
令和2年度兵庫県高等学校総合体育大会代替大会 2020年7月24日(金)・26日(日)
決勝一覧表

（競技会コード：20281509） 神戸総合運動公園　ユニバー記念競技場（競技場コード：282030）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

佐藤　　隼(3) 11.13 平野　渚生(3) 11.17 昆陽　海士(3) 11.39 神戸　翔伍(3) 11.39 西野　壮汰(3) 11.41 執行隼之介(3) 11.49 丸山　一樹(3) 11.49 河村　颯志(3) 11.50

滝川第二 +0.2 滝川第二 +0.2 伊川谷北 +0.2 神港学園 +0.2 須磨東 -0.1 育英 +0.2 神戸北 +0.2 神戸第一 +0.2 

佐藤　　隼(3) 22.37 執行隼之介(3) 22.59 神戸　翔伍(3) 22.59 益田　隼冶(3) 22.68 松井　洋輔(3) 22.72 西野　壮汰(3) 22.80 石原　　誠(3) 22.91 昆陽　海士(3) 23.06

滝川第二 +0.3 育英 +0.3 神港学園 +0.3 長田 +0.3 須磨東 +0.3 須磨東 +0.3 須磨東 +0.3 伊川谷北 +0.2 

松井　洋輔(3) 50.53 廣部　翔太(3) 50.77 益田　隼冶(3) 51.28 松元　洋樹(3) 52.50 石原　　誠(3) 52.72 森本　竜也(3) 52.90 森川　海吏(3) 53.11 佐伯　明洋(3) 55.38

須磨東 神戸科技 長田 神戸科技 須磨東 兵庫工 神戸鈴蘭台 兵庫工

大林　洸己(3)  1:57.09 福嶋　明大(3)  1:57.25 春田　展幸(3)  1:59.61 北岸　健吾(3)  2:01.00 田中　幹也(3)  2:01.48 内田　優太(3)  2:04.97 谷　　賢洋(3)  2:05.12 毛利　昂太(3)  2:13.68

須磨学園 長田 兵庫工 灘 北須磨 北須磨 神戸 神港学園

喜多村　慧(3)  3:59.00 永吉　恭理(3)  3:59.49 上仮屋雄太(3)  3:59.57 大林　洸己(3)  3:59.78 福嶋　明大(3)  4:03.51 河合　瑛希(3)  4:03.75 坂本　亘生(3)  4:04.30 春田　展幸(3)  4:11.85

須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨学園 長田 須磨学園 滝川 兵庫工

喜多村　慧(3) 14:32.67 永吉　恭理(3) 14:43.32 上仮屋雄太(3) 14:49.54 八澤　輝人(3) 14:50.32 井上　昌希(3) 14:51.42 河合　瑛希(3) 15:06.46 濱崎　裕斗(3) 15:33.23 坂本　亘生(3) 15:39.04

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 滝川

１１０ｍＨ 吉井　律己(3) 16.66

(1.067m) 滝川第二 -0.4 

４００ｍＨ 吉井　律己(3) 54.94 植田　真史(3) 58.86 谷岡　空聖(3)  1:01.71

(0.914m) 滝川第二 滝川第二 須磨翔風

３０００ｍＳＣ 八澤　輝人(3)  9:18.57 毛利　昂太(3) 10:08.32 長畑　倖星(3) 10:13.24 筒井　涼太(3) 10:21.01 吉里　聡太(3) 10:21.52 吉良　享祐(3) 10:50.64

(0.914m) 須磨学園 神港学園 滝川 神戸 兵庫工 須磨東

上田　陸丘(3) 28:49.31 枝廣　汐音(3) 29:41.00 喜多風日人(3) 37:03.55

神港学園 伊川谷北 神港学園

阪崎　祐太(3) 1m87 貫里　拓未(3) 1m70 清水　優斗(3) 1m65 山田　尚希(3) 1m65 中島　千拓(3) 1m55

神戸鈴蘭台 兵庫 神戸北 村野工 北須磨

宮﨑　　暉(3) 3m90 横内　幸裕(3) 3m00

神戸国際附 神港学園

松本　心音(3) 6m90 谷村　直樹(3) 6m64 岡野　悠生(3) 6m53 中山　翔太(3) 6m27 平野　渚生(3) 6m24 疋田　侑士(3) 6m00 森本　竜也(3) 5m82 吉川　隼翔(3) 5m72

