
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

女子３年生１００ｍ 工藤　美月 12"54 倉元　実子 12"86 山下　愛莉 12"89 篠田　ちひろ 13"00 房安　華音 13"06 芦田　胡桃 13"07 坂本　優愛 13"16 海津　みなみ 13"32

（7月14日） 鷹取 -1.4 太山寺 -1.4 桃山台 -1.4 大原 -1.4 本山南 -1.4 本庄 -1.4 大原 -1.4 福田 -1.4

女子２年生１００ｍ 内藤　香乃 12"53 黒田　たくみ 12"90 門脇　杏実 12"95 出口　果歩 13"03 峰本　エマ 13"05 小林　由愛 13"06 前底　希果 13"14 浅野　日菜 13"48

（7月14日） 有野　大会新 0.0 鈴蘭台 0.0 本山 0.0 太山寺 0.0 魚崎 0.0 神戸長坂 0.0 平野 0.0 鈴蘭台 0.0

女子１年生１００ｍ 香西　万桜 13"11 藤田　こころ 13"60 舛永　心音 13"70 熊野　菜々 13"84 西藤　杏純 13"86 岸田　茉緒 14"18 小林　真緒 14"23 前田　理子 14"29

（7月15日） 港島学園 -2.3 押部谷 -2.3 筒井台 -2.3 神戸長坂 -2.3 多聞東 -2.3 井吹台 -2.3 井吹台 -2.3 鷹匠 -2.3

女子共通２００ｍ 内藤　香乃（2） 25"80 篠田　ちひろ（3） 26"45 倉元　実子（3） 26"47 黒田　たくみ（2） 26"73 坂本　優愛（3） 26"80 中尾　心春（2） 26"99 芦田　胡桃（3） 27"10 房安　華音（3） 27"16

（7月15日） 有野 -0.6 大原 -0.6 太山寺 -0.6 鈴蘭台 -0.6 大原 -0.6 平野 -0.6 本庄 -0.6 本山南 -0.6

女子共通８００ｍ 橋本　佳歩（2） 2'18"47 北野　寧々（2） 2'19"53 藤瀬　朱音（2） 2'19"90 川野　真奈（3） 2'19"97 山本　空（2） 2'24"40 尾中　花和（3） 2'24"65 釜坂　理沙（2） 2'24"66 藤山　弥夏（2） 2'30"19

（7月15日） 高倉 北神戸 鷹取 原田 北神戸 玉津 神大附中等 御影

女子１年生８００ｍ 岸本　真呼（1） 2'32"39 岡部　想（1） 2'34"34 中垣　花音（1） 2'36"52 武村　寧々（1） 2'37"61 瀧本　樹香（1） 2'37"90 山本　美月（1） 2'38"08 飯塚　恵莉子（1） 2'38"76 耳道　花菜（1） 2'43"63

（7月15日） 平野 湊川 太山寺 本山 高倉 押部谷 太山寺 押部谷

女子共通１５００ｍ 橋本　佳歩（2） 4'44"14 山本　空（2） 4'44"92 丸毛　萌愛（2） 4'51"26 上﨑　柊侑（3） 4'52"19 小村　有里（3） 4'55"02 岡田　未来（3） 4'57"17 宮定　愛実（3） 5'02"84 富田　春香（3） 5'03"75

（7月14日） 高倉 北神戸 鷹取 北神戸 太山寺 太山寺 玉津 大原

女子共通１００ｍＨ 工藤　美月（3） 14"42 齋藤　妃那（3） 15"03 中尾　日香（2） 15"04 杉本　美優音（3） 15"41 髙橋　ひかる（3） 15"92 杉村　琴音（3） 16"14 池田　あづ（2） 16"33 松原　愛莉（3） 16"82

（7月15日） 鷹取 -1.8 有野北 -1.8 平野 -1.8 上野 -1.8 押部谷 -1.8 有野北 -1.8 原田 -1.8 渚 -1.8

女子共通４×１００ｍＲ 本山南 0'50"54 鷹取 0'50"87 太山寺 0'51"15 大原 0'51"28 神戸長坂 0'51"42 本庄 0'51"62 平野 0'51"67 本山 0'52"17

