
令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度 第69回 神戸市総合体育大会代替大会[陸上競技の部]第69回 神戸市総合体育大会代替大会[陸上競技の部]第69回 神戸市総合体育大会代替大会[陸上競技の部]第69回 神戸市総合体育大会代替大会[陸上競技の部] 令和2年10月4日(日)令和2年10月4日(日)令和2年10月4日(日)令和2年10月4日(日)

第36回 神戸リレーカーニバル第36回 神戸リレーカーニバル第36回 神戸リレーカーニバル第36回 神戸リレーカーニバル （大会コード：20280701）（大会コード：20280701）（大会コード：20280701）（大会コード：20280701） 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表

神戸ユニバー記念競技場神戸ユニバー記念競技場神戸ユニバー記念競技場神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281080）（競技場コード：281080）（競技場コード：281080）（競技場コード：281080）

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

５０００ｍ 河原  侑輝(3) 15:19.98 磯﨑    丈(2) 15:21.89 壬生麟太郎(3) 15:24.88 毛利  昂太(3) 15:26.36 門田  章央 15:26.84 堀切  隆矢(2) 15:27.93 秋吉  拓真(2) 15:31.04 櫻井  清剛(3) 15:33.23

六甲ｱｲ高 TR5 長田高 TR5 星陵高 TR5 神港学園高 TR5 明石大橋ＡＣ TR5 須磨東高 TR5 六甲高 TR5 神港学園高 TR5

１１０ｍＪＨ 福田　博之 14.30

(0.991m) 茗友クラブ -0.3 

４×４００ｍ 滝川第二高 B  3:17.80 滝川第二高 A  3:20.78 灘高 A  3:21.62 兵庫県立大 A  3:23.15 神戸鈴蘭台高 A  3:23.87 流通科学大  3:28.52 兵庫高  3:28.71 神戸第一高 A  3:28.90

  小西  拓斗(2)   相川翔一郎(1)   北岸  健吾(3)   清水  祥吾(3)   松村大二郎(2)   原    琢磨(4)   安本  航太(2)   川本源一郎(3)

  吉井  律己(3)   佐藤    隼(3)   施    開人(2)   林    大地(4)   加藤    輝(2)   枝川  尚輝(1)   安福  俊輔(2)   河村  颯志(3)

  内田  大稀(2)   山下    諒(2)   藤江  琉雅(2)   平田  泰一(4)   山本  康太(2)   梅田  秀斗(1)   平尾  穣司(1)   関口  智輝(2)

  平野  渚生(3)   植田  真史(3)   和田  悠詩(2)   横川  和輝(3)   白髭  慶乙(1)   院瀬見直也(3)   小野  結己(2)   中川  裕貴(1)

３０００ｍ 正垣  水梨(1) 10:12.01 宮定  愛実(2) 10:12.39 尾中  花和(2) 10:22.22 中村  鞠花(4) 10:39.38 三崎さくら(2) 10:41.41 白井かすみ(3) 10:43.46 松本  美和(4) 10:44.41 村上結希子(1) 10:44.89

神港学園高 須磨友が丘高 伊川谷北高 武庫川女子大 神戸高 神港学園高 武庫川女子大 長田高

４×４００ｍ 滝川第二高 B  3:55.33 滝川第二高 A  3:56.62 長田高  4:02.09 山手女高 A  4:02.61 須磨東高  4:08.33 山手女高 B  4:10.36 神戸鈴蘭台高  4:15.68 須磨友が丘高 B  4:18.96

  松浦  星乃(3)   髙橋ひかる(2)   房安  華音(2)   藤山  弥夏(1)   糴川  由乃(1)   藤瀬  朱音(1)   戸出  実夢(2)   佐野ひより(3)

  松尾  日向(3)   ハッサンリナ(2)   中尾  心春(1)   篠田ちひろ(2)   山下  愛莉(2)   迫田  夏歩(1)   榊    愛美(2)   原田なつみ(3)

  寺本    葵(2)   坂本  優愛(2)   出口  果歩(1)   岩永  彩萌(1)   井上  未涼(2)   ソープ愛璃(2)   鈴木  美奈(1)   宮定  愛実(2)

  工藤  美月(2)   倉元  実子(2)   中尾  日香(1)   竜門  香奈(1)   阪井  葉月(2)   益田  恵斗(2)   千原  奈桜(1)   二本松美穂(3)

３０００ｍ 髙田  滉翔(3)  8:55.19 橋本　昊太(3)  9:13.40 吉田  湧真(2)  9:19.65 岡田  悠佑(3)  9:20.28 福冨    翔(3)  9:21.23 西    洸平(3)  9:27.48 末吉  春稀(3)  9:29.15 前田　大貴(3)  9:29.72

有野中 星陵台中 星陵台中 TR5 高倉中 有野中 TR5 神大附中等 TR5 玉津中 御影中 TR5

４×２００ｍ 有野北中 A  1:31.86 灘中 A  1:35.08 北神戸中  1:37.80 玉津中 A  1:38.06 御影中  1:40.77 鈴蘭台中 A  1:40.99 大原中  1:41.02

  藤谷  遙聖(3)   光藤  創志(3)   白髭  怜士(2)   苅谷  弘唯(2)   平川  靖士(1)   大和田優志(2)   萩澤  友哉(2)

  小笠原柚希(3)   柳田  蓮斗(3)   戸出  大翔(2)   森木  幹太(2)   田畑  奏良(2)   大坪  澪音(2)   由木　亮海(1)

  本田  幸真(3)   松尾  朋哉(3)   野村  陽人(2)   山下  連野(2)   小林  魁士(2)   高田  智弘(2)   川瀨てつた(2)

