月15日） 多聞東 +0.8 鷹取 0.0 本山 -0.2 太山寺 -0.1 北神戸 +0.6 西神 +1.2 本山南 +1.3 平野 +1.0

男子共通砲丸投 小宮路　大隼（3） 13m39 横田　紘季（3） 12m36 田上　想良（3） 12m20 萩原　遼仁（3） 11m83 新田　康貴（3） 10m55 永田　光輝（3） 10m54 吉平　風希（3） 10m10 松本　来夏（3） 9m78

（7月15日） 押部谷 平野 多聞東 平野 玉津 本山南 有野北 港島学園

男子共通円盤投 横田　紘季（3） 37m34 小宮路　大隼（3） 37m00 萩原　遼仁（3） 33m33 吉田　匠（3） 30m42 池川　一哲（2） 30m06 田上　想良（3） 29m22 吉平　風希（3） 29m04 森田　淳平（2） 26m85

（7月14日） 平野 押部谷 平野 高倉 鈴蘭台 多聞東 有野北 福田

男子共通四種競技 橎田　和志（3） 2570点 田中　醇之介（3） 2301点 酒井　理一朗（3） 2252点 三宅　空（3） 2231点 山本　央（3） 2226点 赤岸　佑一郎（3） 2082点 中川　裕貴（2） 1923点 藤澤　ムア（3） 1913点

（7月14日） 平野 15"84（+1.9） 灘 16"34（+1.9） 舞子 16"34（+1.9） 押部谷 15"69（+1.9） 押部谷 16"82（+1.9） 北神戸 16"23（+1.9） 白川台 17"35（+1.3） 有野北 18"33（0.0）

11m16 9m17 10m00 8m30 9m72 8m84 7m99 9m59

1m82 1m79 1m64 1m64 1m76 1m58 1m45 1m58

0'54"49 0'56"20 0'55"59 0'55"39 0'57"00 0'57"28 0'54"54 0'57"30

16：34 晴 33.0 南西 1.1 6316：45 晴 32.5 南 1 63
16：00 晴 34.0 南南 1.5 6416：00 晴 33.0 南 1.7 63
15：00 晴 34.0 南西 1 6215：00 晴 34.0 南 1.3 64
14：00 晴 34.0 南西 2.4 6414：00 晴 34.0 南 1.5 64
13：00 晴 34.0 南西 1.6 6413：00 晴 34.0 南西 3 62
12：00 晴 34.0 南東 1 6412：00 晴 34.0 南 2.4 62
11：00 晴 34.0 南 2.1 6411：00 晴 34.0 南東 1 62
10：00 晴 34.0 南西 1.3 6410：00 晴 34.0 東 0.6 62
9：00 晴 33.0 南東 1.4 66

風速（m） 湿度（%）

7月14日

9：00 晴 34.0 北東 1.9 62

7月15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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