
平成29年度 兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 神戸地区大会 平成29年4月15日(土)

　　男子成績一覧表 （競技会コード：17282302） 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

１００ｍ 柴田優太郎(2) 11.13 今関  康明(2) 11.13 松本  昂大(2) 11.18 新井  陽豊(3) 11.25 平山銀次郎(2) 11.25 德見  祐樹(3) 11.28 梅川    峻(3) 11.32 佐貫  源紀(2) 11.33

滝川第二 -0.1 兵庫 -1.1 滝川第二 -1.1 滝川第二 -1.1 舞子 -0.5 星陵 -1.1 滝川第二 -1.1 滝川第二 -0.1 

２００ｍ 山田    翼(3) 22.30 林田  壮生(3) 22.57 平山銀次郎(2) 22.67 田中    聡(2) 22.73 大久保昌樹(2) 22.91 吉村  太智(2) 23.07 中村  柾道(2) 23.16 遠山  弘貴(3) 23.31

滝川第二 +1.0 御影 +1.0 舞子 +1.0 滝川第二 +1.0 須磨東 -0.2 北須磨 -0.9 須磨東 -0.2 滝川 +1.0 

４００ｍ 西尾  颯太(3) 49.77 中川    諒(2) 50.28 院瀬見直也(3) 50.44 見附  海斗(3) 50.56 細野航太郎(3) 50.88 結城  太智(3) 51.00 中尾  友哉(3) 51.16 川上  正也(3) 51.19

神戸甲北 滝川第二 神港学園 神戸科技 神戸 葺合 長田 夢野台

８００ｍ 高橋  佑輔(3)  1:53.13 藤原  悠帆(2)  1:56.94 木村  翔太(3)  1:58.50 上久保幸希(3)  1:59.58 田中  舜也(2)  2:01.61 渡辺  陽生(3)  2:01.98 壷坂    嶺(3)  2:02.20 丸山  裕史(2)  2:02.57

兵庫 須磨学園 須磨学園 滝川 星陵 滝川第二 星陵 神戸

１５００ｍ 北川  一樹(3)  4:06.98 横川  和輝(3)  4:07.72 林    亮佑(2)  4:09.69 奥野    薫(3)  4:09.81 上久保幸希(3)  4:10.11 川端  拳史(1)  4:10.50 竹内    颯(3)  4:11.26 谷西  祐哉(3)  4:12.47

神港学園 夢野台 御影 御影 滝川 須磨学園 長田 須磨友が丘

５０００ｍ 井上  大輝(3) 15:03.97 北野  開平(2) 15:07.11 岸本健太郎(1) 15:07.39 三宅  友哉(2) 15:16.88 川畑  昇大(1) 15:19.66 坪田  開龍(2) 15:24.34 浮田  直弥(1) 15:24.49 北川  一樹(3) 15:27.65

須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨学園 神港学園

１１０ｍＨ 野志    彪(2) 15.42 藤井  稜真(2) 15.45 浅尾  一成(2) 16.10 車力啓志朗(2) 16.11 千原  令士(3) 16.12 村田  将真(2) 16.66 新里  鎮希(3) 16.79 清岡  芳史(2) 16.81

(1.067m) 滝川第二 -1.9 兵庫 -1.9 滝川第二 -1.9 舞子 -1.9 村野工 -1.9 滝川 -1.9 葺合 +0.9 御影 +0.9 

４００ｍＨ 葛城  広登(2) 56.65 間處  公平(2) 57.66 西尾  颯太(3) 57.77 吉村  太智(2) 58.62 川上  正也(3) 59.44 小谷  聖成(2)  1:00.05 佐野  晃平(2)  1:01.01 岡井  隆真(2)  1:01.02

(0.914m) 須磨東 滝川第二 神戸甲北 北須磨 夢野台 滝川第二 須磨東 神戸高塚

３０００ｍＳＣ 坂元  裕喜(3)  9:27.36 進藤  魁人(3)  9:36.64 鶴崎  駿斗(3)  9:40.39 柴田  栗佑(3)  9:45.72 藤原  太一(2)  9:49.45 野渥  海人(2)  9:49.47 山中  太陽(2)  9:50.60 古満    敬(3)  9:54.84

(914mm) 須磨学園 須磨学園 須磨学園 滝川 須磨学園 滝川 須磨学園 滝川

５０００ｍＷ 井上  智暉(2) 22:06.92 藤木  淳史(2) 23:44.83 木﨑  勇樹(3) 23:53.50 南方  昭寛(2) 24:45.41 岸本  久弥(3) 26:34.33 鬼岡亜雄人(2) 27:18.28 美藤  共歩(2) 27:48.99

神戸鈴蘭台 兵庫 兵庫 兵庫 神港学園 長田 長田

４×１００ｍ 滝川第二A 42.16 御    影A 42.69 神    戸A 43.59 滝川第二B 43.70 須 磨 東A 43.80 六甲アイ 44.04 神大附中等 44.05 兵    庫 44.16

  佐貫  源紀(2)   吉村  俊一(3)   楠    広大(2)   谷  純太朗(1)   富田  宗晟(3)   河口  裕亮(2)   柏木    剛(3)   岩﨑  洋矢(3)

