
第73回 神戸市立高等学校陸上競技対校選手権大会 2022年6月25日(土)

　　男子　成績一覧表 ユニバー記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

千田　一輝(3) 11.13 山中　悠生(3) 11.14 明石　光希(3) 11.16 清家　稜太(3) 11.18 中谷　優海(3) 11.48 隅井裕希人(3) 11.53 由元　隆晟(3) 11.58 ｸﾞｴﾝﾃｨﾝ ｸｫﾝ(2) 11.63

神戸科技 +1.5 六甲アイ +1.5 六甲アイ +1.5 葺合 +1.5 須磨翔風 +1.5 神戸高専 -1.9 神港橘 -1.9 神戸高専 -1.9 

明石　光希(3) 23.30 大坪　澪音(1) 23.59 山中　悠生(3) 23.60 清家　稜太(3) 23.62 由元　隆晟(3) 23.68 福田　青空(3) 23.69 中谷　優海(3) 23.75 隅井裕希人(3) 23.80

六甲アイ -0.7 神戸科技 -0.7 六甲アイ -0.7 葺合 -0.3 神港橘 -0.3 須磨翔風 -0.7 須磨翔風 -0.7 神戸高専 -0.7 

福田　青空(3) 50.89 河村　銀士(3) 52.19 尾副　宏樹(2) 52.31 木村　優仁(4) 52.37 竹口　直輝(3) 52.67 藤田　悠真(2) 52.69 青山　昇平(2) 54.21 紙谷亮太朗(2) 54.93

須磨翔風 神戸科技 須磨翔風 神戸工科 葺合 神戸科技 六甲アイ 葺合

木下　直翔(2)  2:02.25 清水　真斗(3)  2:02.53 楠井　源太(2)  2:06.53 松田　賢志(3)  2:10.52 小川　裕人(2)  2:12.58 眞鍋　和明(1)  2:22.80

須磨翔風 六甲アイ 神戸科技 神戸科技 六甲アイ 葺合

清水　真斗(3)  4:09.71 中田　大葵(3)  4:18.02 中林　　翼(2)  4:19.16 大津　紀人(3)  4:21.99 木村　優仁(4)  4:31.25 中島倫太郎(1)  4:34.31 小川　裕人(2)  4:37.16 山口　翔弥(1)  4:39.42

六甲アイ 須磨翔風 葺合 神戸高専 神戸工科 神戸科技 六甲アイ 神戸科技

梅原　　善(3) 16:44.65 中濱　　蒼(2) 16:49.80 夛田　　楓(3) 17:13.29 池嶋　一真(2) 17:44.09 下久保斗翔(2) 18:23.69 今堀　　悟(3) 18:38.26

須磨翔風 葺合 葺合 神戸科技 神戸科技 須磨翔風

村瀬　晴飛(3) 17.12 三田　倭都(1) 17.54 藤原　大智(2) 18.00 三浦　泰輝(2) 21.09 林　　鷲太(1) 22.13 松盛　晴己(2) 23.75 磯上　琉稀(1) 24.98

神戸科技 -0.9 六甲アイ -0.9 神戸科技 -0.9 葺合 -0.9 須磨翔風 -0.9 葺合 -0.9 須磨翔風 -0.9 

木下　直翔(2) 56.65 神山　颯太(3) 59.10 尾副　宏樹(2) 59.86 村瀬　晴飛(3)  1:00.23 小林　悠成(3)  1:00.42 竹口　直輝(3)  1:00.60 楠井　源太(2)  1:01.58 鈴木　智徳(2)  1:04.62

須磨翔風 葺合 須磨翔風 神戸科技 六甲アイ 葺合 神戸科技 六甲アイ

六甲アイ 43.36 神戸科技 43.43 葺    合 44.08 須磨翔風 45.04 神戸高専 45.79 神 港 橘 45.81

  鈴木　智徳(2)   千田　一輝(3)   清家　稜太(3)   大町　　颯(3)   山口　正貴(2)   八幡　　響(2)

