
第65回第65回第65回第65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：13281509）：13281509）：13281509）：13281509） 平成25年7月23日平成25年7月23日平成25年7月23日平成25年7月23日（（（（火火火火））））・24・24・24・24日日日日（（（（水水水水））））

　　　　　　　　１１１１年男子年男子年男子年男子　　　　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：281050）：281050）：281050）：281050）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

61 23日 １００ｍ 片岡  健介(1) 11.33 原口    遼(1) 11.39 井上    剛(1) 11.57 小野  剛佑(1) 11.58 中井  友厚(1) 11.61 翁田  千寛(1) 11.65 山本  純也(1) 11.67 中村  啓吾(1) 11.76

滝川第二 -2.7 滝川第二 -0.1 葺合 -2.7 舞子 -2.7 神戸高専 -2.7 神戸甲北 -0.1 須磨学園 -0.1 神戸科技 -0.1

53 24日 ２００ｍ 前田  拓馬(1) 22.87 八木谷康希(1) 23.11 片岡  健介(1) 23.36 原口    遼(1) 23.43 中井  友厚(1) 23.59 山本  純也(1) 23.96 久次  康樹(1) 24.15 渡辺  光博(1) 24.16

兵庫 -1.8 須磨東 -2.2 滝川第二 -1.8 滝川第二 -2.2 神戸高専 -1.8 須磨学園 -2.2 六甲 -2.2 村野工 -2.2

42 23日 ４００ｍ 小野  剛佑(1) 51.53 八木谷康希(1) 52.12 野間  紘久(1) 52.52 高瀬  遼平(1) 52.94 大塚  弘城(1) 53.06 佐伯  辰弥(1) 53.81 稲数  浩也(1) 53.83 渡辺  光博(1) 54.29

舞子 須磨東 須磨学園 滝川第二 須磨翔風 須磨学園 星陵 村野工

49 24日 ８００ｍ 野間  紘久(1)  2:02.08 佐伯  辰弥(1)  2:02.17 佐之瀬太智(1)  2:06.53 森山  優生(1)  2:06.75 大谷  和也(1)  2:06.84 政井  奎祐(1)  2:07.19 稲数  浩也(1)  2:07.34 千原    涼(1)  2:08.66

須磨学園 須磨学園 御影 神戸甲北 須磨友が丘 長田 星陵 神戸鈴蘭台

56 23日 １５００ｍ 野喜  亮祐(1)  4:09.46 中山  雄太(1)  4:13.63 政井  奎祐(1)  4:25.00 岡本  一平(1)  4:25.03 和田  雄志(1)  4:26.08 岡畠  勇士(1)  4:26.25 三井    敬(1)  4:26.47 野中  泰輝(1)  4:26.67

夢野台 神戸 長田 須磨学園 神戸北 須磨友が丘 神戸商 神戸科技

38 24日 ５０００ｍ 西川雄一朗(1) 15:38.28 大濱    輝(1) 15:48.14 中山  雄太(1) 15:52.43 野喜  亮祐(1) 16:05.93 上野  遼太(1) 16:09.18 野口  裕磨(1) 16:14.96 宮野  翔也(1) 16:20.40 三浦  悠斗(1) 16:21.56

須磨学園 須磨友が丘 神戸 夢野台 須磨学園 兵庫工 神港学園 神港学園

11 23日 １１０ｍＨ 三浦  祥人(1) 16.10 藤本  詢也(1) 17.20 小西  風輝(1) 19.91 相田    慶(1) 20.12 田中  大雅(1) 20.63 山市  淳平(1) 20.71

風:-0.3 滝川第二 伊川谷 神戸科技 伊川谷 須磨学園 兵庫工

11 24日 ４００ｍＨ 井上    剛(1) 57.00 渡邊    大(1) 58.87 藤本  詢也(1) 59.29 三浦  祥人(1)  1:00.01 丹下  恭介(1)  1:00.33 正井  尚輝(1)  1:02.64 原    良太(1)  1:04.37 山口    陸(1)  1:05.67

