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種目
１００ｍ 魚里  勇介(3) 10.73 渡邉  康裕(3) 11.11 原戸  健生(3) 11.23 岡下  祐太(3) 11.42 平尾  裕希(1) 11.46 宮澤  哲太(3) 11.46 原    啓之(3) 11.51 三村  航遥(3) 11.53

滝川第二 +0.6 長田 +0.6 葺合 +0.6 舞子 +0.0 滝川第二 +0.6 神戸甲北 +0.6 兵庫 +0.8 神戸高塚 +0.6
２００ｍ 原    啓之(3) 22.74 堀井  瑞紀(2) 22.95 大崎  健太(2) 22.96 小林  龍成(2) 23.01 鳥居  良紀(3) 23.05 岸    隼也(1) 23.23 中島  拓夢(3) 23.28 田中  勢也(2) 23.43

兵庫 +1.0 神戸甲北 +2.4 葺合 +1.6 滝川第二 +2.4 神戸甲北 +1.0 滝川第二 +1.0 北須磨 +1.6 神港 +2.5
４００ｍ 村上  昂輝(3) 48.89 濱本  恭平(3) 50.55 眞尾  拓臣(3) 50.93 水野    稜(3) 51.37 速水  隆也(3) 51.48 片岡    俊(3) 51.57 大崎  健太(2) 51.71 西野  宏基(3) 52.08

須磨学園 御影 滝川第二 神戸科技 神戸科技 兵庫 葺合 神戸甲北
８００ｍ 村上  昂輝(3)  1:57.06 竹田  弘平(2)  1:59.77 宮本  直樹(3)  2:00.96 髙﨑  剛也(3)  2:01.36 池    智志(2)  2:01.77 山脇  佑亮(3)  2:03.94 濱崎浩太朗(3)  2:04.72 小島    航(2)  2:05.55

須磨学園 神戸科技 滝川 滝川 神戸科技 神戸鈴蘭台 神戸 須磨学園
１５００ｍ 秋山  雄飛(3)  4:03.24 福田  拓弥(3)  4:03.36 仲村  尚毅(2)  4:10.69 杉本  耀太(3)  4:11.24 柴田  裕平(2)  4:14.13 福田  兼士(1)  4:14.39 山本  友郷(1)  4:15.94 鶴田    健(3)  4:19.88

須磨学園 長田 須磨学園 須磨学園 滝川 須磨学園 須磨学園 神戸科技
５０００ｍ 斉藤  健太(2) 15:39.94 堀尾  謙介(1) 15:44.18 長力    淳(3) 15:49.15 柚木    健(2) 15:50.86 浅田  英吾(3) 15:57.37 小林  寛太(1) 15:57.67 賀集  慧太(1) 16:00.09 鮫島  英資(3) 16:02.66

須磨学園 須磨学園 夢野台 兵庫 須磨学園 須磨学園 須磨学園 兵庫工
１１０ｍＨ 間處  将太(3) 15.04 橋本  貴史(2) 16.00 槙原  大輔(2) 16.04 田淵  貴志(1) 16.05 坂本  大輔(2) 16.06 金古  正也(1) 16.12 宮澤  哲太(3) 16.22 中島  弘貴(2) 16.42

滝川第二 +1.3 滝川第二 +1.3 神戸北 +0.3 滝川第二 +1.3 神戸鈴蘭台 +1.3 滝川第二 +0.3 神戸甲北 +1.3 神戸高塚 +1.3
４００ｍＨ 間處  将太(3) 53.54 文谷  明嗣(3) 59.77 橋本  貴史(2) 59.92 太田  敦士(3) 59.96 嶋村  祐介(3)  1:00.24 卜部  礼也(3)  1:01.03 東元  一郎(3)  1:01.10 西岡  宏紀(3)  1:01.22

滝川第二 神戸高専 滝川第二 滝川 六甲アイ 六甲アイ 神戸鈴蘭台 須磨翔風
３０００ｍＳＣ 北垣憲二郎(3)  9:48.13 井田健太郎(2)  9:52.36 宮本  甲斐(3)  9:52.80 八重本大樹(3) 10:12.28 荒木  雄大(3) 10:27.52 村本  直樹(2) 10:40.12 大久保友貴(3) 10:40.64 田中  智久(3) 10:45.66

須磨学園 滝川 須磨学園 伊川谷 夢野台 星陵 滝川 夢野台
５０００ｍＷ 川西  康太(3) 25:18.15 木戸  大智(2) 26:15.94

兵庫 須磨友が丘
４×１００ｍ 滝川第二A 42.01 神戸甲北A 43.84 滝川第二B 43.99 神戸高塚A 44.18 兵    庫A 44.33 滝    川A 44.64 北 須 磨 44.77 夢 野 台 44.84

