
リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１年男子100m
大会記録 11.61 森　　遼介 （神戸・山田） 2016 神戸総合 決勝 9/27 15:30 

11.6 佐藤　啓吾 （東播・社） 1987 王子

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+2.2 m/s) 2組 (+1.9 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
マツモト　ハルキ タツノヒガシ イケハラ　トウタ ホウデン

1 51135 松本　明樹(1) 龍野東 w11.66 1 34301 池原　透太(1) 宝殿 12.22
ハギハラ　ケイ アサヒチュウ マルイ　ソラ タカツカサ

2 41573 萩原　慧(1) 朝日 w11.72 2 16617 丸井　蒼空(1) 高司 12.22
イモト　アキラ アサヒチュウ ムライ　ハルト イブキダイ

3 41568 井元　瑛(1) 朝日 w11.85 3 29674 村井　悠人(1) 井吹台 12.31
ムラセ　ショウタ ヒメジナダ オオタマ　コウキ ハマノミヤ

4 40946 村瀬　翔汰(1) 姫路灘 w11.91 4 33403 大玉　康稀(1) 浜の宮 12.40
カイカワ　ヒカル ヒメジナダ マエサカ　モトミ オオクボキタ

5 40938 貝川　輝(1) 姫路灘 w11.99 5 32277 前坂　孟毅(1) 大久保北 12.42
ヤマザキ　タイチ ヒメジナダ フクダ　ユウト アリノ

6 40948 山﨑　大馳(1) 姫路灘 w12.20 6 29255 福田　夢叶(1) 有野 12.47
オキノ　ミチ トヨオカミナミ リュウモト　ヒナタ イマヅ

7 80152 沖野　未知(1) 豊岡南 w12.20 7 13759 劉本　陽向(1) 今津 12.59
オオタニ　ショウマ カコガワ ムラヤマ　キュウマ オゾノ

8 32885 大谷　翔真(1) 加古川 w12.23 12377 村山　球馬(1) 小園 DNS
イシダ　シュウヤ イチジマ

9 65342 石田　柊哉(1) 市島 w12.35

3組 (+2.4 m/s) 4組 (-0.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ウエダ　ユウト フタミ ヤマモト　トウキ ハマワキ

1 32135 上田　悠斗(1) 二見 w12.17 1 12864 山本　柊希(1) 浜脇 12.54
ハシモト　レン フクサキヒガシ タナカ　シュンヤ アコウ

2 43041 橋本　蓮(1) 福崎東 w12.45 2 50530 田中　俊陽(1) 赤穂 12.55
ムラタ　シュン タチバナ イマニシ　エイタ トヨオカミナミ

3 11173 村田　隼(1) 立花 w12.46 3 80158 今西　瑛大(1) 豊岡南 12.58
ナガタ　カンタ コウヨウ フジサカ　ユウマ ナダ

4 20088 永田　敢大(1) 向洋 w12.48 4 28468 藤阪　悠真(1) 灘 12.62
タグチ　カンタ リョウナン モリモト　ヒロヤ イチジマ

5 33944 田口　敢太(1) 陵南 w12.53 5 65348 森本　皓也(1) 市島 12.70
ツボモト　ケイジ ナバ コウノ　トモヤ イブキダイ

6 50204 坪本　啓嗣(1) 那波 w12.56 6 29679 河野　友弥(1) 井吹台 12.72
クボ　カズキ ムコヒガシ ヤマダ　ワカト ホウデン

7 12276 久保　一輝(1) 武庫東 w12.65 7 34307 山田　吾愛仁(1) 宝殿 12.85
カワノ　ショウタ ミハラ ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ

8 72073 河野　翔太(1) 三原 w12.94 8 33415 安田　晟聖(1) 浜の宮 12.94

5組 (+1.4 m/s) 6組 (+0.7 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
オカモト　ケンタ カサイ クリヤマ　ショウタ イタミミナミ

1 37700 岡本　健太(1) 加西 12.59 1 19315 栗山　翔太(1) 伊丹南 12.60
ヒライ　トウマ エボシ フクザキ　リュウキ ホンタモン

2 20802 平井　斗真(1) 烏帽子 12.60 2 27028 福崎　竜輝(1) 本多聞 12.69
マツシタ　ナオキ シカマヒガシ ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ

3 41033 松下　直生(1) 飾磨東 12.66 3 20567 平川　靖士(1) 御影 12.72
ナガヤマ　イッサ テンノウジガワ アヤベ　ユウシン タイシニシ