（7月15日） 三平　紫衣（2） 竹島　七海（3） 中川　日菜子（3） 米村　幸子（2） 北田　真実（3） 藤谷　実香（3） 﨏本　知佳（2） 阿部　真咲（3）

竹内　のどか（3） 中村　楓（3） 出口　果歩（2） 篠田　ちひろ（3） 小林　由愛（2） 芦田　胡桃（3） 前底　希果（2） 堤　菜月（3）

房安　華音（3） 藤瀬　朱音（2） 米田　千夏（3） 西川　美聡（3） 熊野　菜々（1） 近藤　珠（3） 中尾　心春（2） 野川　明莉（3）

金也　里璃（2） 工藤　美月（3） 倉元　実子（3） 坂本　優愛（3） 髙坂　美咲（3） 植田　真央（3） 中尾　日香（2） 門脇　杏実（2）

女子低学年４×１００ｍＲ 星陵台 0'53"69 有野 0'54"03 港島学園 0'54"08 櫨谷 0'54"36 井吹台 0'54"43 小部 0'54"51 玉津 0'55"08 本山南 0'55"58

（7月14日） 青木　暖佳（2） 堀家　花菜（2） 宗澤ジュエル（2） 齋藤　春澄（2） 仲尾次　麻央（2） 鈴木　美奈（2） 野上　真奈（2） 織本　茜音（2）

石田　凜花（1） 赤松　志優（1） 香西　万桜（1） 鈴木　和奏（1） 岸田　茉緒（1） 山口　芽映（1） 松江　彩加（1） 岡野　萌果（1）

関根　遙（1） 田中　優衣（1） 右田　汐音（1） 安田　陽奈子（1） 小林　真緒（1） 天場　心咲（1） 宇都宮ひかり（1） 原田　紗弥夏（1）

長島　心晴（2） 内藤　香乃（2） 内田　ひおり（2） 森　雛乃（2） 花田　楓玲（2） 竹村　柚萌菜（2） 筒井　千景（2） 大槻　真由（2）

女子共通走高跳 中村　莉京（3） 1m60 熊野　彩音（2） 1m51 竹内　のどか（3） 1m51 中村　莉都（2） 1m48 川上　菜々子（3） 1m48 林　七実（3） 1m48 橘　知栄（2） 1m45 阪田　晏菜（2） 1m45

（7月15日） 北神戸 北神戸 本山南 桜が丘 須磨北 桃山台 有野北 神大附中等

田中　七海（3） 1m45

太山寺

女子共通走幅跳 中尾　心春（2） 5m30 北田　真実（3） 5m13 植田　真央（3） 4m96 アラミあみな（3） 4m87 海津　みなみ（3） 4m76 田中　彩夏（2） 4m69 伊手　ゆきな（3） 4m65 元野　乃愛（3） 4m63

（7月14日） 平野 +0.6 神戸長坂 +0.3 本庄 +2.1 住吉 +1.8 福田 +5.1 押部谷 +0.3 御影 +1.5 渚 +0.2

女子共通砲丸投 米田　千夏（3） 11m43 安孫子　愛美（3） 11m43 川上　琴美（3） 11m10 日山　美玲（2） 10m47 寺岡　里紗（3） 10m34 松本　りさ（3） 10m21 伊藤　みこと（3） 10m04 藤本　亜由（3） 9m51

（7月15日） 太山寺 鈴蘭台 鷹取 北神戸 太山寺 北神戸 山田 長田

女子共通円盤投 安孫子　愛美（3） 29m68 松本　りさ（3） 26m35 安孫子　華澄（2） 25m24 﨏本　知佳（2） 25m19 理上　真優花（3） 24m75 田中　夕月（3） 24m00 寺岡　里紗（3） 23m81 川上　琴美（3） 23m56

（7月14日） 鈴蘭台 北神戸 鈴蘭台 平野 須磨北 北神戸 太山寺 鷹取

女子共通四種競技 竹内　のどか（3） 2693点 中尾　日香（2） 2650点 杉本　美優音（3） 2565点 髙橋　ひかる（3） 2429点 齋藤　妃那（3） 2311点 熊野　彩音（2） 2298点 中村　莉京（3） 2246点 林　七実（3） 2227点

（7月14日） 本山南 14"85（+1.1） 平野 14"69（+1.1） 上野 14"86（+1.1） 押部谷 15"73（+1.1） 有野北 15"12（+1.1） 北神戸 16"05（+1.1） 北神戸 16"77（+0.4） 桃山台 16"77（0.0）

1m50 1m50 1m44 1m41 1m38 1m50 1m59 1m56

9m14 8m87 9m65 9m13 7m42 7m44 8m10 9m09

26"70 27"27 27"84 27"33 27"99 28"32 29"85 30"54

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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