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男子男子男子男子　　　　成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表 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))))

月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

西岡  春陽(3) 10.79 平尾  裕希(2) 10.82 西端  公志(2) 11.02 文山  知之(2) 11.03 段林  翔希(3) 11.06 宇賀  優馬(3) 11.09 松井  一星(3) 11.19 徳永  貴亮(2) 11.31

市西宮 滝川第二 関学 三田祥雲館 滝川第二 市西宮 香住 兵庫

西端  公志(2) 21.52 大西  絢也(3) 21.65 大崎  健太(3) 22.04 文山  知之(2) 22.04 宮部真之介(3) 22.16 松井  一星(3) 22.25 田尻    涼(3) 22.29 池澤  翔輝(1) 22.61

関学 滝川第二 葺合 三田祥雲館 姫路商 香住 八鹿 姫路商

大崎  健太(3) 47.58 大塚  悠史(3) 48.32 岸本  昂大(3) 48.48 大竹  翔太(3) 48.81 池    智志(3) 49.18 中村  奎太(3) 49.24 埴岡  智哉(3) 49.62 小松  浩之(3) 49.78

葺合 NGR 川西緑台 姫路商 津名 神戸科技 加古川北 姫路飾西 姫路西

髙栁  俊隆(2)  1:55.60 丸山  晃平(3)  1:56.32 西村  陽貴(1)  1:56.34 種子島宗紘(3)  1:56.59 北浦  佑次(3)  1:56.60 新地  拓也(3)  1:56.66 小島    航(3)  1:56.77 西野    亮(3)  1:57.80

加古川東 北摂三田 西脇工 北摂三田 網干 兵庫工 須磨学園 赤穂

神谷  天地(3)  4:02.73 福田  兼士(2)  4:04.07 大根田航太(3)  4:04.15 坂東  悠汰(2)  4:04.33 福原  正治(3)  4:04.35 馬場  絢也(3)  4:04.44 藤田  竣也(3)  4:04.69 野中  優志(3)  4:04.73

報徳 須磨学園 姫路商 津名 飾磨工 西脇工 豊岡 川西北陵

藤原  滋記(3) 14:26.41 磯口  晋平(3) 14:29.94 野中  優志(3) 14:30.43 山本  翔馬(3) 14:30.46 井上  弘也(3) 14:36.25 大根田航太(3) 14:39.02 畠中  利樹(3) 14:53.66 堀尾  謙介(2) 14:55.29

西脇工 西脇工 川西北陵 西脇工 報徳 姫路商 飾磨工 須磨学園

坂本  大輔(3) 14.96 宮本  崚平(3) 15.20 小林    隼(2) 15.39 田淵  貴志(2) 15.39 香山  誉仁(3) 15.45 中島  弘貴(3) 15.46 浅野  僚太(3) 15.48 金古  正也(2) 15.49

神戸鈴蘭台 明石城西 宝塚北 滝川第二 加古川東 神戸高塚 武庫荘総合 滝川第二

西村  日向(2) 53.43 徳廣  祐希(3) 53.65 西田琢久朗(3) 55.02 宮本  崚平(3) 55.32 北野  裕介(3) 55.48 志摩  有哉(2) 55.56 井鳥  利哉(3) 55.69 福本  和樹(2) 55.83

小野 姫路商 神戸科技 明石城西 姫路商 姫路商 高砂南 相生

高田  大樹(3)  9:15.36 磯邊  翔太(3)  9:18.22 小林  和弥(3)  9:18.27 小林  寛太(2)  9:22.42 小野  凌輔(3)  9:24.47 後藤  雄哉(3)  9:26.81 山本  拡央(3)  9:32.48 土井    剛(3)  9:32.73

飾磨工 市尼崎 西脇工 須磨学園 報徳 滝川 市尼崎 明石南

久保  巧臣(3) 21:32.57 檜田  隆宏(3) 21:39.68 山田  大地(2) 21:40.05 大塚  崇弘(3) 21:41.52 河岸  良祐(2) 21:49.75 木戸  大智(3) 23:09.42 石垣  聡太(3) 23:33.02 奥澤  椋也(3) 24:19.26

佐用 飾磨工 市尼崎 飾磨工 飾磨工 須磨友が丘 県西宮 佐用

滝川第二 41.76 市 西 宮 41.92 洲    本 42.57 姫 路 商 42.58 三    田 42.59 神戸鈴蘭台 42.68 関    学 42.81 姫 路 西 42.90

   小林  龍成(3)    宇賀  優馬(3)    田平  一晃(2)    片岡  直希(2)    小林  奈央(2)    美馬  裕介(2)    前田  康介(1)    川月  惇史(3)

   平尾  裕希(2)    永吉  琢人(3)    中井  啓心(3)    宮部真之介(3)    穂積裕次朗(3)    片山  大史(3)    西端  公志(2)    住本  春輝(2)

