
平成29年度 2017年10月8日(日)

第33回 神戸リレーカーニバル （大会コード：17280701） 決勝一覧表
神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：282030）

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 美賀多台 53.18 北五葉NAC A 55.70 有瀬A 57.00 東舞子A 59.52 有瀬B  1:01.08 桜が丘A  1:02.10 桜が丘B  1:03.91 東舞子B  1:04.39

４×１００ｍ   堀尾　奏駿(6)   久保田真翔(5)   鈴見　光希(5)   丸山　空大(5)   春名　俊翔(5)   犬飼　真彬(5)   古澤　絢太(5)   中野　恵介(5)

  木下　七輝(6)   太田　樹佑(6)   平山　凱也(6)   三宅　陽立(5)   丹原祥之介(5)   藤本　圭亮(5)   玉井　一真(4)   木村　航人(5)

  寺田　晃大(6)   大坪　澪音(5)   市丸　弥興(5)   森本康一郎(6)   島田　大輝(5)   浅川　陽斗(5)   笹川　玄道(4)   濱田　弘喜(5)

  正井　瑞樹(6)   栗原隼之介(5)   木原　亮晴(6)   大東　　廉(6)   藤井　歩叶(5)   古澤　瑛太(5)   原田　泰知(4)   井上　雄登(5)

女子 有瀬A 57.01 港島学園 57.31 本山南 58.11 西舞子 59.54 大池 59.70 東舞子A  1:00.82 井吹東  1:01.34 会下山  1:01.81

４×１００ｍ   石岡　楓彩(6)   大澤　果歩(6)   大西　　凛(6)   石田　凛花(6)   堀　　鈴那(6)   小原　朋栞(5)   島崎　優実(5)   岡部　　想(6)

  吉中　麻尋(6)   香西　万桜(6)   上田　深咲(6)   小野　紗姫(6)   向井さくら(6)   徳永　実華(6)   中村　莉奈(5)   今井樹乃香(6)

  小林　侑加(5)   榮口　美優(6)   森　　心音(6)   前原菜々実(6)   東畑　　結(6)   高野　真緒(6)   小林　紗南(5)   花岡　美咲(6)

  熊野　菜々(6)   右田　汐音(6)   岡野　萌果(6)   山本　唯楓(6)   吉田　音々(6)   関根　　遙(6)   原田　夢衣(5)   西浦　麻依(6)

男子 滝川中  1:34.31 灘中A  1:34.77 玉津中A  1:34.91 押部谷中A  1:35.32 有野北中  1:36.00 大原中  1:37.69 高倉中  1:38.02 井吹台中A  1:38.20

４×２００ｍ   柴田倫太郎(2)   施    開人(2)   溝内  海人(2)   松井    将(2)   長谷川  輪(3)   平井  幹太(3)   石原    誠(3)   柴崎    優(2)

  西辻  泰都(2)   藤江  琉雅(2)   和田  一晃(2)   山本    央(2)   田川  天真(3)   簑田    響(3)   廣部  翔太(3)   牧野    渉(2)

  目黒  雄大(2)   北岸  健吾(3)   亀山  泰斗(2)   三宅    空(2)   貫里  拓未(3)   橋本    樹(3)   岩谷  陽希(2)   森本  豪太(2)

  谷川創太郎(3)   堀川  龍雲(3)   池畑  拓海(2)   佐藤    隼(3)   丸山  一樹(3)   加奈森竹恒(2)   小坂蓮太郎(2)   糟谷  悦功(2)

女子 大原中A  1:47.75 神戸長坂中  1:50.13 有野北中  1:51.30 鷹取中  1:51.70 本山中  1:52.59 井吹台中A  1:53.42 鈴蘭台中A  1:53.42

４×２００ｍ   西川  美聡(2)   北田  真実(2)   齋藤  妃那(2)   家村みなと(3)   阿部  真咲(2)   芦生  沙良(2)   藤谷  夏華(1)

  篠田ちひろ(2)   小林  由愛(1)   嶺山穂乃弥(3)   工藤  美月(2)   堤    菜月(2)   河野  由依(1)   黒田たくみ(1)

  後藤  優奈(2)   久米侑賀子(1)   杉村  琴音(2)   中村    楓(2)   野川  明莉(2)   藤本  彩音(2)   浅野  日菜(1)

  坂本  優愛(2)   髙坂  美咲(2)   遠藤  梨花(2)   竹中ゆりあ(3)   門脇  杏実(1)   酒井  萌花(2)   橋本  愛実(2)

男子 兵庫県立大A  3:17.31 滝川第二高A  3:17.48 滝川第二高B  3:18.23 神戸学院大A  3:23.29 須磨東高A  3:24.27 長田高A  3:25.64 流通科学大B  3:26.70 神戸科技高A  3:32.93

４×４００ｍ   林    大地(1)   柴田優太郎(2)   松本  昂大(2)   松本  遼太(2)   大久保昌樹(2)   田上  陽悠(2)   松本    慎(1)   山下  英輝(2)

  長﨑孝次郎(4)   山田    翼(3)   田中    聡(2)   藤本  詢也(2)   中村  征道(2)   片山  晃成(2)   近石  宙暉(3)   門      巧(2)

  松本  和樹(3)   瀬川  大樹(3)   小谷  聖成(2)   保坂    翼(2)   佐野  晃平(2)   羽田野優樹(2)   指出  克久(2)   落合  博史(2)

