
第72回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 2020年7月24日(金)・26日(日)
神戸地区予選会 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

前底　希果(1) 12.79 岩永　彩萌(1) 12.90 小林　由愛(1) 13.10 中尾　心春(1) 13.30 荻原ｿﾌｨｱ絹(1) 13.57 福田　有里(1) 13.73 三浦　麻実(1) 13.78 大城　夏希(1) 13.90

滝川第二 +0.2 山手 +0.2 滝川第二 +0.2 長田 +0.2 山手 +0.2 長田 +0.2 須磨学園 +0.2 北須磨 +0.2 

小林　由愛(1) 26.28 岩永　彩萌(1) 26.30 竜門　香奈(1) 28.10 大城　夏希(1) 28.74 黒田たくみ(1) 28.91 仲尾次麻央(1) 29.26 田上　　遼(1) 29.34 筒井　千景(1) 29.40

滝川第二 -0.5 山手 -0.5 山手 -0.5 北須磨 -0.5 神戸甲北 -0.5 須磨東 -0.5 神戸高塚 -0.5 伊川谷北 -0.5 

藤山　弥夏(1)  1:00.66 藤瀬　朱音(1)  1:02.76 淺野　日菜(1)  1:05.07 糴川　由乃(1)  1:05.12 黒田たくみ(1)  1:06.52 釜坂　理沙(1)  1:06.63 福永　愛実(1)  1:06.63 西村　美咲(1)  1:09.30

山手 山手 長田 須磨東 神戸甲北 神大附中等 須磨学園 六甲アイ

藤山　弥夏(1)  2:20.72 橋本　佳歩(1)  2:21.49 迫田　夏歩(1)  2:22.66 大西　文香(1)  2:29.65 戸田　歩実(1)  2:32.88 政次未沙生(1)  2:33.83 釜坂　理沙(1)  2:36.21 小澤穂乃花(1)  2:40.86

山手 須磨学園 山手 須磨学園 神港学園 神院大附 神大附中等 兵庫

竹田　咲羽(1)  4:39.72 橋本　佳歩(1)  4:41.23 丸毛　萌愛(1)  4:52.04 迫田　夏歩(1)  5:04.78 村上結希子(1)  5:06.41 戸田　歩実(1)  5:13.30 政次未沙生(1)  5:15.83 太田　綾音(1)  5:19.31

須磨学園 須磨学園 神港学園 山手 長田 神港学園 神院大附 須磨東

正垣　水梨(1) 10:11.59 竹田　咲羽(1) 10:15.72 丸毛　萌愛(1) 10:27.33 田村　優芽(1) 10:41.84 才木帆乃海(1) 11:11.79 村上結希子(1) 11:18.74 坂田　海咲(1) 11:42.08 太田　綾音(1) 11:49.57

神港学園 須磨学園 神港学園 須磨学園 神戸鈴蘭台 長田 神戸 須磨東

１００ｍＨ 中尾　日香(1) 14.88 前底　希果(1) 15.89 出口　果歩(1) 16.56 池田　あづ(1) 16.63 太田美沙希(1) 17.10 長井　あや(1) 19.64 堀家　花菜(1) 20.07 二神　朋香(1) 25.25

(0.840m) 長田 +1.0 滝川第二 +1.0 長田 +1.0 山手 +1.0 山手 +1.0 神大附中等 +1.0 兵庫 +1.0 北須磨 +1.0 

４００ｍＨ 藤瀬　朱音(1)  1:09.63 淺野　日菜(1)  1:11.02 出口　果歩(1)  1:11.18 阪田　晏菜(1)  1:11.33 糴川　由乃(1)  1:12.17 徳永　らら(1)  1:14.00 宮本奈乃芭(1)  1:15.24 明石　光咲(1)  1:27.37

(0.762m) 山手 長田 長田 神大附中等 須磨東 兵庫 神戸甲北 東灘

村上はるか(1) 36:44.82

神港学園

中尾　日香(1) 1m60 大野珠夢佳(1) 1m54 橘　　知栄(1) 1m48 髙島　瑠那(1) 1m48 片上　玲奈(1) 1m40 阪田　晏菜(1) 1m40 中村　莉都(1) 1m35 湯浅　瑚子(1) 1m30

長田 滝川第二 夢野台 滝川第二 山手 神大附中等 兵庫 神大附中等

出場者なし

中尾　心春(1) 5m54 栗屋　友佳(1) 5m30 田中　彩夏(1) 4m85 福田　有里(1) 4m76 荒木　映愛(1) 4m62 星野　鈴奈(1) 4m59 鈴木　美奈(1) 4m53 児島　綾音(1) 4m23

長田 +0.8 滝川第二 +0.1 滝川第二 +1.4 長田 +1.2 葺合 +1.1 山手 +0.0 神戸鈴蘭台 -0.1 山手 -0.6 

栗屋　友佳(1) 11m26 田中　彩夏(1) 10m23 坂口　奈々(1) 9m25 湯浅　瑚子(1) 9m18 田上　　遼(1) 8m89 林　かえで(1) 8m74 髙橋　美帆(1) 8m43 槇野　光夏(1) 8m12

