
第第第第60606060回回回回　　　　兵庫県高等学校兵庫県高等学校兵庫県高等学校兵庫県高等学校ユースユースユースユース陸上競技対校選手権大会陸上競技対校選手権大会陸上競技対校選手権大会陸上競技対校選手権大会　　　　神戸地区予選会神戸地区予選会神戸地区予選会神戸地区予選会 （（（（大会大会大会大会コードコードコードコード：：：：08281509082815090828150908281509）））） 平成平成平成平成20202020年年年年7777月月月月22222222日日日日（（（（火火火火））））・・・・23232323日日日日（（（（水水水水））））

　　２年男子　成績一覧表 神戸神戸神戸神戸ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場（（（（競技場競技場競技場競技場コードコードコードコード：：：：281050281050281050281050））））

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

45 22日 １００ｍ 阿部  祐也(2) 11.24 十鳥  敬弘(2) 11.37 虫明  敏生(2) 11.41 水谷  敬史(2) 11.49 林    宏明(2) 11.50 中原  祥悟(2) 11.60 冨士田隆志(2) 11.70 青木  大知(2) 11.74

滝川第二 -1.2 北須磨 -1.7 兵庫 -1.7 神戸甲北 -1.7 兵庫 -1.2 神戸甲北 -1.2 星陵 -1.7 葺合 -1.7

48 23日 ２００ｍ 水谷  敬史(2) 22.37 阿部  祐也(2) 22.51 谷口  晃一(2) 22.61 十鳥  敬弘(2) 22.98 福永  和彦(2) 23.19 谷  裕一朗(2) 23.37 樋口真之輔(2) 23.44 虫明  敏生(2) 23.49

神戸甲北 -0.4 滝川第二 -0.4 滝川第二 -2.4 北須磨 -0.4 須磨友が丘 -0.4 滝川 -2.4 神戸 -2.4 兵庫 -0.4

49 22日 ４００ｍ 飯島    憂(2) 50.33 福永  和彦(2) 51.28 谷  裕一朗(2) 51.44 堤    上総(2) 51.69 松田  知幸(2) 51.73 廣居    将(2) 51.96 山内  祐一(2) 52.21 高瀬悠一郎(2) 52.33

神港 須磨友が丘 滝川 神戸科技 六甲 神戸甲北 舞子 星陵

40 23日 ８００ｍ 仁木  俊輔(2)  2:00.98 谷口    遼(2)  2:03.70 森岡    駿(2)  2:05.05 細野  遼太(2)  2:05.60 上田  雄太(2)  2:05.85 中山慎太郎(2)  2:06.38 村井  克哉(2)  2:07.06 岡田  晃弥(2)  2:08.15

須磨学園 滝川 伊川谷北 須磨東 神戸 六甲 神戸 兵庫

47 22日 １５００ｍ 野村  亮太(2)  4:08.10 神田  一貴(2)  4:09.38 細野  遼太(2)  4:10.56 浅川  祥史(2)  4:12.45 岡野    徹(2)  4:12.88 山下  豪大(2)  4:13.37 谷口    遼(2)  4:14.85 下荒神  豊(2)  4:18.85

須磨学園 須磨学園 須磨東 長田 星陵 兵庫 滝川 須磨東

37 23日 ５０００ｍ 北野  大裕(2) 15:41.21 岡野    徹(2) 15:50.12 綾香    怜(2) 15:58.21 飯尾  峻浩(2) 16:28.42 尾崎  成哉(2) 16:28.68 安達  友洋(2) 16:32.41 下荒神  豊(2) 16:34.88 東藤  大樹(2) 16:39.52

須磨学園 星陵 須磨学園 須磨友が丘 神港学園 長田 須磨東 兵庫工

14 22日 １１０ｍＨ 廣瀬  達也(2) 15.57 宮本  幸治(2) 16.38 樋口真之輔(2) 16.48 衣笠    佑(2) 16.63 巌    翔平(2) 16.72 田井  祐介(2) 16.98 森脇  拓也(2) 17.66 平井  悠介(2) 17.73