   岩本  明大(3)    灘吉    弾(3)    水田  健太(1)    田中  宏城(3)    山中  啓資(3)    後藤  颯仁(3)    才本  宏樹(3)    六車  雄貴(2)

   間處  将太(3)    堀井  瑞紀(2)    岸    隼也(1)    田公    亮(3)    原    啓之(3)    芦田    凛(3)    中村    歩(2)    多田  将太(3)

   段林  翔希(2)    宮澤  哲太(3)    平尾  裕希(1)    片岡  良太(3)    片岡    俊(3)    柴崎  仁志(2)    中島  拓夢(3)    岡    太貴(3)

   魚里  勇介(3)    鳥居  良紀(3)    木本  勇気(1)    三村  航遥(3)    新井  喬之(3)    坪島    黎(3)    竹内  清貴(3)    平間  聖規(3)

４×４００ｍ 神戸科技  3:26.69 滝川第二A  3:29.99 須磨学園  3:30.81 滝川第二B  3:31.48 御    影  3:33.43 兵    庫A  3:33.77 兵 庫 工  3:35.56 滝    川B  3:35.60
   水野    稜(3)    潮﨑    傑(1)    園山  幸佑(2)    生駒  伸一(2)    佐久間  稜(3)    山中  啓資(3)    新井  拓海(2)    芦田    凛(3)

   池    智志(2)    岩本  明大(3)    村上  昂輝(3)    尾崎  瀬奈(1)    松本  拓也(3)    片岡    俊(3)    岸上  直人(3)    後藤  颯仁(3)

   竹田  弘平(2)    眞尾  拓臣(3)    仲村  尚毅(2)    大西  雅久(1)    小迫  良輔(2)    原    啓之(3)    生頼  成弘(3)    太田  敦士(3)

   速水  隆也(3)    魚里  勇介(3)    福山  開羅(1)    大西  絢也(2)    濱本  恭平(3)    新井  喬之(3)    梅本  涼平(3)    小山  智之(3)

走高跳 潮﨑    傑(1) 1m95 前原  脩人(3) 1m83 山﨑  玲央(2) 1m80 4位:三木健太郎(3) 1m75 4位:高崎  恭介(3) 1m75 青木  哲太(2) 1m65 井上  正基(2) 1m65 小林  拓己(2) 1m60
滝川第二 星陵 滝川第二 北須磨 兵庫 兵庫商 神戸甲北 神戸高塚

走幅跳 渡邉  康裕(3)   6m87 原戸  健生(3)   6m58 岡下  祐太(3)   6m58 臼杵  將悟(3)   6m51 岸本  貴文(3)   6m31 平間  聖規(3)   6m30 道盛  勢史(3)   6m28 藤井  政明(2)   6m10
長田 +2.2 葺合 +4.0 舞子 +4.0 滝川第二 +1.9 兵庫商 +1.0 夢野台 +1.3 滝川 +0.7 神港学園 +0.5

三段跳 谷  真三朗(3)  14m07 藤井  政明(2)  13m94 平間  聖規(3)  13m45 岩本  明大(3)  13m38 久保  友輝(3)  12m58 生頼  成弘(3)  12m43 道盛  勢史(3)  12m33 上吉川孝史(2)  12m27
神戸甲北 +0.0 神港学園 +0.9 夢野台 +0.6 滝川第二 -0.0 神戸甲北 +0.3 兵庫工 +0.4 滝川 +0.3 滝川第二 +1.1

砲丸投 大矢  崇明(2)  14m14 岡本  克麻(3)  12m37 岡田    俊(2)  11m53 昆野  佑貴(2)  10m53 山垣  広佑(1)  10m53 河野  大雅(2)  10m33 中岡  泰資(2)   9m99 松島  謙信(3)   9m92
滝川 神戸科技 神戸甲北 滝川 神戸北 神戸北 育英 神戸北

円盤投 待田  峻佑(2)  34m34 山本  光一(2)  32m97 石橋  賢志(3)  32m93 細川    浩(3)  31m46 岡田    俊(2)  31m15 清水健太郎(3)  29m83 福崎  太郎(2)  29m40 梶本健太郎(3)  28m90
滝川第二 兵庫工 神戸甲北 伊川谷北 神戸甲北 滝川 兵庫商 神戸高専

ハンマー投 逸見  康平(2)  34m29 山垣  広佑(1)  23m85 横山  力也(2)  22m12
神戸北 神戸北 兵庫工

やり投 山林  唯人(3)  47m87 碓井  啓佑(2)  47m12 片岡  良太(3)  46m25 渋谷  治希(3)  45m95 木村  優斗(2)  45m14 南    郁巳(2)  44m89 河野  公大(3)  43m56 河野  大雅(2)  43m46
神戸北 長田 神戸高塚 神戸甲北 須磨翔風 須磨翔風 村野工 神戸北
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