4 19552 長山　一咲(1) 天王寺川 12.84 4 51770 綾部　湧心(1) 太子西 12.74
キハラ　ヒロト アリノ イナオカ　マナト オオクラ

5 29244 木原　寛斗(1) 有野 12.95 5 31289 稲岡　愛斗(1) 大蔵 12.92
シバタ　トシヤ サンヨウ ミヤガワ　コウ ヤスムロ

6 40818 柴田　俊弥(1) 山陽 12.97 6 45997 宮川　航(1) 安室 13.23
ヤマモト　ユウキ サンヨウ ウド　ダイチ ムコ

40822 山本　祐生(1) 山陽 DNS 7 11430 宇土　大智(1) 武庫 13.31
アキオカ　ユウタ オゾノ イトウ　コウタ ホンタモン

12371 秋岡　勇太(1) 小園 DNS 27022 伊藤　洸太(1) 本多聞 DNS
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (+2.8 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ

1 35534 市島　悠貴(1) 自由が丘 w12.55
ヨシムラ　カズキ シオセ

2 14209 吉邑　一希(1) 塩瀬 w12.59
クドウ　ヒロナリ シオセ

3 14202 工藤　弘成(1) 塩瀬 w12.62
フナサカ　シュンスケ タカクラ

4 25312 舟坂　俊介(1) 高倉 w12.69
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ

5 60436 坂東　博文(1) 長坂 w12.82
ミヤモト　ヒュウガ ソノダ

6 11345 宮本　彪翔(1) 園田 w13.00
シモグチ　カズキ カミコウシエン

7 13625 下口　一樹(1) 上甲子園 w13.01
ワリイシ　ヒロト ムコヒガシ

12283 割石　大翔(1) 武庫東 DNS

w:追風参考  DNS:欠場  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１年男子1500m
大会記録 4:18.12 西村　陽貴 （東播・三木） 2010 神戸総合 決勝 9/26 11:05 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ フクイ　ショウ トヨトミ

1 33240 新妻　遼己(1) 平岡 4:19.05 1 41731 福井　翔(1) 豊富小 4:36.99
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ サクマ　タイチ カシマ

2 33239 新妻　昂己(1) 平岡 4:27.62 2 36225 作間　太一(1) 鹿島 4:37.79
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン アカサカ　ユウスケ ハッケイ

3 34308 若林　司(1) 宝殿 4:28.52 3 60331 赤坂　勇輔(1) 八景 4:39.83
ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ コミチ　ヒビキ ゴシキ

4 23033 行天　晴郎(1) 大池 4:28.69 4 74011 小道　響来(1) 五色 4:41.25 TR5
タナカ　イッキ ヒメジナダ マツノ　コウダイ リョウナン

5 40942 田中　壱基(1) 姫路灘 4:32.52 5 33942 松野　耕大(1) 陵南 4:43.91
ウメモト　リクト アリノ フクシマ　ハルカ テンノウジガワ

6 29241 梅本　陸翔(1) 有野 4:32.96 6 19553 福嶋　遙(1) 天王寺川 4:43.98
オクムラ　ケイタ オオイケチュウガッコウ タシマ　チカラ ヒラノ

7 23034 奥村　啓太(1) 大池 4:33.38 TR5 7 27805 田島　主税(1) 平野 4:44.71
モリ　ソウダイ カスミダイイチ フクイ　コタロウ ヤスムロ

8 81061 森　蒼大(1) 香住第一 4:35.06 8 45996 福井　虎太朗(1) 安室 4:45.43
ナカガキ　ハヤト オオクラ マエダ　カイリ カコガワチュウブ

9 31283 中垣　颯斗(1) 大蔵 4:35.29 9 33144 前田　浬(1) 加古川中部 4:45.49
ツジモト　カツキ イナミ アリタ　イツキ ボウカイ

10 39417 辻本　克紀(1) 稲美 4:35.54 10 31563 有田　一稀(1) 望海 4:45.56
マツヤマ　ユイト ヒメジヒガシ ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ

11 45616 松山　唯飛(1) 姫路東 4:35.91 11 37283 吉田　幸弘(1) 旭丘 4:45.62 TR5
タカノ　シュウスケ ヒメジナダ ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

12 40941 高野　修輔(1) 姫路灘 4:36.44 12 33413 七條　拓也(1) 浜の宮 4:48.34
フジモト　ソウイチロウ アサギリ タニ　ケイタ ユリノキダイ

