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性別 種別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 小林  公平(4) 10.98 魚里  勇介(2) 10.99 浅田  清貴(3) 11.09 今井  祐弥(3) 11.14 岡田  敏彦 11.18 西脇秀太朗(3) 11.33

風:-1.8 明石市･京都産業大 洲本市･滝川第二高 豊岡市･関西学院大 美方郡･香住高 姫路市･兵庫ｱｽﾘｰﾄ 明石市･大阪体育大

４００ｍ 髙野  将弘 49.14 新安  直人(3) 49.39 谷口  晃一(2) 49.58 藤田  慎也(3) 49.70 大浦  遼平(2) 50.03 森山  昌幸(3) 50.04 森田  雄大(4) 50.40 田靡  幸樹(3) 50.67

洲本市･洲本市陸協 中央区･神戸科技高 東灘区･立命館大 西  区･伊川谷北高 明石市･京都産業大 川西市･川西北陵高 東灘区･甲南大 姫路市･姫路飾西高

５０００ｍ 秋本  優紀 14:44.46 山西  大貴 14:44.47 杉本  耀太(2) 14:49.61 村上  優輝(2) 14:53.08 松山    治 14:56.58 藤村  行央 14:58.40 横山    翔 15:08.89 甲斐  将樹(1) 15:11.12

姫路市･山陽特殊製鋼 灘  区･神戸大 須磨区･須磨学園高 西脇市･西脇工高 北  区･ﾕﾆﾊﾞｰSC 伊丹市･住友電工 伊丹市･住友電工 加古川･関西学院大

１１０ｍＨ 永田  駿祐(3) 14.73 田中    昂(1) 14.96 山根  雅斗(1) 14.98 廣瀬  達也(2) 15.03 宮内  裕昭 15.23 間處  将太(2) 15.47 高田  昌憲(3) 15.66 伊藤  正美 15.94

風:-0.6 西宮市･市西宮高 東灘区･大阪教育大 西宮市･関西学院大 東灘区･大阪教育大 垂水区･岡山大 西  区･滝川第二高 加古川･環太平洋大 赤穂市･大阪体育大

棒高跳 大石  淳平(3) 4m70 濱崎    優(2) 4m50 中嶋  智弘(3) 4m30 町田  大地(2) 4m30 田熊  友樹(1) 4m20 黒土  大樹(2) 3m60

明石市･明石商高 明石市･明石商高 加古川･明石商高 尼崎市･明石商高 加古郡･明石商高 川西市･川西北陵高

走幅跳 中垣  匠登(1)   6m82 前原  健人(2)   6m70 荊尾    元(3)   6m62 岸見  悟史(3)   6m59 原戸  健生(2)   6m56 渡邉  康裕(2)   6m56 中道  真和(1)   6m53 岡下  祐太(2)   6m49

西  区･関西大 +0.0 西  区･関西大 -0.4 須磨区･甲南大 +0.1 三田市･北摂三田高 -0.2 中央区･葺合高 -0.8 長田区･長田高 -0.3 姫路市･姫路東高 +0.1 垂水区･舞子高 +0.5

砲丸投(6.000kg) 藤原  祥晃(3)  15m12 田畑  勝基  14m81 原    友樹(3)  14m30 森下  大地(2)  14m22 池田  富雄  13m68 川崎  慶喜(4)  13m59 中川  純一(2)  13m58 中林  達紀  13m46

中央区･神戸科技高 尼崎市･ﾀｲﾓｽﾎﾟｰﾂ 長田区･長田高 須磨区･滝川高 加古川･兵庫投擲倶楽部 東灘区･関西学院大 西  区･神戸高塚高 赤穂市･赤穂市陸協

やり投 長谷川紘平(3)  69m49 井内  次郎  61m38 梶原  清昭  59m98 奥野  僚祐(3)  56m94 上田    響(3)  56m47 稲葉  一磨  55m51 佐々木敬祐(3)  54m58 中川  純一(2)  50m96

男 北  区･大阪体育大 姫路市･兵庫ｱｽﾘｰﾄ 高砂市･高砂市陸協 明石市･明石商高 豊岡市･近畿大豊岡高 東灘区･神戸市陸協 東灘区･六甲ｱｲ高 西  区･神戸高塚高

１００ｍ 平尾  裕希(3) 11.48 文山  知之(3) 11.48 西端  公志(3) 11.57 武内  大地(3) 11.61 桂田  捷暉(3) 11.63 久保  優斗(3) 11.65 中川  元気(3) 11.65 水田  健太(3) 11.68

風:-0.6 西  区･玉津中 伊丹市･荒牧中 西宮市･関西学院中 姫路市･大白書中 宝塚市･安倉中 加古川･浜の宮中 洲本市･五色中 加古川･浜の宮中

４００ｍ 田中  智久(3) 51.36 岸    隼也(3) 51.65 坂本  晴輝(3) 52.31 島田  遙生(3) 52.74 山端  一樹(3) 52.99 大西  雅久(3) 53.33 吉見  唯人(3) 53.40