  明石　光希(3)   大坪　澪音(1)   竹口　直輝(3)   尾副　宏樹(2)   隅井裕希人(3)   由元　隆晟(3)

  小林　悠成(3)   野村　陽人(1)   高橋孝太郎(3)   小島　史温(2)   増野　陽音(2)   野々下勇輝(3)

  山中　悠生(3)   大和田優志(1)   田中　龍大(2)   前木場獅音(2)   ｸﾞｴﾝﾃｨﾝ ｸｫﾝ(2)   京田　和真(2)

神戸科技  3:30.26 須磨翔風  3:33.01 六甲アイ  3:34.98 葺    合  3:37.59 神 港 橘  3:58.68

  藤田　悠真(2)   福田　青空(3)   小林　悠成(3)   竹口　直輝(3)   野々下勇輝(3)

  河村　銀士(3)   木下　直翔(2)   山中　悠生(3)   清家　稜太(3)   由元　隆晟(3)

  大和田優志(1)   中谷　優海(3)   清水　真斗(3)   神山　颯太(3)   八幡　　響(2)

  楠井　源太(2)   尾副　宏樹(2)   明石　光希(3)   田中　龍大(2)   池　　快晟(1)

小林　悠成(3) 1m70 2位:原田虎太郎(2) 1m65 2位:三田　倭都(1) 1m65 藤原　大智(2) 1m60 浅井　俊雄(3) 1m55 田中　龍大(2) 1m45

六甲アイ 神戸科技 六甲アイ 神戸科技 葺合 葺合

浅井　俊雄(3) 6m16 大町　　颯(3) 6m08 野村　陽人(1) 6m08 野々下勇輝(3) 5m63 八幡　　響(2) 5m57 久戸瀬湧太(2) 5m37 犬飼　命尊(2) 5m33 水井　孝祐(3) 5m28

葺合 +1.5 須磨翔風 +2.8 神戸科技 +1.9 神港橘 +1.7 神港橘 -0.4 須磨翔風 -0.7 六甲アイ -1.7 葺合 -0.1 

大坪　澪音(1) 12m50 大町　　颯(3) 11m78 野々下勇輝(3) 11m50 福池　蓮　(2) 11m46 松盛　晴己(2) 10m08 三原　弘誠(2) 9m72

神戸科技 -0.1 須磨翔風 +0.3 神港橘 -2.1 六甲アイ +1.3 葺合 +0.9 六甲アイ +1.1 

宇仁菅優樹(3)  13m03 前木場獅音(2)  11m77 上木　陽斗(3)  10m24 高橋孝太郎(3)   7m94 宮垣　　穣(1)   7m49 水井　孝祐(3)   7m26 原口航太朗(1)   7m18

神戸科技 須磨翔風 神戸科技 葺合 須磨翔風 葺合 六甲アイ

前木場獅音(2)  35m05 宇仁菅優樹(3)  27m52 河田　峻弥(3)  25m48 鈴木　智徳(2)  23m05 宮垣　　穣(1)  20m35 立石　健太(2)  16m21 青山　昇平(2)  13m31 神山　颯太(3)  12m16

須磨翔風 神戸科技 神戸科技 六甲アイ 須磨翔風 葺合 六甲アイ 葺合

前田福七成(2)  48m21 高橋孝太郎(3)  41m78 松下　晴輝(3)  40m70 八幡　　響(2)  37m38 寄　　圭吾(1)  36m96 青木　華虹(1)  30m18 大山　慧士(1)  27m93 原口航太朗(1)  23m23