風:-0.8 御影 滝川第二 神戸 兵庫商 須磨 星陵 伊川谷北 須磨東

16 23日 ４００ｍＨ 飯島    憂(2) 56.57 堤    上総(2) 57.47 廣瀬  達也(2) 58.04 田井  祐介(2) 59.12 山本  裕樹(2) 59.42 榊田  優太(2)  1:02.70 陳    勇大(2)  1:04.47 宮本  幸治(2)  1:06.55

神港 神戸科技 御影 星陵 夢野台 伊川谷 葺合 滝川第二

21 22日 ３０００ｍＳＣ 日比  鷹平(2)  9:54.28 飯尾  峻浩(2) 10:10.62 尾崎  成哉(2) 10:23.91 坂上  良介(2) 10:24.53 横田    瑛(2) 10:27.32 肥後  翔太(2) 10:28.30 中野  晶文(2) 10:31.14 新屋敷高史(2) 10:38.09

須磨学園 須磨友が丘 神港学園 長田 須磨学園 長田 滝川 神戸星城

5 23日 ５０００ｍＷ 岡谷  良平(2) 24:46.08 荒井  智哉(2) 24:46.11 岡崎  雄也(2) 25:27.53 門藤  晨司(2) 28:36.68

長田 神戸商 神戸商 須磨友が丘

9 22日 走高跳 山腰  翔一(2) 1m95 前原  健人(2) 1m80 山口  純弥(2) 1m75 小松  慶嵩(2) 1m75 横山    誉(2) 1m75 志村慎太郎(2) 1m65 山縣  翔平(2) 1m50 岸野    翔(2) 1m50

兵庫工 滝川第二 須磨東 神戸鈴蘭台 神戸鈴蘭台 滝川 兵庫商 神戸甲北

0 棒高跳

19 23日 走幅跳 松下  真樹(2)   7m10 金円  大河(2)   6m85 岡    礼人(2)   6m41 田井地  剛(2)   6m33 薗畑  直樹(2)   6m22 叶    尚也(2)   6m20 森脇  拓也(2)   6m13 福田    豊(2)   6m06

滝川第二 +2.3 滝川 +2.2 北須磨 +1.0 舞子 +2.1 須磨東 +2.6 葺合 +2.5 伊川谷北 +1.4 滝川 +1.4

13 22日 三段跳 松下  真樹(2)  14m20 岡    礼人(2)  13m99 叶    尚也(2)  13m46 山腰  翔一(2)  13m03 福田    豊(2)  12m85 前原  健人(2)  12m77 今岡  滉太(2)  11m91 下浦  修平(2)  11m45

滝川第二 +1.3 北須磨 +1.6 葺合 +1.4 兵庫工 +1.0 滝川 +1.2 滝川第二 +1.3 星陵 +2.6 神戸鈴蘭台 +1.0

14 23日 砲丸投 山形  大志(2)   9m77 村島  直哉(2)   9m23 中村  主彬(2)   9m19 長谷川友介(2)   8m92 遠藤  浩仁(2)   8m37 伊勢  和生(2)   8m32 生田  悠人(2)   8m25 山根  健嗣(2)   7m90

兵庫 神戸高塚 六甲 夢野台 六甲アイ 東灘 育英 神戸高専

17 22日 円盤投 若松  卓矢(2)  26m90 山根    収(2)  26m38 長谷川友介(2)  25m19 早川  淳紀(2)  24m63 山根  健嗣(2)  23m36 足立    航(2)  23m34 藤本  健太(2)  22m76 下釜  大歩(2)  21m94