滝川第二 -1.7 滝川第二 +0.5 神戸北 +0.3 神大附中等 +0.8 神戸高塚 -0.5 山手 +0.4 兵庫 +1.4 兵庫 -0.1 

砲丸投 栗山　未有(1)   9m86 日山　美玲(1)   9m25 安孫子華澄(1)   9m16 荻原ｿﾌｨｱ絹(1)   8m89 髙島　瑠那(1)   8m68 宮本　のあ(1)   8m06 中山　明香(1)   7m80 綾　　聖菜(1)   7m34

(4.000kg) 兵庫 神戸鈴蘭台 兵庫工 山手 滝川第二 神戸高塚 神戸鈴蘭台 山手

円盤投 安孫子華澄(1)  27m56 日山　美玲(1)  26m15 綾　　聖菜(1)  23m01 中山　明香(1)  20m17

(1.000kg) 兵庫工 神戸鈴蘭台 山手 神戸鈴蘭台

ハンマー投 出場者なし

(4.000kg)

やり投 栗山　未有(1)  23m81 宮本　のあ(1)  23m71 明石　桜香(1)  17m62

(0.600kg) 兵庫 神戸高塚 伊川谷

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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天候 気温 風向 風速 湿度

競技開始 曇り 26.0℃ 南南西 1.4m 84%

正午 雨 27.0℃ 南西 3.3m 84%

競技終了 雨 26.0℃ 北北西 1.9m 92%

競技開始 晴れ 26.0℃ 東 0.4m 84%

正午 曇り 26.0℃ 南東 0.8m 84%

競技終了 雨 24.5℃ 南南西 0.7m 96%
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第72回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 2020年7月24日(金)・26日(日)
神戸地区予選会 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

桑野　　葵(2) 12.38 芦田　胡桃(2) 13.06 髙坂　美咲(2) 13.20 山下　愛莉(2) 13.20 寺本　　葵(2) 13.30 前中菜々美(2) 13.31 房安　華音(2) 13.33 石田　　萌(2) 13.34

山手 +0.2 東灘 +0.2 星陵 +0.2 須磨東 +0.2 滝川第二 +0.2 葺合 +0.2 長田 +0.2 葺合 +0.5 

桑野　　葵(2) 25.30 倉元　実子(2) 26.04 横田　桃子(2) 26.25 寺本　　葵(2) 26.96 芦田　胡桃(2) 27.05 山下　愛莉(2) 27.22 房安　華音(2) 27.60 戸出　実夢(2) 27.82

山手 +0.5 滝川第二 +0.5 山手 +0.5 滝川第二 +0.5 東灘 +0.5 須磨東 +0.5 長田 +0.5 神戸鈴蘭台 +0.5 

篠田ちひろ(2) 59.49 倉元　実子(2)  1:00.81 藤本　色映(2)  1:01.66 川野　真奈(2)  1:01.75 坂本　優愛(2)  1:03.49 石田　　萌(2)  1:04.52 阪井　葉月(2)  1:04.68 井上　未涼(2)  1:05.87

山手 滝川第二 山手 東灘 滝川第二 葺合 須磨東 須磨東

道清　愛紗(2)  2:11.71 干飯　里桜(2)  2:13.26 川野　真奈(2)  2:25.91 井上　波音(2)  2:30.61 谷　くるみ(2)  2:32.11 小池　　文(2)  2:32.43 原　　七海(2)  2:35.40 足立真理沙(2)  2:36.83

須磨学園 須磨学園 東灘 神戸 東灘 葺合 神戸 神港学園

道清　愛紗(2)  4:28.98 石松愛朱加(2)  4:44.96 宮定　愛実(2)  4:53.93 尾中　花和(2)  4:55.70 宮武　愛珠(2)  5:02.99 岡野杏衣子(2)  5:07.48 森脇　麻乃(2)  5:09.17 原　　穂香(2)  5:23.14

須磨学園 須磨学園 須磨友が丘 伊川谷北 夢野台 神大附中等 神戸 兵庫

塚本　衣音(2) 10:17.44 石松愛朱加(2) 10:18.70 宮定　愛実(2) 10:39.03 尾中　花和(2) 10:54.05 三崎さくら(2) 10:54.22 宮武　愛珠(2) 11:10.84 岡野杏衣子(2) 11:23.87 坂本　芹菜(2) 11:31.62

須磨学園 須磨学園 須磨友が丘 伊川谷北 神戸 夢野台 神大附中等 兵庫

１００ｍＨ 工藤　美月(2) 15.01 ハッサンリナ(2) 15.55 藤本　色映(2) 16.97 氏原　麻衣(2) 18.29 濵　　七海(2) 19.12 樫原みゆ花(2) 19.32 山田　明依(2) 20.99

(0.840m) 滝川第二 -0.6 滝川第二 -0.6 山手 -0.6 兵庫 -0.6 神戸星城 -0.6 須磨翔風 -0.6 葺合 -0.6 

４００ｍＨ 工藤　美月(2)  1:01.96 ハッサンリナ(2)  1:05.67 篠田ちひろ(2)  1:06.83 井上　未涼(2)  1:09.75 添田　碧乃(2)  1:10.75 濵　　七海(2)  1:17.72 杉村　琴音(2)  1:20.02