神戸科技 葺合 葺合 神港橘 神戸科技 須磨翔風 須磨翔風 六甲アイ

総合得点 神戸科技 97.5点 須磨翔風 77点 六甲アイ 65.5点 葺合 63点 神港橘 16点 神戸高専 6点 神戸工科 5点

トラック得点 神戸科技 53点 須磨翔風 50点 六甲アイ 48点 葺合 38点 神戸高専 6点 神戸工科 5点 神港橘 4点

フィールド得点 神戸科技 44.5点 須磨翔風 27点 葺合 25点 六甲アイ 17.5点 神港橘 12点

主催：神戸市立高等学校体育連盟 総　　　 務： 東　　　美　典

主管：神戸市陸上競技協会  審　 判　長： 正　木　一　央

記 録 主 任： 岸　良　　　悟

※気象状況は女子の欄に記載
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第73回 神戸市立高等学校陸上競技対校選手権大会 2022年6月25日(土)

　　女子　成績一覧表 ユニバー記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

大谷　心晴(2) 13.71 髙本　美咲(2) 13.83 滝本　　爽(2) 13.94 服部　心音(3) 14.11 井口　一葉(3) 14.14 藤井　麻奈(3) 14.69 財間　朋花(3) 14.74

須磨翔風 -0.2 葺合 -0.2 神港橘 -0.2 須磨翔風 -0.2 神戸高専 -0.2 六甲アイ -0.2 葺合 -0.2 

荒木　映愛(3) 26.97 岡部　陽菜(2) 27.16 大谷　心晴(2) 28.52 舩引　夏帆(2) 29.03 岡本　萌花(3) 29.06 滝本　　爽(2) 29.38 堀　　綾桜(2) 31.81

葺合 -0.4 須磨翔風 -0.4 須磨翔風 -0.4 葺合 -0.4 六甲アイ -0.4 神港橘 -0.4 六甲アイ -0.4 

西村　美咲(3)  1:04.56 足立　茉優(3)  1:06.56 ｵｰﾄﾘｰ亜里紗(1)  1:07.02 耳道　花菜(2)  1:09.08 向井さくら(2)  1:10.47 丹波　尚花(2)  1:11.15 田中　陽菜(1)  1:11.66

六甲アイ 葺合 葺合 神港橘 須磨翔風 神港橘 須磨翔風

濵田　彩華(3)  2:36.78 西本　　葵(3)  2:36.94 古米このか(3)  2:38.96 門田　風夕(2)  2:40.27 岸本　歩実(2)  2:50.66 中田　　凛(2)  3:00.19 岩尾いろは(1)  3:23.13

葺合 神港橘 神港橘 六甲アイ 葺合 六甲アイ 摩耶兵庫

松井　佑奈(2)  5:18.76 耳道　花菜(2)  5:30.13 住田　美羽(2)  5:33.20 田峰　百合(3)  5:38.12 岩尾いろは(1)  6:52.66

葺合 神港橘 葺合 須磨翔風 摩耶兵庫

丸毛　七海(2) 11:30.02 岩本　遥花(3) 11:58.89 矢本　萌香(3) 12:18.87

葺合 須磨翔風 葺合

岡部　陽菜(2) 18.20 舛永　心音(2) 19.28

須磨翔風 +0.1 葺合 +0.1 

葺    合 52.11 須磨翔風 52.78 神 港 橘 56.28

  足立　茉優(3)   大谷　心晴(2)   滝本　　爽(2)

  荒木　映愛(3)   向井さくら(2)   西本　　葵(3)

  財間　朋花(3)   服部　心音(3)   丹波　尚花(2)

  舛永　心音(2)   岡部　陽菜(2)   古米このか(3)

葺    合  4:23.53 六甲アイ  4:31.75 神 港 橘  4:36.45 須磨翔風  4:38.12

  荒木　映愛(3)   西村　美咲(3)   古米このか(3)   岡部　陽菜(2)

  髙本　美咲(2)   岡本　萌花(3)   耳道　花菜(2)   田峰　百合(3)

  舛永　心音(2)   藤井　麻奈(3)   丹波　尚花(2)   服部　心音(3)

  足立　茉優(3)   佐藤　美桜(3)   西本　　葵(3)   岩本　遥花(3)

