
日付 種目

小田　恭平(1) 12.35 (-0.7) 太田　陸希(1) 12.45 (-0.7) 川口　央翔(1) 12.81 (-0.7) 荒池　翼(1) 12.86 (-0.7) 後藤　聡志(1) 12.90 (-0.7) 吉田　悠吾(1) 13.01 (-0.7) 宮脇　輝(1) 13.09 (-0.7) 長尾　航汰(1) 13.18 (-0.7)

住吉 星和台 井吹台 御影 鷹取 大池 伊川谷 垂水

佐々木　一朗(3) 22.81 (-0.5) 山本　玲慈(3) 23.08 (-0.5) 小林　温眞(3) 23.20 (-0.5) 田中　竜馬(3) 23.30 (-0.5) 栗原　隼之介(3) 23.31 (-0.5) 市間　勇(3) 23.46 (-0.5) 吉田　光(3) 23.48 (-0.5)

港島学園 渚 向洋 塩屋 大原 神戸長坂 高倉

柳原　伶勇(3) 2:04.40 行天　晴郎(2) 2:04.42 藤原　慶人(3) 2:07.23 川田　流成(3) 2:08.24 日野田　陸(3) 2:08.31 中尾　香輝(3) 2:08.53 太田　詢(3) 2:13.10 山口　翔弥(3) 2:13.18

井吹台 大池 神戸長坂 高倉 港島学園 大池 有野 玉津

堀野　正太(3) 9:12.64 吉田　湧真(3) 9:13.90 中尾　光希(3) 9:14.51 髙杉　彰太(3) 9:22.90 藤本　嵩統(3) 9:31.13 久保田　真翔(3) 9:32.21 津崎　颯大(3) 9:35.93 谷田　琥太郎(3) 9:38.10

御影 星陵台 大池 星陵台 有野 鵯台 玉津 有野北

原　悠也(3) 15.07 (-0.8) 西本　義太郎(3) 15.56 (-0.8) 三宅　陽立(3) 15.66 (-0.8) 三田　倭都(3) 15.70 (-0.8) 丸山　空大(3) 16.13 (-0.8) 岩本　大輝(3) 16.87 (-0.8) 河野　創太(3) 16.93 (-0.8) 松前　大雅(3) 17.33 (-0.8)

舞子 井吹台 星陵台 本庄 歌敷山 塩屋 有野北 星陵台

玉津 44.90 向洋 45.13 塩屋 45.17 本山南 45.45 神戸長坂 45.52 御影 45.55 港島学園 46.27 大原 46.95

苅谷　弘唯(3) 小林　俊音(3) 田中　瑞希(3) 村上　豪(3) 市丸　弥興(3) 平川　靖士(2) 菊地　凱斗(3) 向江　晃汰(3)

森木　幹太(3) 永田　敢大(2) 田中　竜馬(3) 金也　郁(3) 森脇　悠賢(3) 田畑　奏良(3) 佐々木　一朗(3) 栗原　隼之介(3)

勝本　啓介(3) 横田　叶偉(2) 中村　拓夢(3) 廣部　桔太(3) 北村　一惺(3) 小林　魁士(3) 殿山　流唯(2) 川瀨　てつた(3)

山下　連野(3) 小林　温眞(3) 岩本　大輝(3) 馬原　直希(3) 市間　勇(3) 神谷　健悟(3) 竹間　惟勇(3) 萩澤　友哉(3)

大森　檀(3) 1.73 浅井　理孔(3) 1.70 城下　篤輝(3) 1.65 福井　大和(2) 1.65 鈴木　嵩人(3) 1.65 織田　要(2) 1.60 川瀨　てつた(3) 1.60

平野 唐櫃 有野北 北神戸 本山南 押部谷 大原

佐藤　大地(2) 1.60

大原

杉本　惺昭(2) 3.80 池内　珀蒼(3) 2.80 金野　凛生(3) 2.60

上野 有野北 有野北

宮﨑　恵大(3) 12.54 (-0.2) 渡邉　奏良(3) 12.16 (0.0) 内田	　迅(3) 11.78 (+0.7) 上田　創太(3) 11.77 (-0.2) 藤井　秀樹(3) 11.33 (+1.9) 平岡　司冴(3) 11.33 (+1.1) 木村　航人(3) 11.21 (+1.7) 井谷　心哉(2) w11.09 (+2.9)

有野北 友が丘 唐櫃 平野 高倉 本庄 歌敷山 多聞東

田辺　愛一郎(3) 10.34 小河　琉(2) 9.58 日野　竜吾(3) 9.44 中坂　凌久(3) 9.17 松井　翔真(3) 9.07 田寺　旬(3) 8.81 辻井　俊祐(3) 8.66 新圧　隼士(2) 8.45