育英 +2.4 神戸科技 +2.5 長田 +0.7 長田 +0.5 滝川第二 +0.9 長田 +0.6 兵庫工 +1.2 須磨友が丘 +0.2 

松本　心音(3) 13m45 中山　翔太(3) 13m43 草野　和人(3) 12m72 疋田　侑士(3) 12m34 三上　竜空(3) 11m31

育英 +0.8 長田 +0.4 神戸鈴蘭台 -0.5 長田 +0.3 神戸第一 -0.9 

砲丸投 伴　　直輝(3)  13m42 角井　義猛(3)  11m68 立花　元希(3)  11m35 中島　優介(3)   9m05

(6.000kg) 滝川第二 神戸北 神戸第一 兵庫工

円盤投 平井　幹太(3)  33m31 立花　元希(3)  33m26 伴　　直輝(3)  31m18 藤井　優輝(3)  27m24

(1.750kg) 神戸鈴蘭台 神戸第一 滝川第二 神港橘

ハンマー投 長谷川拓海(3)  44m33

(6.000kg) 神戸第一

やり投 小松　祥大(3)  56m79 稲葉　龍弥(3)  52m07 宮川　晃多(3)  44m62 村上　研斗(3)  44m61 大原　颯人(3)  39m27 谷村　直樹(3)  37m86 横内　幸裕(3)  35m46 藤井　優輝(3)  34m53

(0.800kg) 須磨翔風 神戸北 舞子 須磨翔風 伊川谷北 神戸科技 神港学園 神港橘

滝川第二 42.60 須 磨 東 43.43 神戸科技 44.84 神戸第一 44.99 須磨翔風 45.44 神 港 橘 45.74 神戸鈴蘭台 46.25 神戸国際附 46.98

  古山陽太郎(2)   西野　壮汰(3)   福山　竜玖(3)   川本源一郎(3)   藤本　陽起(1)   橋本　　樹(3)   草野　和人(3)   中村　蒼太(3)

  牛尾　威裕(2)   松井　洋輔(3)   谷村　直樹(3)   下里　淳司(3)   村上　研斗(3)   由元　隆晟(1)   島上　祥一(3)   増田　嘉聞(3)

  佐藤　　隼(3)   片鍋　　颯(3)   松元　洋樹(3)   津山　裕生(3)   谷岡　空聖(3)   杉山　凌也(2)   森川　海吏(3)   溝内　　舜(3)

  平野　渚生(3)   石原　　誠(3)   廣部　翔太(3)   河村　颯志(3)   白丸　太一(3)   山本　颯海(2)   平井　幹太(3)   宮﨑　　暉(3)

滝川第二  3:21.99 　 灘  3:24.46 須 磨 東  3:26.89 神戸科技  3:32.44 神戸第一  3:36.05 育    英  3:36.98 須磨翔風  3:41.56 村 野 工  3:51.77

  佐藤　　隼(3)   北岸　健吾(3)   片鍋　　颯(3)   福山　竜玖(3)   井之上誠真(3)   執行隼之介(3)   谷岡　空聖(3)   山田　尚希(3)

  吉井　律己(3)   施　　開人(2)   西野　壮汰(3)   松元　洋樹(3)   津山　裕生(3)   﨑久保翔太(2)   村上　研斗(3)   矢島　翔太(3)

  植田　真史(3)   和田　悠詩(2)   松井　洋輔(3)   池田　陸斗(3)   川本源一郎(3)   二方　龍斗(1)   髙木　雄真(3)   諸隈　政宏(3)

  平野　渚生(3)   藤江　琉雅(2)   石原　　誠(3)   谷村　直樹(3)   小﨑　隼斗(3)   松本　心音(3)   白丸　太一(3)   米野　晃平(3)

※気象状況は１年女子の欄に記載 主催： 兵庫県高等学校体育連盟 総　　　　　務： 森　　　勝　徳 フィールド審判長： 正　木　一　央

兵庫陸上競技協会

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 記　録　主　任： 岸　良　　　悟

神戸市陸上競技協会

後援： 神戸新聞社
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令和2年度兵庫県高等学校総合体育大会代替大会 2020年7月24日(金)・26日(日)
決勝一覧表

（競技会コード：20281509） 神戸総合運動公園　ユニバー記念競技場（競技場コード：282030）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

松浦　星乃(3) 12.73 石川　結万(3) 12.79 松尾　日向(3) 13.01 本橋めぐみ(3) 13.02 水江　麻友(3) 13.10 嶺山穂乃弥(3) 13.18 奥住　夏帆(3) 13.29 白水　海月(3) 13.44

滝川第二 -0.2 滝川第二 -0.2 滝川第二 -0.2 伊川谷北 -0.2 神戸高塚 -0.2 滝川第二 -0.2 神戸星城 -0.2 伊川谷 -0.2 

松浦　星乃(3) 26.71 松尾　日向(3) 27.10 奥住　夏帆(3) 27.59 水江　麻友(3) 27.88 白水　海月(3) 28.36 安川　佳歩(3) 30.02 山上　佳那(3) 31.70 吉村　恵那(3) 31.92

滝川第二 -1.6 滝川第二 -1.6 神戸星城 -1.6 神戸高塚 -1.6 伊川谷 -1.6 六甲アイ -1.6 六甲アイ -1.6 須磨翔風 -1.6 

竹中ゆりあ(3)  1:01.72 藤田　帆夏(3)  1:04.92 大西　琉衣(3)  1:06.44 竹ノ内萌楓(3)  1:07.78 谷口　由和(3)  1:09.11 川畑　愛莉(3)  1:16.51