   段林  翔希(3)    高田  幸広(3)    柏木  愁人(3)    品田  和輝(3)    田中  一樹(3)    浅野    徹(3)    金井  宏太(3)    武内  大地(2)

   原口    遼(1)    西岡  春陽(3)    川    和克(2)    岸本  昂大(3)    大堀  尚哉(3)    坂本  大輔(3)    藤井    遥(2)    小松  浩之(3)

姫 路 商  3:14.28 滝川第二  3:14.69 加古川東  3:18.17 神戸科技  3:18.42 姫 路 西  3:18.69 三    田  3:19.19 龍    野  3:19.68 津    名  3:20.49

   品田  和輝(3) NGRNGRNGRNGR    段林  翔希(3)    清田  幹人(3)    西田琢久朗(3)    住本  春輝(2)    竹島  克則(3)    眞殿  浩平(3)    水原  健太(3)

   片岡  直希(2)    潮﨑    傑(2)    坂本  晴輝(2)    秋村  透利(3)    神先  宏樹(3)    田中  一樹(3)    菅野  涼太(3)    大竹  翔太(3)

   徳廣  祐希(3)    岸    隼也(2)    小山  一志(2)    竹田  弘平(3)    大島  勇哉(2)    小林  奈央(2)    古西  洋哉(3)    高津  佑基(3)

   岸本  昂大(3)    大西  絢也(3)    髙栁  俊隆(2)    池    智志(3)    小松  浩之(3)    穂積裕次朗(3)    和田  賢哉(3)    中岡  佳祐(3)

潮﨑    傑(2) 2m03 山﨑  玲央(3) 2m00 鹿野  太我(3) 1m97 髙島  慶太(3) 1m94 田坂  裕喜(3) 1m91 米田  隼都(2) 1m88 角田  滉貴(1) 1m88 8位:上垣    亮(2) 1m85

滝川第二 滝川第二 川西北陵 姫路商 高砂 明石高専 社 八鹿

8位:金田  崇史(3) 1m85

三田祥雲館

8位:松本  良太(2) 1m85

姫路工

富田  信司(3) 4m70 丹羽  研人(3) 4m30 井谷    寛(2) 4m10 平居    尚(3) 4m10 南    裕也(3) 4m00 黒田  一樹(2) 4m00 中谷  友哉(1) 3m60 田中  亮輔(1) 3m60

明石商 明石商 加古川東 姫路西 尼崎双星 琴丘 加古川東 加古川北

西岡  春陽(3)   7m04 藤井  政明(3)   6m89 西尾  友佑(1)   6m85 勝山  陽生(2)   6m83 中道  真和(3)   6m81 三原  歩輝(3)   6m68 吉田  周勢(3)   6m64 西尾  武瑠(3)   6m54

市西宮 +2.6 神港学園 +1.2 滝川第二 +0.4 姫路東 -0.0 姫路東 +1.5 飾磨工 +0.4 津名 -0.7 明石商 -0.8

藤井  政明(3)  14m50 黒田  一樹(2)  13m89 大柿  泰知(2)  13m88 谷森  茂樹(3)  13m76 大橋  彰斗(3)  13m76 吉川  尚希(3)  13m75 三好  俊弥(3)  13m62 上吉川孝史(3)  13m54

神港学園 +1.2 琴丘 +1.7 明石商 +1.1 明石商 +0.4 明石西 +0.4 武庫荘総合 +0.5 明石商 +1.1 滝川第二 +1.2

大矢  崇明(3)  15m93 角所  健太(3)  14m95 山本  剛士(3)  14m95 梶谷  達郎(3)  14m94 吉田凌太朗(2)  13m98 青木  弘太(3)  13m43 大長  龍平(3)  13m40 井谷  晴樹(3)  12m94

滝川 NGR 淡路三原 姫路商 加古川東 龍野 武庫荘総合 明石城西 芦屋

梶谷  達郎(3)  41m88 青木  弘太(3)  41m32 久保田健一郎(3)  40m06 西村  貴人(3)  39m86 石井  光一(1)  39m65 細谷  海人(3)  38m66 坂元  康晟(3)  36m63 林    晋暉(3)  35m74

加古川東 武庫荘総合 篠山鳳鳴 篠山産 滝川 報徳 宝塚東 日生第三

岩谷  勇希(3)  54m08 後藤  昂平(3)  52m84 芦田  翔太(3)  52m16 宮下    健(3)  51m41 田村  朋輝(2)  45m21 小東    亮(2)  44m53 濵嵜  丈豪(3)  43m89 境    真樹(2)  42m88

日生第三 飾磨工 篠山産 日生第三 八鹿 社 姫路商 姫路商

上ノ坊  健(3)  60m46 大佐田雅之(3)  60m03 木村  優斗(3)  59m76 冨原    航(3)  57m87 秦    大貴(2)  55m93 中野  隼斗(3)  53m99 橋本    空(3)  53m31 真木  大輔(3)  51m40