神戸高塚 葺合 夢野台 神戸 神戸高専 舞子 御影 神戸星城

2 22日 ハンマー投 植松  勝成(2)  39m99 西野  史晃(2)  25m95

神戸北 神戸甲北

15 23日 やり投 森田  恭平(2)  52m97 竹中  啓貴(2)  51m82 竹本  亮仁(2)  48m46 吉田  友明(2)  48m07 藤井    央(2)  42m23 山根  大和(2)  41m48 高橋    諒(2)  40m95 稲葉  一磨(2)  40m92

神戸高塚 神戸 須磨 神戸北 滝川 神戸北 神院大附 御影

31 22日 ４×１００ｍ 滝川第二 42.83 兵    庫 43.53 星    陵 43.66 北 須 磨 43.94 神戸甲北 44.12 滝    川 44.26 御    影 44.78 葺    合 44.98

ﾁｰﾑ    有井  勇貴(1)    虫明  敏生(2)    田中    昂(1)    岡    礼人(2)    富田  裕敬(1)    岩切  琢朗(2)    髙橋    裕(1)    叶    尚也(2)

   荒島    駿(1)    山本  真也(1)    田井  祐介(2)    服部  修治(1)    中原  祥悟(2)    中安  一起(2)    横山  達哉(2)    青木  大知(2)

   井上  貴斗(1)    越智  祐太(2)    冨士田隆志(2)    中垣  匠登(1)    廣居    将(2)    谷  裕一朗(2)    出口  修平(1)    田川  達矢(2)

   阿部  祐也(2)    林    宏明(2)    地紙  健人(2)    十鳥  敬弘(2)    水谷  敬史(2)    金円  大河(2)    廣瀬  達也(2)    陳    勇大(2)

30 23日 ４×４００ｍ 神戸甲北  3:29.71 葺    合  3:32.49 兵 庫 工  3:35.94 須 磨 東  3:37.35 神    港  3:37.38 星    陵  3:37.57 長    田  3:37.77 滝    川  3:37.84

ﾁｰﾑ    森本  智秋(2)    叶    尚也(2)    苅山  博伸(2)    平井  悠介(2)    住田  文雄(2)    田中    昂(1)    片山    祥(2)    岩切  琢朗(2)

   廣居    将(2)    浜崎  貴之(2)    山腰  翔一(2)    薗畑  直樹(2)    土井隆之介(2)    田井  祐介(2)    川口  裕也(1)    谷  裕一朗(2)

   富田  裕敬(1)    田川  達矢(2)    林    常行(1)    河内  紀幸(1)    椋田  良平(2)    地紙  健人(2)    小塚  健祐(2)    丸山  貴大(2)

   水谷  敬史(2)    森田  大生(1)    中森  祐希(1)    山口  純弥(2)    飯島    憂(2)    今岡  滉太(2)    金海  浩太(2)    谷口    遼(2)

※気象状況は１年女子の欄に記載 主催主催主催主催：：：：兵庫県高等学校体育連盟兵庫県高等学校体育連盟兵庫県高等学校体育連盟兵庫県高等学校体育連盟・・・・兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会 総総総総　　　　　　　　　　　　　　　　務務務務：：：： 藤藤藤藤　　　　田田田田　　　　和和和和　　　　洋洋洋洋 ﾌｨｰﾙﾄﾌｨｰﾙﾄﾌｨｰﾙﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ゙゙゙審判長審判長審判長審判長：：：： 池池池池　　　　亀亀亀亀　　　　治治治治　　　　樹樹樹樹

主管主管主管主管：：：：高体連神戸支部陸上競技部高体連神戸支部陸上競技部高体連神戸支部陸上競技部高体連神戸支部陸上競技部・・・・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 ﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸ審判長審判長審判長審判長：：：： 井井井井　　　　沢沢沢沢　　　　孝孝孝孝　　　　彦彦彦彦 記 録 主 任記 録 主 任記 録 主 任記 録 主 任：：：： 五  島      昇五  島      昇五  島      昇五  島      昇

後援後援後援後援：：：：神神神神　　　　戸戸戸戸　　　　新新新新　　　　聞聞聞聞　　　　社社社社
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