白川台 高倉 湊川 本多聞 平野 魚崎 北神戸 舞子

藤谷　心詩(1) 13.60 (-0.4) 岸本　明咲(1) 14.07 (-0.4) 亀滝　のの(1) 14.09 (-0.4) 安藤　真歩(1) 14.31 (-0.4) 土生　栞奈(1) 14.43 (-0.4) 守時　芽唯(1) 14.48 (-0.4) 西海　瑞葵(1) 14.48 (-0.4) 中村　芽依(1) 14.65 (-0.4)

有野北 広陵 山田 御影 本山 鷹取 押部谷 鈴蘭台

東　はる(1) 2:29.20 黒川　絆奈(1) 2:29.28 藤井　結衣(1) 2:32.86 八木　葉月(1) 2:33.60 杉本　麻椰菜(1) 2:33.85 棚倉　咲帆(1) 2:34.37 本田　鈴愛(1) 2:35.07 上田　七海(1) 2:42.89

湊川 GR 神戸長坂 GR 星陵台 有野北 大池 御影 高倉 北神戸

小林　侑加(3) 26.53 (-1.3) 山口　瑞生(3) 26.75 (-1.3) 幸玉　いちか(2) 27.06 (-1.3) 島崎　優実(3) 27.22 (-1.3) 髙山　碧(2) 27.45 (-1.3) 上江　梨央(3) 27.80 (-1.3) 中村　莉奈(3) 28.01 (-1.3) 田中　萌愛(3) 28.52 (-1.3)

神戸長坂 高倉 太山寺 井吹台 横尾 鷹取 井吹台 星陵台

池野　絵莉(2) 2:19.89 濱村　一咲(3) 2:21.19 河野　心桜(3) 2:23.45 田中　梨乃(3) 2:24.30 河合　里恋(2) 2:24.45 香川　悠(2) 2:25.50 秋山　ひいろ(3) 2:28.36 金子　聖奈(2) 2:31.16

太山寺 神戸長坂 星陵台 西神 星陵台 太山寺 鷹取 舞子

林　花鈴(3) 15.19 (-0.7) 山本　紗季(3) 15.38 (-0.7) 宮本　愛美(3) 15.43 (-0.7) 押見　野枝(3) 15.45 (-0.7) 田上　京夏(3) 15.51 (-0.7) 長廣　麗子(3) 15.85 (-0.7) 大森　澪(3) 15.85 (-0.7) 田村　綾菜(3) 16.13 (-0.7)

本多聞 鷹匠 原田 塩屋 太山寺 御影 北神戸 星陵台

本多聞 51.08 井吹台 51.08 北神戸 51.56 太山寺 51.92 鷹匠 52.59 星陵台 52.62 御影 53.23 塩屋 53.62

井上　美空(3) 奥村　彩加(2) （着差あり） 藤本　早玲(3) 中野　倫(3) オートリー　亜里紗(3) 上林　こころ(2) 向　瑶奈(2) 松尾　和香(3)

林　花鈴(3) 松平　志保(3) 大森　澪(3) 藤原　彩音(3) 野田　瑚羽(3) 沙魚川　心羽(2) 長廣　麗子(3) 押見　野枝(3)

中島　朋香(2) 中村　莉奈(3) 木元　雪乃(2) 幸玉　いちか(2) 大河原　結衣(3) 田村　綾菜(3) 北尾　優月(3) 片山　千寛(2)

福安　瑠奈(3) 島崎　優実(3) 井上　凪紗(2) 田上　京夏(3) 山本　紗季(3) 田中　萌愛(3) 芦田　真由(3) 西村　光華(3)

山田　麻央(2) 1.51 戸田　向日葵(3) 1.48 内藤　美空(3) 1.48 横山　凜名(3) 1.45 福田　楓(3) 1.45 内藤　瑞希(3) 1.40 大穂　そら(3) 1.40

大原 平野 櫨谷 筒井台 山田 太山寺 小部

野田　瑚羽(3) 1.45 本田　美聖(3) 1.40

鷹匠 有野

藤本　早玲(3) 10.93 安達　栞(3) 10.84 小宮路　優來(3) 9.93 小南　結(2) 9.44 小林　楓(3) 9.31 杉野　美香(2) 8.77 増本　玲葉奈(3) 8.60 金澤　円香(3) 8.29

北神戸 鈴蘭台 押部谷 平野 垂水 井吹台 北神戸 平野

w:追風参考  GR:大会記録  

7月18日 走高跳

7月18日 砲丸投

7月18日 100mH

7月18日 4x100mR

共通女子 7月18日 200m

7月18日 800m

１年女子 7月18日 100m

7月18日 800m

7月18日 三段跳

7月18日 砲丸投

7月18日 走高跳

7月18日 棒高跳

7月18日 110mH

7月18日 4x100mR

7月18日 800m

7月18日 3000m

7位 8位

１年男子 7月18日 100m

3位 4位 5位 6位

神戸ユニバー記念競技場

共通男子 7月18日 200m

1位 2位

記録主任 北風　快規

主催団体名 神戸市中体連陸上競技部 陸協名

競技会名
第61回神戸市総合体育大会陸上競技の部

期日・時刻 2021/07/18 審判長 新田　哲生　　藤原　健秀

競技場名