長田 長田 神戸鈴蘭台 長田 東灘 神港橘

佐野ひより(3)  2:29.54 谷口　由和(3)  2:34.21

須磨友が丘 東灘

土井　葉月(3)  4:30.12 松尾　瞳子(3)  4:34.50 福永　愛佳(3)  4:45.23 佐野ひより(3)  5:00.82 白井かすみ(3)  5:04.42 道下野乃花(3)  5:30.94 桐月里穂子(3)  5:47.87 小松愛実名(3)  6:27.31

須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨友が丘 神港学園 神戸商 須磨翔風 六甲アイ

土井　葉月(3)  9:27.41 福永　愛佳(3)  9:32.34 松尾　瞳子(3)  9:58.92 白井かすみ(3) 11:06.29 勝見　　萌(3) 11:50.63 道下野乃花(3) 11:52.62 桐月里穂子(3) 13:13.33 中島めぐみ(3) 14:07.18

須磨学園 須磨学園 須磨学園 神港学園 長田 神戸商 須磨翔風 伊川谷北

１００ｍＨ 太田　朋華(3) 15.60 大木　　花(3) 17.63 岡本　萌咲(3) 18.59

(0.840m) 山手 +1.0 神戸高塚 +1.0 六甲アイ +1.0 

４００ｍＨ 竹中ゆりあ(3)  1:07.83 大木　　花(3)  1:09.98 竹ノ内萌楓(3)  1:10.75 嶺山穂乃弥(3)  1:11.47

(0.762m) 長田 神戸高塚 長田 滝川第二

伊達　彩果(3) 30:13.05

須磨友が丘

宗澤ﾃｨﾌｧﾆｰ(3) 1m67 石川　結万(3) 1m20

滝川第二 滝川第二

出場者なし

西谷　　薫(3) 4m99 岸　　惠麻(3) 4m63 小野瑠々花(3) 4m32 川本　桃歌(3) 4m26 郡　　純麗(3) 4m19

北須磨 +2.0 長田 +0.0 神戸北 +0.2 神戸高塚 +1.4 須磨翔風 -0.5 

太田　朋華(3) 10m71 藤田　帆夏(3) 9m96 宗澤ﾃｨﾌｧﾆｰ(3) 9m39

山手 +0.5 長田 -0.5 滝川第二 -0.6 

砲丸投 出場者なし

(4.000kg)

円盤投 井澤茉実香(3)  20m68

(1.000kg) 滝川第二

ハンマー投 出場者なし

(4.000kg)

やり投 水谷　文香(3)  36m86 井澤茉実香(3)  36m80 畢　　夏子(3)  34m45 関　なずな(3)  31m82 中谷　恭香(3)  29m91

(0.600kg) 伊川谷北 滝川第二 御影 伊川谷北 神港橘

滝川第二 50.08 神戸高塚 52.10 長    田 52.44 神戸星城 54.04 北 須 磨 55.26 神戸甲北 55.84 東    灘 56.05 六甲アイ 56.11

  松浦　星乃(3)   小山　早紀(2)   竹ノ内萌楓(3)   石田　華菜(2)   鞆　　美佑(3)   杉村　琴音(2)   曽木　美玖(1)   山上　佳那(3)

  石川　結万(3)   川本　桃歌(3)   竹中ゆりあ(3)   奥住　夏帆(3)   西谷　　薫(3)   遠藤　梨花(2)   川野　真奈(2)   岡本　萌咲(3)

  嶺山穂乃弥(3)   大木　　花(3)   岸　　惠麻(3)   垣屋　香海(2)   吉見　日和(2)   奥田亜矢那(3)   谷　くるみ(2)   松原　愛莉(2)

  松尾　日向(3)   水江　麻友(3)   藤田　帆夏(3)   宮﨑　陽彩(2)   和田　奈々(2)   山村　　蒼(2)   谷口　由和(3)   安川　佳歩(3)

長    田  4:09.16 滝川第二  4:11.31 東    灘  4:17.73 神戸高塚  4:25.66 六甲アイ  4:31.52

  竹中ゆりあ(3)   嶺山穂乃弥(3)   川野　真奈(2)   小山　早紀(2)   松原　愛莉(2)

  藤田　帆夏(3)   石川　結万(3)   芦田　胡桃(2)   川本　桃歌(3)   岡本　萌咲(3)

  竹ノ内萌楓(3)   松尾　日向(3)   谷　くるみ(2)   大木　　花(3)   山上　佳那(3)

  岸　　惠麻(3)   宗澤ﾃｨﾌｧﾆｰ(3)   谷口　由和(3)   水江　麻友(3)   安川　佳歩(3)

※気象状況は１年女子の欄に記載 主催： 兵庫県高等学校体育連盟 総　　　　　務： 森　　　勝　徳 フィールド審判長： 正　木　一　央

兵庫陸上競技協会

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 記　録　主　任： 岸　良　　　悟

神戸市陸上競技協会

後援： 神戸新聞社
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