  梅川    峻(3)   仁尾  航太(3)   石川祥太郎(2)   是枝  翔太(3)   大久保昌樹(2)   吉田  雄馬(2)   菅野  宏紀(2)   今関  康明(2)

  新井  陽豊(3)   内田  陵玖(3)   栄田  大登(3)   枝川  尚輝(1)   葛城  広登(2)   近藤  璃一(3)   住友  俊介(2)   隠岐  貴文(3)

  松本  昂大(2)   林田  壮生(3)   細野航太郎(3)   結城  克海(1)   中本  大地(2)   牧      佑(3)   水田  道成(3)   上坂  創一(3)

４×４００ｍ 滝川第二B  3:20.36 神戸科技  3:22.62 滝川第二A  3:23.07 長    田  3:26.71 葺    合  3:29.44 神    戸A  3:30.68 北 須 磨A  3:32.70 神大附中等  3:33.24

  柴田優太郎(2)   豊田  明寛(2)   是枝  翔太(3)   吉谷将太朗(3)   藤田  一天(2)   細野航太郎(3)   松村  兼佑(2)   住友  俊介(2)

  新井  陽豊(3)   落合  博史(2)   山田    翼(3)   片山  晃成(2)   結城  太智(3)   石川祥太郎(2)   大村  陽輝(3)   岩﨑陽太朗(3)

  瀬川  大樹(3)   川井  智貴(2)   田中    聡(2)   田上  陽悠(2)   石野  秀雄(3)   帯屋  直希(3)   西角  祐亮(3)   菅野  宏紀(2)

  中川    諒(2)   見附  海斗(3)   川元莉々輝(1)   中尾  友哉(3)   新里  鎮希(3)   吉川  智晴(3)   吉村  太智(2)   水田  道成(3)

走高跳 山田  秀勝(3) 2m01 藤井  稜真(2) 1m89 内藤  大貴(3) 1m86 野志    彪(2) 1m83 岩﨑  洋矢(3) 1m80 瀬川  大樹(3) 1m80 川元莉々輝(1) 1m75 8位:村田  将真(2) 1m70

滝川第二 兵庫 滝川第二 滝川第二 兵庫 滝川第二 滝川第二 滝川

8位:稲津  晴也(3) 1m70

星陵

棒高跳 藤田  一天(2) 3m00

葺合

走幅跳 佐貫  源紀(2) 6m76 大六  拓海(2) 6m68 栄田  楓登(2) 6m66 宮下倫太郎(1) 6m64 上月  恵太(3) 6m63 是枝  翔太(3) 6m45 野﨑  涼太(3) 6m34 田中翔太郎(3) 6m32

滝川第二 +0.5 神戸鈴蘭台 +1.0 神戸科技 +0.4 長田 +0.9 長田 +0.3 滝川第二 -0.8 兵庫工 +0.6 滝川 -0.1 

三段跳 加藤    僚(3) 13m26 盛元  達雄(3) 13m01 田中翔太郎(3) 12m80 浦崎    翼(3) 12m52 中山  裕太(3) 12m49 隠岐  貴文(3) 12m45 猪原  修吾(2) 12m29 井上  竜誓(2) 12m25

夢野台 -0.3 夢野台 -0.4 滝川 +1.3 舞子 +0.2 長田 +2.2 兵庫 +0.2 神戸鈴蘭台 -0.8 神港学園 +0.6 

砲丸投 夜久航太朗(3)  11m92 増田    翔(2)  11m37 古関  大地(3)  11m22 木村  晃大(3)  10m37 矢野  大輔(2)  10m37 牧野  優太(3)  10m31 堀尾  渉真(3)  10m18 大熊  一朗(1)   9m93

(6.000kg) 兵庫 須磨翔風 滝川 滝川 滝川 須磨翔風 東灘 神大附中等

円盤投 関岡佑太郎(3)  39m00 小林  大成(2)  37m53 古関  大地(3)  33m81 矢野  大輔(2)  29m81 木村  晃大(3)  29m03 山﨑  裕馬(2)  28m27 西宮  涼太(3)  27m80 田上  陽悠(2)  25m87

(1.750kg) 神戸科技 神戸第一 滝川 滝川 滝川 兵庫 星陵 長田

ハンマー投 神田  洸行(3)  32m10 岡田  和万(2)  28m11 猿渡  大悟(2)  21m65 福本  亮太(3)  18m65

(6.000kg) 兵庫工 兵庫工 兵庫工 兵庫工

やり投 中山  裕太(3)  49m11 瀬川  大樹(3)  47m55 山田昇太朗(2)  46m32 柳田  大志(2)  40m98 夜久航太朗(3)  40m63 福本  亮太(3)  40m23 7位:岸光    駿(2)  39m84 7位:土居  亮太(2)  39m84

(0.800kg) 長田 滝川第二 葺合 神戸科技 兵庫 兵庫工 村野工 葺合

※「気象状況」は女子一覧表に記載 主催：兵庫陸上競技協会 総　　務： 藤　田　和　洋

主管：高体連神戸支部陸上競技部 ﾄﾗｯｸ審判長： 河　崎　哲　生

　　　神戸市陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 坂　田　有士郎

記録主任： 岸　良　　　悟

参加数 学校数 人数
男子 38校 509人
女子 36校 354人
合計 41校 863人


