
平成30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30年4月14日(土)

　　男子成績一覧表 （競技会コード：18282302） 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 今関  康明(3) 11.11 柴田優太郎(3) 11.12 平山銀次郎(3) 11.15 松本  昂大(3) 11.20 宮下倫太郎(2) 11.21 河口  裕亮(3) 11.28 倉本  恵悟(3) 11.30 野中    楓(3) 11.37

兵庫 -0.3 滝川第二 -0.3 舞子 -0.3 滝川第二 -0.3 長田 -0.3 六甲アイ -0.3 啓明 -0.3 滝川第二 -0.3 

２００ｍ 今関  康明(3) 22.43 佐々木裕大(3) 22.72 大久保昌樹(3) 22.99 今東  拓巳(2) 23.04 田中    聡(3) 23.15 光嶋  迅我(2) 23.15 前田  賢太(2) 23.20 尾上  智哉(2) 23.21

兵庫 -0.9 神戸高塚 -0.9 須磨東 -0.9 神戸高塚 +0.4 滝川第二 -0.9 葺合 -1.3 兵庫 +0.7 六甲 -0.7 

４００ｍ 吉村  太智(3) 49.95 豊田  明寛(3) 50.07 小谷  聖成(3) 50.48 小久江颯人(2) 50.50 川原  在矢(2) 50.97 6位:平山銀次郎(3) 51.17 6位:田上  陽悠(3) 51.17 川井  智貴(3) 51.24

北須磨 神戸科技 滝川第二 神戸鈴蘭台 神戸 舞子 長田 神戸科技

８００ｍ 藤原  悠帆(3)  1:56.42 林    亮佑(3)  1:59.26 益永  聖司(2)  1:59.43 増本  一真(3)  1:59.88 落合  博史(3)  2:01.19 武谷誠太郎(3)  2:02.41 田中  幹也(1)  2:02.81 北山海偉大(3)  2:02.85

須磨学園 御影 長田 神戸鈴蘭台 神戸科技 伊川谷北 北須磨 神戸高専

１５００ｍ 林    亮佑(3)  4:05.89 松嶋    陸(3)  4:07.78 増本  一真(3)  4:11.18 武谷誠太郎(3)  4:12.07 石田    翔(3)  4:12.24 古田  龍嗣(3)  4:12.44 水野  雄大(3)  4:15.36 戸津川  輝(2)  4:15.63

御影 須磨学園 神戸鈴蘭台 伊川谷北 兵庫 長田 兵庫 神港学園

５０００ｍ 目片  将大(3) 14:36.38 北野  開平(3) 14:48.39 三宅  友哉(3) 15:09.45 喜多村  慧(1) 15:10.11 川畑  昇大(2) 15:16.14 浮田  直弥(2) 15:22.85 増田  悠希(3) 15:25.45 濵田  宙尚(2) 15:34.78

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 御影

１１０ｍＨ 野志  彪海(3) 15.47 村田  将真(3) 15.95 間處  公平(3) 16.06 小島    爽(2) 16.31 花田  拓実(3) 16.37 三原  彰真(2) 16.65 車力啓志朗(3) 16.68 川元莉々輝(2) 17.00

(1.067m) 滝川第二 -4.4 滝川 -4.4 滝川第二 -4.4 須磨東 -4.4 舞子 -4.4 神戸科技 -3.0 舞子 -4.4 滝川第二 -4.4 

４００ｍＨ 葛城  広登(3) 54.83 小島    爽(2) 55.66 間處  公平(3) 56.40 吉本  知史(2) 58.11 岡井  隆真(3) 59.04 谷口  力空(3) 59.89 佐野  晃平(3)  1:00.27 板坂  隆太(3)  1:01.67

(0.914m) 須磨東 須磨東 滝川第二 神戸第一 神戸高塚 神戸科技 須磨東 神戸

３０００ｍＳＣ 藤原  太一(3)  9:44.84 山中  太陽(3)  9:48.97 北舘    駿(3)  9:55.55 佐々木太一(2)  9:57.70 城下  昂輝(3) 10:00.41 四方  和志(2) 10:01.31 関口  知弘(2) 10:01.32 塩谷  侑大(3) 10:03.45

(914mm) 須磨学園 須磨学園 兵庫工 長田 滝川 須磨学園 北須磨 神戸

５０００ｍＷ 井上  智暉(3) 21:24.14 藤木  淳史(3) 21:58.67 南方  昭寛(3) 23:08.86 美藤  共歩(3) 23:41.39 靏木    翔(2) 24:16.54 鬼岡亜雄人(3) 24:29.96 久原    陸(3) 26:21.30 新田  龍馬(3) 27:05.16

神戸鈴蘭台 兵庫 兵庫 長田 伊川谷北 長田 神戸 滝川

４×１００ｍ 須 磨 東Ａ 42.79 長    田Ａ 43.14 滝川第二Ｂ 43.20 滝川第二Ａ 43.31 神戸高塚 43.54 須 磨 東Ｂ 43.77 星    陵 43.94 神大附中等 44.06