葺合 神大附中等 伊川谷 滝川第二 須磨東 兵庫 伊川谷 灘

23 23日 ３０００ｍＳＣ 茨木  宏太(1)  9:56.43 得本  壮馬(1) 10:12.33 大濱    輝(1) 10:23.43 松村  拓海(1) 10:44.00 習田  悠斗(1) 10:46.25 七瀬  優介(1) 10:57.70 吉岡  優希(1) 11:01.84 大谷  和也(1) 11:02.04

須磨学園 須磨学園 須磨友が丘 神港学園 夢野台 御影 神大附中等 須磨友が丘

3 24日 ５０００ｍＷ 赤松  大成(1) 28:14.08 岡畠  勇士(1) 28:52.20

長田 須磨友が丘

8 23日 走高跳 名倉  大介(1) 1m70 大島  暢人(1) 1m65 琵琶  和真(1) 1m65 西川  大智(1) 1m50 畑佐  音威(1) 1m45

六甲アイ 六甲アイ 星陵 神戸北 神戸高塚

28 24日 走幅跳 西尾  友佑(1)   6m62 三木  彰剛(1)   6m12 森    達也(1)   6m04 高瀬  遼平(1)   5m94 中井  翔太(1)   5m92 柴田  光季(1)   5m66 江島  大貴(1)   5m65 眞鍋  光毅(1)   5m64

滝川第二 +0.6 兵庫工 +0.5 須磨友が丘 +0.4 滝川第二 +0.2 星陵 +0.1 伊川谷 -0.2 星陵 +0.0 長田 -0.2

12 23日 三段跳 西尾  友佑(1)  13m00 三木  彰剛(1)  12m59 松下  隼也(1)  12m58 塩地  優樹(1)  12m21 春名  真央(1)  11m59 石丸  恵太(1)  11m42 瀬戸  貫太(1)  11m29 門  光太朗(1)  11m16

滝川第二 +2.8 兵庫工 +0.0 星陵 +0.2 神戸高専 +0.7 須磨東 +1.8 星陵 +0.6 兵庫 +1.9 六甲アイ +2.1

10 24日 砲丸投 藤田  智也(1)  11m49 幸    尚吾(1)   8m69 藤本  崇司(1)   8m02 里    耕輔(1)   8m00 舟木翔太朗(1)   7m78 今井  亮輔(1)   7m49 細見  亮介(1)   6m57 清村  琉一(1)   6m18

神戸科技 六甲アイ 神戸高塚 舞子 伊川谷北 六甲 六甲 六甲アイ

8 23日 円盤投 石井  光一(1)  39m59 長谷川祥大(1)  31m50 藤田  智也(1)  27m33 片山    研(1)  26m92 幸    尚吾(1)  24m09 清村  琉一(1)  19m88 宮内  翔誠(1)  19m68

滝川 兵庫 神戸科技 神戸北 六甲アイ 六甲アイ 伊川谷

4 23日 ハンマー投 片山    研(1)  29m94 宮内  翔誠(1)  14m51 厚田  和希(1)  10m31

神戸北 伊川谷 神戸北

18 24日 やり投 石井  光一(1)  45m38 大塚  弘城(1)  45m26 保坂    翼(1)  38m70 長谷川祥大(1)  35m93 山田  佑哉(1)  35m92 橋本  渉平(1)  33m79 穐本  一樹(1)  32m37 樋口    涼(1)  31m03

滝川 須磨翔風 伊川谷 兵庫 神戸高塚 葺合 伊川谷北 須磨東

※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

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 総総総総　　　　　　　　　　　　　　　　務務務務：：：： 藤藤藤藤　　　　田田田田　　　　和和和和　　　　洋洋洋洋 フィールドフィールドフィールドフィールド審判長審判長審判長審判長：：：： 信信信信　　　　川川川川　　　　憲憲憲憲　　　　一一一一
　　　　　　　　　　　　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
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 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：：：： 河河河河　　　　崎崎崎崎　　　　哲哲哲哲　　　　生生生生 記 録 主 任記 録 主 任記 録 主 任記 録 主 任：：：： 五五五五　　　　島島島島　　　　　　　　　　　　昇昇昇昇
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