横山　凜名(1) 1m40 内藤こゆき(2) 1m20

葺合 神戸科技

舛永　心音(2) 5m61 荒木　映愛(3) 4m98 田中　陽菜(1) 4m57 向井さくら(2) 4m42 内藤こゆき(2) 4m32 藤井　麻奈(3) 4m02 中村　萌子(2) 3m21

葺合 +0.4 NGR 葺合 +1.6 須磨翔風 +2.3 須磨翔風 +3.0 神戸科技 -1.5 六甲アイ +2.3 六甲アイ +1.4 

舩引　夏帆(2)   7m78

葺合

服部　心音(3)  19m44 ｵｰﾄﾘｰ亜里紗(1)  15m05

須磨翔風 葺合

濵田　彩華(3)  13m93 坂本菜々美(3)  13m73 西村　美咲(3)  13m62 財間　朋花(3)  12m09

葺合 六甲アイ 六甲アイ 葺合

総合得点 葺合 72点 須磨翔風 39点 神港橘 26点 六甲アイ 22点 神戸科技 3点 神戸高専 2点 摩耶兵庫 1点

トラック得点 葺合 52点 須磨翔風 30点 神港橘 26点 六甲アイ 16点 神戸高専 2点 摩耶兵庫 1点

フィールド得点 葺合 20点 須磨翔風 9点 六甲アイ 6点 神戸科技 3点

気象状況

NGR：大会新記録 天候 風向・風速 湿度 主催：神戸市立高等学校体育連盟 総　　　 務： 東　　　美　典

曇り  南西 　0.9m 84% 主管：神戸市陸上競技協会  審　 判　長： 正　木　一　央

曇り 西南西　1.0m 84% 記 録 主 任： 岸　良　　　悟

雨 西南西　0.6m 92%
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第73回 神戸市立高等学校陸上競技対校選手権大会 2022年6月25日(土)

　　オープン種目　成績一覧表 ユニバー記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

山城翔大朗(2) 11.34 大島　竜輝(3) 11.50 市丸　弥興(1) 11.53 松谷　颯汰(3) 11.55 長坂　周一(2) 11.58 岩佐　和哉(1) 11.62 竹口　直輝(3) 11.64 大坪　澪音(1) 11.65

北須磨 -1.7 東灘 -1.7 舞子 +1.5 伊川谷 -1.7 神戸 -1.7 神戸甲北 +0.8 葺合 +0.6 神戸科技 -1.7 

山本　侑輝(2)  4:03.69 鈴木　智也(2)  4:07.32 堀内　拓明(2)  4:09.31 松本　尚也(3)  4:09.86 柳原　伶勇(1)  4:17.63 廣瀬　悠太(2)  4:17.94 柴田　拓人(2)  4:18.71 冨田　遥生(2)  4:22.50

神港学園 北須磨 須磨東 神戸鈴蘭台 須磨東 須磨東 須磨東 舞子

出場選手なし

大森　　壇(1)  1:01.27 石井　嵩人(2)  1:03.51

伊川谷 須磨東

神戸 44.15 須磨東 45.36 北須磨 45.40 神戸学院 45.45 兵庫工 45.83 舞子 46.35 御影 46.39 須磨友が丘 46.64

  瀧口　　空(2)   柳田　晃佑(2)   黒田朱有斗(2)   門脇　功成(1)   田中　雅也(2)   田路　獅誠(2)   上月隆之介(2)   石塚　千酔(1)

  八尾　大輝(2)   石井　嵩人(2)   山城翔大朗(2)   宇戸　駿太(2)   川﨑　匠登(1)   村田　遥楽(1)   大藤　滉平(2)   森脇　悠賢(1)

  長坂　周一(2)   姫嶋　航太(2)   大屋　　昊(2)   池田　泰駕(2)   田中　將覇(1)   進藤　翔誠(1)   中山丈太郎(2)   遠藤慎之介(2)