  新澤  悠人(3)   和田  啓詩(3)   岩出    悠(2)   勝本  啓介(2)   神谷  健悟(2)   山本  彩友(2)   栗原隼之介(2)

１５００ｍ 池野  絵莉(1)  4:52.21 濱村　一咲(2)  4:56.82 村上咲智子(1)  4:57.03 瀧本  樹香(3)  4:58.20 本坊  はる(3)  4:58.27 河野  心桜(2)  4:59.57 松井　佑奈(3)  5:02.99 細川  日向(2)  5:04.40

太山寺中 神戸長坂中 王塚台中 高倉中 高倉中 TR5 星陵台中 TR5 御影中 有野北中

４×２００ｍ 多聞東中 A  1:50.26 高倉中  1:52.05 北神戸中  1:52.18 大原中 A  1:56.33 鈴蘭台中  1:57.52 有野北中  1:57.89 櫨谷中  1:59.16

  井谷  陽菜(3)   井上真奈美(3)   村岡  美沙(2)   髙本  美咲(3)   森田  結衣(1)   東馬場杏咲(1)   梁瀬  寧々(2)

  岡部  陽菜(3)   松尾  結衣(3)   井上  凪紗(1)   泉    春香(3)   上島有梨亜(1)   早川  侑花(2)   小久保優蕾(1)

  城下  梨乃(3)   森安  桜子(3)   藤本  早玲(2)   伊東  美咲(3)   三浦  百合(2)   北村  結良(2)   田中    葵(2)

  西藤  杏純(3)   山口  瑞生(2)   吉田  絢菜(2)   園田  瀬利(3)   安達    栞(2)   二宮  梨愛(2)   内藤  美空(2)

１５００ｍ 谷田颯太朗(6)  4:58.94 中村  伊吹(5)  5:00.27 久保田飛羽(6)  5:03.97 森貞  翔太(6)  5:17.66 加藤    壮(6)  5:24.75 上野    隼(6)  5:33.71 前田  桐吾(4)  5:34.80 村上  直樹(5)  5:35.89

有野台NAC 岩岡JRC 北五葉NAC 東舞子小 春日台小 東町小 岩岡JRC 出合小

４×１００ｍ 北五葉NAC A 55.19 有瀬小 A 57.44 有野台NAC 59.40 菅の台小 59.76 本山第三小  1:01.06 小束山小  1:02.95 東舞子小  1:03.51 有瀬小 B  1:03.84

  平岡  大輔(6)   岩本  海聖(6)   西海  光馬(6)   林田  知之(6)   片岡  遼人(6)   大家  玲音(5)   井上  善登(5)   露口  來樹(5)

  鈴木  涼太(6)   西本  勢也(6)   谷田颯太朗(6)   西面  椋賀(6)   崖  慶二朗(6)   沼井  洸樹(5)   中野  友貴(6)   熊野  央人(5)

  久保田飛羽(6)   中谷  大喜(6)   玉垣    武(5)   髙坂  柊汰(6)   石田  旺甫(6)   藤丸  瑛斗(5)   森貞  翔太(6)   出嶋  丈雅(6)

  太田  陸希(6)   内海  佑飛(6)   竹内  隼人(4)   久保田英太(6)   服部  拓史(6)   一瀬    開(5)   新谷  斗和(6)   西山虎太郎(6)

８００ｍ 黒川  絆奈(6)  2:41.08 久保田実愛(4)  2:42.39 杉本麻椰菜(6)  2:43.08 八木  葉月(6)  2:43.60 村田  栞奈(6)  2:44.13 藤井  結衣(6)  2:44.26 東    はる(6)  2:48.22 松本    郁(5)  2:51.76

有瀬小 北五葉NAC 大池小 有野台NAC 雲中小 東舞子小 会下山RC 岩岡JRC

４×１００ｍ 北五葉NAC A 59.05 有瀬小 A 59.22 西山小 59.36 会下山RC A  1:01.66 北五葉NAC B  1:02.40 魚崎小  1:02.96 有瀬小 B  1:03.82 会下山RC B  1:06.75

  磯崎  優来(6)   西崎  遙花(6)   小林  心優(6)   髙橋  美里(6)   大西  心陽(5)   村田実唯名(5)   長手  歩愛(6)   蓮井ゆき奈(6)

  白石  鈴乃(6)   田鍋  陽菜(5)   伊窪    凛(6)   東    はる(6)   原田  実呼(6)   高木せり菜(6)   木村  心実(6)   三膳  麗蘭(6)

  久保田実愛(4)   岡野  琉花(6)   田坂玲依菜(6)   仲宗根莉子(6)   中川    円(6)   瓜谷  奏音(5)   安原  真央(6)   辻    美波(6)

  岸本  明咲(6)   小出  煌理(6)   藤谷  心詩(6)   阿座上花音(6)   山村    晴(6)   佐藤ほのか(6)   北村  咲稀(6)   髙木  衣都(5)

時刻 天候 気温 風向　風速 湿度 主催：神戸市・神戸市教育委員会主催：神戸市・神戸市教育委員会主催：神戸市・神戸市教育委員会主催：神戸市・神戸市教育委員会 総　　　務：  正　木　一　央 トラック審判長：  井　澤　孝　彦
開始時(9:25) 曇り 南南西　0.5m/s 75% 　　 （公財）神戸市スポーツ教育協会　　 （公財）神戸市スポーツ教育協会　　 （公財）神戸市スポーツ教育協会　　 （公財）神戸市スポーツ教育協会

12:00 曇り 　南　　0.6m/s 76% 　　　神戸市陸上競技協会　　　神戸市陸上競技協会　　　神戸市陸上競技協会　　　神戸市陸上競技協会 記 録 主 任：  望　月　由 美 子

終了時(16:30) 曇り 　西　　0.5m/s 73%
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