  中江  理緒(4)   中川    諒(2)   新井  陽豊(3)   加古  裕馬(2)   葛城  広登(2)   肥田  怜輝(2)   田中  裕貴(2)   川井  智貴(2)

女子 甲南大  3:55.57 須磨東高  3:55.58 長田高  3:55.83 兵庫高  4:00.30 滝川第二高B  4:00.47 葺合高A  4:01.40 山手女高  4:02.40 滝川第二高A  4:03.01

４×４００ｍ   高月  香奈(3)   村上  琴葉(2)   氏原  実優(2)   大濱    萌(2)   江川  紀子(1)   北村  春佳(2)   千葉  菜生(2)   中西  菜月(3)

  藤井彩和子(3)   松尾  季奈(2)   古段  佐南(2)   前堀  里奈(2)   下込  朝香(2)   西田  美柚(2)   谷根  優花(2)   佐藤  千春(3)

  野間友梨亜(3)   福原  亜優(2)   都  愛楓音(2)   溝口    花(1)   髙本さくら(1)   中谷  彩乃(2)   光山  里佳(2)   藤田帆乃香(3)

  松本  美紀(1)   惠上  七虹(2)   中澤  春香(1)   久保  夏鈴(2)   髙島寿莉亜(2)   谷川  美紀(2)   和田  彩花(1)   間處ふみな(3)

小学男子 正井　瑞樹(6)  4:58.80 坂本　一馬(6)  5:03.38 喜好　亮太(6)  5:09.07 久保田真翔(5)  5:16.17 北野　陽大(6)  5:17.41 堀尾　奏駿(6)  5:19.86 楠井　源太(6)  5:24.70 三宅　陽立(5)  5:41.37

１５００ｍ 美賀多台小･小学 港島学園･小学 多聞台小･小学 北五葉NAC･小学 東町小･小学 美賀多台小･小学 多聞台小･小学 東舞子小･小学

小学女子 鈴木葡乃香(5)  2:37.77 平野さつき(5)  2:38.19 村上咲智子(4)  2:38.62 徳永　実華(6)  2:45.00 今井樹乃香(6)  2:45.01 島崎　優実(5)  2:46.09 濱村　一咲(5)  2:46.80 片岡　彩萌(6)  2:47.51

８００ｍ 春日台小･小学 小部小･小学 出合小･小学 東舞子小･小学 会下山小･小学 井吹東小･小学 有瀬小･小学 岩岡小･小学

中学男子 田尻慎之介(3)  9:17.01 広内    颯(2)  9:21.43 上仮屋雄太(3)  9:25.07 黒澤  匡喜(3)  9:27.20 松村    響(3)  9:28.86 茨木  啓充(3)  9:29.32 福嶋  明大(3)  9:36.25 大淵  亮輔(3)  9:37.51

３０００ｍ 鈴蘭台中･中学 鈴蘭台中･中学 平野中･中学 神戸長坂中･中学 大原中･中学 玉津中･中学 高倉中･中学 大原中･中学

中学女子 永長  里緒(3)  4:43.12 豊口  陽菜(3)  4:45.10 宮定  愛実(2)  4:46.47 小村  有里(2)  4:47.33 太田  美月(3)  4:52.31 髙橋    遥(3)  4:52.55 橋本  佳歩(1)  4:55.46 佐野ひより(3)  4:56.07

１５００ｍ 伊川谷中･中学 平野中･中学 玉津中･中学 太山寺中･中学 王塚台中･中学 太山寺中･中学 高倉中･中学 高倉中･中学

一般高校男子 林    亮佑(2) 15:28.03 濵田  宙尚(1) 15:37.30 村松    駿(3) 15:44.38 佐々木太一(1) 15:50.35 山口  赳史(2) 15:56.63 上田  皓一(2) 15:58.94 藤木  淳史(2) 16:05.68 武谷誠太郎(2) 16:07.83

５０００ｍ 御影高･高校 御影高･高校 神戸市陸協･一般 長田高･高校 長田高･高校 兵庫高･高校 兵庫高･高校 伊川谷北高･高校

一般高校女子 上杉  美里(3) 10:08.09 櫻川  響晶(1) 10:13.99 大井規紗莉(1) 10:14.40 平原  千聖(2) 10:28.27 高橋  真子(1) 10:33.45 佐藤    茜(2) 10:39.92 岡本    悠(2) 10:41.60 岩崎    葵(2) 10:45.36

３０００ｍ 長田高･高校 伊川谷北高･高校 長田高･高校 兵庫高･高校 星陵高･高校 神戸甲北高･高校 兵庫高･高校 神戸高･高校

主催：神戸市・神戸市教育委員会 総　　　務： 正　木　一　央 審判長（主競技場）： 　井 澤 孝 彦 ・ 河 崎 哲 生

時刻 天候 気温 風向　風速 湿度 　　　　（公財）神戸市スポーツ教育協会
開始時（ 9:30） 晴れ 南南東　1.2m/s 69% 　　　　神戸市各区体育協会　 審判長（補助競技場）： 永　福　　　栄 記　録　主　任： 　望月由美子 ・ 吉 田 悦 子

12:00 晴れ 南　東　1.0m/s 65% 　　　　神戸市陸上競技協会

終了時(16:45) 晴れ 南　東　0.2m/s 76%25.5℃
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