  山﨑　幹仁(2)   上田　創太(1)   角谷　優斗(2)   西　　桔平(2)   小嶋　千寛(2)   市丸　弥興(1)   前田　稜太(2)   ?島　伊吹(2)

須磨東  3:35.74 神戸鈴蘭台  3:37.59 北須磨  3:38.74 神戸甲北  3:39.98 兵庫工  3:40.15 神戸  3:47.49 舞子  3:49.01 伊川谷  3:53.23

  上田　創太(1)   森井　泰造(2)   大屋　　昊(2)   上甲　零士(2)   田中　將覇(1)   瀧口　　空(2)   村田　遥楽(1)   松山颯士朗(2)

  姫嶋　航太(2)   栗原隼之介(1)   山城翔大朗(2)   岩佐　和哉(1)   武田信太郎(3)   長坂　周一(2)   池田　翔大(2)   梅谷　晃希(2)

  柳原　伶勇(1)   深山　大喜(2)   黒田朱有斗(2)   松山　泰樹(2)   石倉　春稀(2)   八尾　大輝(2)   田路　獅誠(2)   安島　佑哉(1)

  堀内　拓明(2)   野中　　蓮(2)   土田　浩介(2)   長友琉稀斗(2)   中村　陽空(3)   山﨑　幹仁(2)   冨田　遥生(2)   藤野　　聖(1)

熊野　菜々(2) 13.22 谷口　未奈(2) 13.43 前川美咲希(2) 13.45 横山　凜名(1) 13.55 青山　若愛(2) 13.70 宮脇　寧々(1) 13.72 島崎　優実(2) 13.74 鈴木　和奏(2) 13.75

舞子 -1.1 東灘 -1.1 北須磨 -1.1 葺合 +0.1 御影 +0.1 神戸甲北 +0.1 北須磨 +0.1 須磨東 -1.1 

本坊　はる(2)  2:27.32 山本　美月(2)  2:32.69 秋山ひいろ(1)  2:32.81 酒井　来夏(2)  2:33.58 江本　　桜(1)  2:36.74 太田　夕貴(2)  2:37.50 德元　陽菜(1)  2:38.76 尾田　結彩(2)  2:39.23

北須磨 神戸鈴蘭台 神港学園 東灘 神戸鈴蘭台 御影 須磨東 舞子

宮本　愛美(1) 16.71

御影 +1.9 

舞子 53.47 御影 53.60 神戸甲北 54.20 北須磨 54.25

  萩原　和香(2)   青山　若愛(2)   中山　結芽(2)   島崎　優実(2)

  熊野　菜々(2)   宮本　愛美(1)   松本　浩衣(2)   前川美咲希(2)

  尾田　結彩(2)   吉良　里菜(2)   川上　桃花(2)   磯野　里紗(2)

  黒原穂乃花(2)   永藤　小珀(1)   飯塚　羽菜(2)   新　　莉緒(2)

北須磨  4:25.03 舞子  4:29.55 須磨友が丘  4:30.88 神戸甲北  4:40.55 須磨東  4:43.08

  島崎　優実(2)   萩原　和香(2)   中川　明子(2)   松本　浩衣(2)   鈴木　和奏(2)

  本坊　はる(2)   尾田　結彩(2)   中谷　紗也(2)   川上　桃花(2)   德元　陽菜(1)

  飯塚恵莉子(2)   黒原穂乃花(2)   窪田優衣菜(1)   飯塚　羽菜(2)   田中　　葵(1)

  前川美咲希(2)   熊野　菜々(2)   瀧本　樹香(2)   中山　結芽(2)   前田　樹季(1)

気象状況

天候 風向・風速 湿度 主催：神戸市立高等学校体育連盟 総　　　 務： 東　　　美　典

曇り  南西 　0.9m 84% 主管：神戸市陸上競技協会  審　 判　長： 正　木　一　央

曇り 西南西　1.0m 84% 記 録 主 任： 岸　良　　　悟

雨 西南西　0.6m 92%
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