姫路市･花田中 北  区･有野北中 加古川･加古川中 西宮市･甲陵中 三木市･三木東中 洲本市･五色中 姫路市･大津中

３０００ｍ 上村  宗平(2)  9:00.14 堀尾  謙介(3)  9:01.60 池田    親(2)  9:08.12 前川  侑輝(3)  9:09.08 大濱    輝(2)  9:10.57 藤田  雄大(3)  9:16.17 釜谷  直樹(3)  9:16.66 下川  和樹(3)  9:17.40

小野市･旭丘中 姫路市･大白書中 加古川･加古川山手中 西  区･神戸長坂中 北  区･有野北中 宍粟市･一宮南中 高砂市･高砂中 明石市･大久保中

１１０ｍＨ(0.914m) 田淵  貴志(3) 15.02 金古  正也(3) 15.27 志摩  有哉(3) 15.41 榊    巌仁(3) 15.63 元川  卓也(3) 15.64 福本  和樹(3) 15.69 西村  日向(3) 15.96 小林    隼(3) 16.02

風:-1.7 加古郡･播磨南中 三田市･八景中 姫路市･大的中 加古川･加古川中 加古郡･播磨南中 相生市･双葉中 西脇市･黒田庄中 宝塚市･西谷中

子 走高跳 潮崎    傑(3) 1m83 奥門  祥史(2) 1m77 高田  雅人(3) 1m74 福田    玲(3) 1m71 瓦谷  駿介(3) 1m71 鈴木    雅(3) 1m68 木曽龍之介(3) 1m65 小笹  昇吾(3) 1m65

中央区･港島中 加東市･兵教大附属中 姫路市･飾磨東中 小野市･小野南中 赤穂市･赤穂東中 北  区･大池中 須磨区･鷹取中 豊岡市･日高東中

砲丸投(5.000kg) 石山    歩(3)  15m81 吉田凌太朗(3)  13m79 申    高英(3)  13m31 西村  拓海(3)  12m05 寺脇  祐仁(3)  11m20 廣野  翔大(2)  11m01 茨本  裕介(3)  10m95 高島  健吾(2)  10m85

神崎郡･福崎東中 NGR 揖保郡･太子西中 西  区･伊川谷中 三田市･八景中 加古郡･播磨南中 西宮市･学文中 北  区･鈴蘭台中 姫路市･姫路高丘中

４×１００ｍ 伊丹市 42.65 加古川市 42.65 洲本市 42.69 西宮市 42.82 北区 43.95 垂水区 49.41

   斎藤    崇(3)    水田  健太(3)    田平  一晃(3)    衛藤    豪(3)    藤田  誠也(3)    搆    恭良(3)

   木本  勇気(3)    久保  優斗(3)    廣瀬  綱磯(3)    西端  公志(3)    岸    隼也(3)    松本  和樹(3)

   文山  知之(3)    竹中  勇人(3)    中川  元気(3)    伊山  裕人(2)    藤原  一晟(1)    岡野  将幸(2)

   横井  京介(3)    濱谷  宜慶(3)    魚里  勇介(2)    稲田  昇平(2)    赤井  隼人(3)    中尾  拓実(3)

４×１００ｍ 重春(西脇市) 54.21 下東条(小野市) 54.39 米田西(高砂市) 54.42 新宮(たつの市) 55.27 高浜(姫路市) 55.69 伊川谷(神戸市) 55.90 八幡(加古川市) 57.39 福崎(神崎郡) 57.90

   小林  鷹斗(6)    肥田  海翔(6)    岩﨑  湧大(6)    齋明寺啓人(6)    高木  陽太(6)    小川  雅人(6)    南川  直哉(6)    後藤  鳥夢(5)

   中村    優(6)    久後  健太(6)    岩佐  康太(6)    横林  怜央(6)    野村  颯希(6)    岩倉  直生(5)    大山  裕士(6)    橋本  空翔(5)

   内藤    駿(6)    桐野  拳世(6)    加茂  亮汰(6)    義則  優介(6)    植木  駿斗(6)    一口  直貴(6)    大西  笙太(6)    高井  和馬(6)

   坂部力享丸(6)    田阪  我夢(6)    中野  克哉(6)    松田  陽彩(6)    中嶋  創大(6)    山口翔太朗(6)    田中  惇也(6)    吉田  弘道(6)

ＮＧＲ：大会新記録

気象状況気象状況気象状況気象状況

天候 気温(℃) 風向 風速（ｍ） 湿度（％） 主催：兵庫陸上競技協会・兵庫県体育協会

開始時( 9:00) 曇り 17.0 西南西 0.3 47

正午時(12:00) 曇り 21.0 北東 1.0 47 後援：神戸新聞社

終了時(17:19) 曇り 19.0 南東 0.6 50
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