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種目
１００ｍ 平尾  裕希(3) 10.66 徳永  貴亮(3) 10.91 前田    凌(1) 11.03 水田  健太(3) 11.04 原口    遼(2) 11.14 前田  拓馬(2) 11.18 片岡  健介(2) 11.25 宮下  大河(3) 11.27

滝川第二 +2.3 兵庫 +2.3 滝川第二 +2.3 滝川第二 +2.3 滝川第二 +2.3 兵庫 +2.3 滝川第二 +2.3 須磨友が丘 -1.8
２００ｍ 平尾  裕希(3) 22.21 徳永  貴亮(3) 22.68 片岡  健介(2) 23.01 長町    融(3) 23.04 玉置  智也(3) 23.10 前田    凌(1) 23.11 上野  由貴(2) 23.14 水田  健太(3) 23.19

滝川第二 -2.0 兵庫 -2.0 滝川第二 -2.0 神港学園 -2.0 神戸鈴蘭台 -2.7 滝川第二 -2.0 長田 -2.7 滝川第二 -1.5
４００ｍ 上野  由貴(2) 50.15 來實  耕平(3) 50.63 登    貴志(3) 50.87 荒川  恵伍(3) 51.54 大西  雅久(3) 51.58 尾崎  瀬奈(3) 51.71 竹原    颯(2) 52.09 寺口  誠人(3) 52.15

長田 須磨翔風 北須磨 長田 滝川第二 滝川第二 須磨東 神戸甲北
８００ｍ 加納  翔吏(3)  1:58.15 福田  兼士(3)  1:58.79 生田  智士(3)  1:58.83 野間  紘久(2)  2:00.93 佐之瀨太智(2)  2:01.38 奥    泰地(1)  2:01.98 浅野  順市(1)  2:02.92 森山  優生(2)  2:03.91

神戸科技 須磨学園 須磨東 須磨学園 御影 須磨学園 須磨学園 神戸甲北
１５００ｍ 福田  兼士(3)  4:02.02 堀尾  謙介(3)  4:02.39 賀集  慧大(3)  4:06.97 西川雄一朗(2)  4:07.23 大濱    輝(2)  4:12.16 上野  遼太(2)  4:12.81 細野  雅人(3)  4:15.96 小澤  一郎(3)  4:16.49

須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨友が丘 須磨学園 星陵 神戸
５０００ｍ 酒井  耀史(1) 15:10.64 大濱    輝(2) 15:11.01 岩見  秀哉(1) 15:13.44 中山  雄太(2) 15:35.05 矢野  郁人(1) 15:41.70 志賀  颯太(1) 15:45.38 宮野  翔也(2) 15:47.69 田村  哲也(3) 15:50.00

須磨学園 須磨友が丘 須磨学園 神戸 須磨学園 須磨学園 神港学園 御影
１１０ｍＨ 金古  正也(3) 15.31 丹下  恭介(2) 16.50 藤本  詢也(2) 16.69 大西  克典(1) 17.35 松本  光司(3) 18.96 長谷川真也(2) 19.80 山市  淳平(2) 20.04

滝川第二 -1.8 須磨東 -1.8 伊川谷 -1.8 滝川第二 -1.9 伊川谷北 -1.9 神戸高塚 -1.9 兵庫工 -1.9
４００ｍＨ 井上    剛(2) 55.39 來實  耕平(3) 55.56 道下  巧也(1) 55.81 丹下  恭介(2) 58.99 大上  路生(3) 59.47 細川  健人(2)  1:03.50 山市  淳平(2)  1:05.18 遠藤  知則(2)  1:05.98

葺合 須磨翔風 滝川第二 須磨東 神戸 神戸鈴蘭台 兵庫工 兵庫
３０００ｍＳＣ 杉谷  駿輔(3)  9:23.74 小林  寛太(3)  9:30.18 山本  友郷(3)  9:43.65 茨木  宏太(2)  9:46.55 筒井  悠陽(3)  9:54.07 稲数  浩也(2)  9:58.38 藤枝    亮(3) 10:06.38 松本  知也(3) 10:07.35

須磨友が丘 須磨学園 須磨学園 須磨学園 須磨翔風 星陵 伊川谷 須磨友が丘
５０００ｍＷ 岡畠  勇士(2) 23:12.29 野喜  亮祐(2) 24:28.66 赤松  大成(2) 24:50.95 橘      快(3) 27:38.85 松村  哲志(3) 28:05.51

須磨友が丘 夢野台 長田 須磨友が丘 須磨翔風
４×１００ｍ 滝川第二B 42.65 滝川第二A 43.03 神    戸A 43.57 長    田 43.76 滝    川A 44.12 須 磨 東 44.20 夢 野 台 44.25 伊川谷北A 44.62