(0.762m) 滝川第二 滝川第二 山手 須磨東 神戸 神戸星城 神戸甲北

有賀　光理(2) 29:00.98 表具　真衣(2) 30:19.49

神戸 兵庫

林　　七実(2) 1m60 田中　七海(2) 1m57 竹内のどか(2) 1m54 中村　莉京(2) 1m54 川上菜々子(2) 1m40 松島　理紗(2) 1m35

星陵 滝川第二 滝川第二 山手 須磨東 葺合

出場者なし

矢頭みつき(2) 5m35 田中　七海(2) 5m27 内山　　花(2) 5m25 髙橋ひかる(2) 5m22 岡田　　遥(2) 4m85 北田　真実(2) 4m75 小林　　翠(2) 4m62 三宅杏花里(2) 4m44

山手 +0.8 滝川第二 +1.5 山手 +0.3 滝川第二 +0.8 夢野台 +1.1 北須磨 -0.2 兵庫 -0.5 神院大附 +0.9 

髙橋ひかる(2) 10m60 アラミあみな(2) 10m51 植田　真央(2) 10m39 竹内のどか(2) 10m39 北田　真実(2) 10m20 坂本　月音(2) 9m96 小林　　翠(2) 9m57

滝川第二 -1.2 山手 +1.4 山手 -0.7 滝川第二 -0.1 北須磨 -0.9 長田 +1.5 兵庫 +1.3 

砲丸投 寺岡　里紗(2)   9m66 杉本美優音(2)   8m79 中下　夏葵(2)   7m42 大谷　思乃(2)   7m34 アラミあみな(2)   7m26 片岡　心雪(2)   6m39 坂本　優愛(2)   6m11 古澤　麻奈(2)   5m28

(4.000kg) 長田 滝川第二 神戸高塚 須磨ノ浦 山手 神戸鈴蘭台 滝川第二 六甲アイ

円盤投 安孫子愛美(2)  26m72 寺岡　里紗(2)  25m50 吉見　日和(2)  24m23 和田　奈々(2)  23m97 中下　夏葵(2)  22m43 道上　桃佳(2)  21m93 小林　莉子(2)  16m64

(1.000kg) 兵庫工 長田 北須磨 北須磨 神戸高塚 神戸星城 伊川谷

ハンマー投 安孫子愛美(2)  30m16

(4.000kg) 兵庫工

やり投 杉本美優音(2)  31m31 松本　七海(2)  29m21 和田　奈々(2)  27m76 浅田　麻帆(2)  25m40 吉見　日和(2)  23m62 古澤　麻奈(2)  23m01 五十嵐里佳子(2)  18m45

(0.600kg) 滝川第二 伊川谷 北須磨 神大附中等 北須磨 六甲アイ 伊川谷

山    手 47.94 滝川第二 48.52 長    田 50.81 須 磨 東 53.85 葺    合 54.03 神大附中等 54.59 北 須 磨 54.86 須磨友が丘 55.08

  横田　桃子(2)   倉元　実子(2)   福田　有里(1)   川上菜々子(2)   松島　理紗(2)   田路乃々華(1)   大城　夏希(1)   齋藤　春澄(1)

  桑野　　葵(2)   ハッサンリナ(2)   中尾　心春(1)   阪井　葉月(2)   石田　　萌(2)   長井　あや(1)   岡本　奈々(2)   村田　汐梨(2)

  藤本　色映(2)   工藤　美月(2)   中尾　日香(1)   井上　未涼(2)   後藤　優奈(2)   阪田　晏菜(1)   二神　朋香(1)   石塚　　愛(2)

  ソープ愛璃(2)   前底　希果(1)   房安　華音(2)   山下　愛莉(2)   前中菜々美(2)   浅田　麻帆(2)   北田　真実(2)   山下怜冬愛(2)

山    手  4:00.27 滝川第二  4:02.60 長    田  4:10.73 須 磨 東  4:21.65 葺    合  4:28.79 神戸鈴蘭台  4:30.25 神大附中等  4:33.57 伊 川 谷  4:34.15

  篠田ちひろ(2)   倉元　実子(2)   房安　華音(2)   井上　未涼(2)   石田　　萌(2)   戸出　実夢(2)   宮地麻菜美(1)   松本　七海(2)

  ソープ愛璃(2)   寺本　　葵(2)   中尾　心春(1)   阪井　葉月(2)   小池　　文(2)   榊　　愛美(2)   釜坂　理沙(1)   中村　　楓(2)

  藤山　弥夏(1)   杉本美優音(2)   福田　有里(1)   仲尾次麻央(1)   後藤　優奈(2)   丸岡　千紘(1)   平野　未雪(2)   明石　百伽(2)

  藤本　色映(2)   前底　希果(1)   中尾　日香(1)   糴川　由乃(1)   前中菜々美(2)   千原　奈桜(1)   阪田　晏菜(1)   中川　麻帆(2)

※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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