  大久保昌樹(3)   羽田野優樹(3)   柴田優太郎(3)   佐藤    隼(1)   今東  拓巳(2)   鳥居幸太郎(2)   足立  和也(2)   白井  尚斗(3)

  葛城  広登(3)   田上  陽悠(3)   野中    楓(3)   谷  純太朗(2)   黒木  昴生(3)   福田    駿(3)   本山  大暉(2)   菅野  宏紀(3)

  中村  柾道(3)   片山  晃成(3)   田中    聡(3)   結城  克海(2)   岡井  隆真(3)   粕谷  涼平(2)   清水  優輝(2)   住友  俊介(3)

  中本  大地(3)   宮下倫太郎(2)   吉井  律己(1)   松本  昂大(3)   佐々木裕大(3)   四元  一将(2)   髙田  一輝(2)   森川  敬友(1)

４×４００ｍ 滝川第二Ｂ  3:22.57 長    田Ａ  3:22.73 須 磨 東Ａ  3:24.66 神戸科技Ａ  3:27.10 滝川第二Ａ  3:27.39 須 磨 東Ｂ  3:28.66 神戸高塚  3:29.70 神    戸Ａ  3:31.54

  柴田優太郎(3)   田上  陽悠(3)   葛城  広登(3)   山下  英輝(3)   谷  純太朗(2)   福田    駿(3)   佐々木裕大(3)   和田  侑祐(2)

  結城  克海(2)   宮下倫太郎(2)   佐野  晃平(3)   川井  智貴(3)   田中    聡(3)   粕谷  涼平(2)   黒木  昴生(3)   石川祥太郎(3)

  小谷  聖成(3)   羽田野優樹(3)   中本  大地(3)   落合  博史(3)   間處  公平(3)   四元  一将(2)   岡井  隆真(3)   板坂  隆太(3)

  中川    諒(3)   片山  晃成(3)   大久保昌樹(3)   豊田  明寛(3)   平野  渚生(1)   小島    爽(2)   今東  拓巳(2)   川原  在矢(2)

走高跳 野志  彪海(3) 1m80 小宮路大翔(1) 1m80 三原  彰真(2) 1m80 川元莉々輝(2) 1m75 淺井  春樹(2) 1m75 池田  拓暉(2) 1m75 横山  信平(2) 1m75 江川  天翔(2) 1m65

滝川第二 滝川第二 神戸科技 滝川第二 神戸甲北 神戸北 神戸科技 兵庫工

棒高跳 藤田  一天(3) 3m70 2位:横内  幸裕(1) 2m80 2位:落町  陽大(3) 2m80 田上幸太郎(2) 2m80

葺合 神港学園 兵庫工 葺合

走幅跳 大六  拓海(3) 7m04 佐貫  源紀(3) 7m01 井上  竜誓(3) 6m86 栄田  楓登(3) 6m63 宮下倫太郎(2) 6m62 本山  大暉(2) 6m43 野中    楓(3) 6m35 平野  渚生(1) 6m29

神戸鈴蘭台 +5.0 滝川第二 +3.1 神港学園 +1.3 神戸科技 +2.0 長田 +2.9 星陵 +4.0 滝川第二 +2.5 滝川第二 +2.1 

三段跳 大六  拓海(3) 14m47 猪原  修吾(3) 12m91 津嶋  亮兵(2) 12m84 藤森  一平(2) 11m89 岡本    創(2) 11m85 姫野  純平(3) 11m03 和住  海利(2) 10m34

神戸鈴蘭台 +0.7 神戸鈴蘭台 -0.2 北須磨 +2.6 神戸北 -1.2 神戸鈴蘭台 +1.9 夢野台 +2.6 夢野台 -1.4 

砲丸投 増田    翔(3)  11m88 小林  大成(3)  11m62 黒田  翔貴(2)  11m52 伴    直輝(1)  10m80 大熊  一朗(2)  10m35 立花  元希(1)  10m23 小見山正敬(2)  10m08 長谷川拓海(1)   9m82

(6.000kg) 須磨翔風 神戸第一 伊川谷北 滝川第二 神大附中等 神戸第一 神戸科技 神戸第一

円盤投 小林  大成(3)  36m04 黒田  翔貴(2)  30m56 増田    翔(3)  26m37 小幡  海斗(2)  25m32 立花  元希(1)  24m69 中川  卓也(2)  24m40 福村  皇紀(3)  24m01 長谷川拓海(1)  22m28

(1.750kg) 神戸第一 伊川谷北 須磨翔風 滝川 神戸第一 滝川 村野工 神戸第一

ハンマー投 岡田  和万(3)  36m54 湯浅  可絃(2)  35m40 猿渡  大悟(3)  33m73

(6.000kg) 兵庫工 兵庫工 兵庫工

やり投 岸光    駿(3)  46m02 北    侑也(3)  45m01 谷田  笑太(3)  43m33 村田  将真(3)  41m58 土居  亮太(3)  41m33 山村  太一(3)  41m01 小井  将史(3)  40m74 山田昇太朗(3)  40m12

(0.800kg) 村野工 神戸北 伊川谷 滝川 葺合 舞子 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： 信　川　憲　一

記録主任： 岸　良　　　悟