   西尾  友佑(2)    田島  登和(1)    谷    駿斗(3)    樫野  幸将(3)    大谷  健輔(3)    佐藤  拓誠(2)    和田  直也(3)    伊藤  元気(3)

   原口    遼(2)    山本  雄大(1)    藤本  一帆(3)    樋上奨太朗(2)    古川    晃(3)    八木谷康希(2)    芦辺  竜輔(2)    古茂田健人(3)

   片岡  健介(2)    尾崎  望実(1)    杵渕  有吾(3)    荒川  恵伍(3)    森下  裕貴(3)    東郷匠一郎(2)    元辻  有貴(2)    松本  光司(3)

   水田  健太(3)    前田    凌(1)    横山  知樹(3)    上野  由貴(2)    鶴木  翔仁(3)    竹中    真(2)    藤田  誠也(3)    毛利  貫汰(2)

４×４００ｍ 長    田  3:24.41 滝川第二B  3:25.29 須磨翔風A  3:27.82 神    戸A  3:30.16 神戸科技  3:30.22 須 磨 東A  3:30.23 滝川第二A  3:30.42 御    影  3:30.63
   上野  由貴(2)    大西  雅久(3)    藤原  太希(3)    大上  路生(3)    中村  啓吾(2)    東郷匠一郎(2)    柿本  崇宏(1)    土井    匠(2)

   大蘆  友介(3)    金古  正也(3)    大塚  弘城(2)    杵渕  有吾(3)    寺田  海斗(2)    生田  智士(3)    山本  雄大(1)    森本    凌(3)

   荒川  恵伍(3)    尾崎  瀬奈(3)    泉沢  尚希(3)    島田  遥生(3)    野中  泰輝(2)    八木谷康希(2)    松田  将平(1)    佐之瀨太智(2)

   樋上奨太朗(2)    木本  勇気(3)    來實  耕平(3)    横山  知樹(3)    田中  直樹(2)    竹原    颯(2)    道下  巧也(1)    中山  裕斗(3)

走高跳 潮﨑    傑(3) 1m92 石井  嵩人(3) 1m89 谷口  幹太(3) 1m75 大島  暢人(2) 1m70 植田    凪(3) 1m65 6位:中道  晴之(3) 1m65 6位:都築  直人(3) 1m65 笹田    輝(3) 1m65
滝川第二 舞子 神戸鈴蘭台 六甲アイ 神港 兵庫工 須磨翔風 兵庫工

走幅跳 西尾  友佑(2)   6m65 藤本  一帆(3)   6m61 岸本  潤征(3)   6m57 西澤  正崇(3)   6m37 潮﨑    爽(1)   6m28 吉國  利啓(3)   6m17 川越  琢示(3)   6m17 藤田  誠也(3)   6m15
滝川第二 +2.1 神戸 -0.0 兵庫商 +0.1 星陵 +0.0 滝川第二 +0.4 兵庫 +0.8 神戸鈴蘭台 +0.3 夢野台 +1.1

三段跳 西田  宗史(3)  13m75 岸    隼也(3)  13m46 吉國  利啓(3)  13m00 塚本  貴大(3)  12m62 西嶋  郁哉(3)  12m40 三木  彰剛(2)  12m30 外屋敷  航(1)  12m18 今松  亮太(3)  12m16
兵庫工 +0.0 滝川第二 +0.6 兵庫 +1.2 六甲アイ +0.2 伊川谷 +1.3 兵庫工 +0.2 神港学園 +1.7 長田 -0.1

砲丸投 池川  博史(1)  13m79 茨本  裕介(3)  12m62 山垣  広佑(3)  11m71 藤田  智也(2)  10m92 竹馬    優(3)  10m52 長谷川祥大(2)   9m57 亀山  泰良(3)   9m47 林    遼磨(3)   9m42
滝川第二 兵庫 神戸北 神戸科技 東灘 兵庫 村野工 舞子

円盤投 石井  光一(2)  40m71 長谷川祥大(2)  35m70 尾澤    駿(3)  29m92 藤田  智也(2)  28m26 石丸  侑樹(3)  26m90 山口  怜也(3)  22m57 亀山  泰良(3)  22m40
滝川 兵庫 須磨友が丘 神戸科技 伊川谷北 神戸商 村野工

ハンマー投 山垣  広佑(3)  42m40 片山    研(2)  38m45 石田  智也(3)  30m35 佐藤  航光(2)  24m59 厚田  和希(2)  16m89
神戸北 神戸北 兵庫工 神戸商 神戸北

やり投 石井  光一(2)  53m70 片岡  裕貴(3)  51m28 森    桂輔(3)  48m25 池川  博史(1)  47m15 宮下  大河(3)  46m56 大塚  弘城(2)  46m35 小寺  宏樹(3)  43m88 樋口    涼(2)  41m42
滝川 須磨東 育英 滝川第二 須磨友が丘 須磨翔風 村野工 須磨東
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