八鹿 伊川谷 須磨翔風 上郡 三田祥雲館 八鹿 香寺 小野

潮﨑    傑(2)  5980 根田  鈴汰(2)  4951 松田  拓大(3)  4909 妹尾  凌兵(3)  4743 松田  渓樹(2)  4720 徳永    淳(2)  4701 小笹  昇吾(2)  4584 槙原  大輔(3)  4559

滝川第二 NHN 相生産 加古川西 相生 明石城西 *C1 加古川東 豊岡総合 神戸北

100m   - 走幅跳 11.04(+1.7)-6m90(+0.8) 11.42(+1.7)-6m48(+2.1) 11.85(+1.4)-5m89(+0.2) 11.59(+1.4)-5m90(+0.4) 11.70(+1.7)-6m31(+2.9) 11.83(+1.4)-6m18(+1.7) 11.69(+1.4)-5m81(+0.6) 11.75(+1.4)-5m91(+1.0)

砲丸投 -   400m 10m76-50.22 10m19-52.25 9m88-53.17 9m31-52.07 7m52-53.72 9m64-54.28 9m73-52.81 7m85-52.76

110mH  - やり投 14.87(+1.8)-52m66 17.30(+1.8)-39m86 16.05(+1.6)-42m62 17.06(+1.6)-33m05 16.88(+1.6)-41m07 17.69(+1.6)-45m91 18.64(+1.6)-42m87 16.17(+1.8)-34m59

走高跳 -  1500m 2m03-4:40.27 1m76-4:44.61 1m79-4:39.00 1m76-4:32.99 1m70-4:32.82 1m70-4:41.34 1m73-4:45.09 1m73-4:54.03

滝川第二 69点 姫路商 61点 加古川東 42点 飾磨工 40点 西脇工 35点 明石商 29点 市西宮 26点 報徳 19点

姫路商 47点 滝川第二 39点 西脇工 35点 飾磨工 30点 市西宮 18点 加古川東 18点 関学 16点 報徳 16点

明石商 29点 滝川第二 22点 加古川東 21点 八鹿 15.33点 神港学園 15点 日生第三 14点 姫路商 14点 武庫荘総合 13点

滝川第二 8点 相生産 7点 加古川西 6点 相生 5点 明石城西 4点 加古川東 3点 豊岡総合 2点 神戸北 1点

総総総総　　　 　　　 　　　 　　　 務務務務：：：： 河 崎河 崎河 崎河 崎　　　　哲 生哲 生哲 生哲 生 印

152校 NHNNHNNHNNHN：：：：日本高校新記録 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 主  管主  管主  管主  管：：：：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記記記記        録録録録    主主主主    任任任任：：：： 藤 田藤 田藤 田藤 田　　　　和 洋和 洋和 洋和 洋 印

1524名 NGRNGRNGRNGR：：：：大会新記録 　　　　　　　　　　　　　　　　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 後後後後　　　　援援援援：：：：((((株株株株))))神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社 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：：：： 榎 本  隆 夫榎 本  隆 夫榎 本  隆 夫榎 本  隆 夫 印

****CCCC1111：：：：追風参考（得点非公認） 　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会 　　　　　　　　　　　　　　　　((((株株株株))))ﾗｼﾗｼﾗｼﾗｼﾞ゙゙゙ｵｵｵｵ関西関西関西関西 跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長跳躍審判長：：：： 清 水清 水清 水清 水　　　　秀 章秀 章秀 章秀 章 印

※ ※ ※ ※ 気象状況気象状況気象状況気象状況はははは女子女子女子女子のののの欄欄欄欄にににに記載記載記載記載 　　　　　　　　　　　　　　　　((((株株株株))))ｻﾝﾃﾚﾋｻﾝﾃﾚﾋｻﾝﾃﾚﾋｻﾝﾃﾚﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｮﾝｮﾝｮﾝｮﾝ 投投投投てきてきてきてき審判長審判長審判長審判長：：：： 宮 永  正 俊宮 永  正 俊宮 永  正 俊宮 永  正 俊 印
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 第 第 第 第57575757回回回回　　　　兵庫県高等学校総合体育大会兵庫県高等学校総合体育大会兵庫県高等学校総合体育大会兵庫県高等学校総合体育大会

 第 第 第 第66666666回回回回　　　　兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会

    兼 第兼 第兼 第兼 第66666666回回回回　　　　全国高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県予選会全国高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県予選会全国高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県予選会全国高等学校陸上競技対校選手権大会兵庫県予選会
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八種競技
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6／1

最優秀選手 潮﨑  傑潮﨑  傑潮﨑  傑潮﨑  傑（（（（滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二））））

対校得点

男子総合順位

ト ラ ッ ク

(校名･得点)

フィールド

混　　　成

参加校数

参加人数

((((大会大会大会大会コードコードコードコード：：：：13281001132810011328100113281001))))

都道府県内の予選会校数・人数
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