13 31164 藤本　宗一郎(1) 朝霧 4:41.54 13 60905 谷　佳汰(1) ゆりのき台 4:48.52
モモキ　アイキ アサギリ カスヤ　ヒカル カンキ

14 31165 桃木　愛希(1) 朝霧 4:41.99 TR5 14 33759 糟谷　輝(1) 神吉 4:51.62 TR5
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ タカハシ　ケント タイサンジ

15 29513 中治　幸大(1) 星陵台 4:42.12 15 28154 髙橋　健人(1) 太山寺 4:52.54
タムラ　ユウセイ ヒメジナダ

16 40943 田村　優成(1) 姫路灘 4:52.08

TR5:規定外シューズ使用  
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リザルトリスト
第２３回　兵庫県中学校陸上競技新人大会[20283002] 審判長
神戸ユニバー記念競技場[282030] 記録主任 火置　達磨

１年女子100m
大会記録 12.43 松永　朋子 （東播･小野） 2015 神戸総合 決勝 9/27 14:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (+0.4 m/s) 2組 (+3.3 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
ヒラノ　ミキ リョウナン マツオカ　マナナ カコガワチュウブ

1 33945 平野　美紀(1) 陵南 13.16 1 33160 松岡　愛菜(1) 加古川中部 w13.55
タニ　ユアン コウヨウ アライ　ミヤビ ハリマミナミ

2 20061 谷　優杏(1) 向洋 13.25 2 39760 新居　みやび(1) 播磨南 w13.67
テラキタ　ココメ リョウナン サカエ　ナナミ ヒメジコウリョウ

3 33941 寺北　ここめ(1) 陵南 13.28 3 40219 酒江　菜々美(1) 姫路広嶺 w13.71
マツシタ　ミユウ タイシャ ナカニシ　ユイ オオクボ

4 12980 松下　心優(1) 大社 13.33 4 31618 中西　結泉(1) 大久保 w13.79
コバヤシ　リコ イブキダイ タカハラ　アヤノ フクサキニシ

5 29638 小林　莉子(1) 井吹台 13.70 5 42433 高原　彩乃(1) 福崎西 w13.81
オグラ　リア オノミナミ アオキ　カリン カワラギチュウガッコウ

6 37001 小倉　梨愛(1) 小野南 13.71 6 13538 青木　花梨(1) 瓦木 w13.82
カコ　アンナ ショウヨウ イワサキ　ユナ サンヨウ

7 36409 加古　杏菜(1) 松陽 13.79 40803 岩崎　優菜(1) 山陽 DNS
タイ　リナ ヒオカ

32934 田井　里奈(1) 氷丘 DNS

3組 (+2.7 m/s) 4組 (+3.4 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録 順位 No. 競技者名 所属 記録
フジワラ　ナルミ オノ イシダ　アガサ ハマノミヤ

1 37142 藤原　成美(1) 小野 w14.11 1 33421 石田　有華咲(1) 浜の宮 w13.69
ニシモト　ネネ カミカワ タカヤマ　アオイ ヨコオ

2 43513 西本　寧々(1) 神河 w14.15 2 25426 髙山　碧(1) 横尾 w13.70
ヤマモト　サエ フタミ イノウエ　カノン トヨオカキタ

3 32140 山本　冴(1) 二見 w14.18 3 80211 井上　華暖(1) 豊岡北 w13.73
クマガイ　ハルナ ヒメジタカオカ ナガイ　ハルカ コウブ

4 40392 熊谷　遥菜(1) 姫路高丘 w14.18 4 13479 永井　遼(1) 甲武 w13.76
ヨシムラ　サナ ヤマテダイ ハシモト　ヒナ オゾノ

5 17335 吉村　彩奈(1) 山手台 w14.21 5 12386 橋本　妃菜(1) 小園 w13.83
ミヤザキ　ソヨカ ホウデン コバヤシ　マオ ヨコオ

6 34308 宮﨑　そよか(1) 宝殿 w14.25 6 25425 小林　茉央(1) 横尾 w14.09
ウツミ　アリ アサヒチュウ ヤマモト　ユカ カンセイガクイン

7 41556 内海　彩里(1) 朝日 w14.31 14795 山本　侑佳(1) 関西学院 DNS

5組 (+2.2 m/s)

順位 No. 競技者名 所属 記録
コウモト　ユウ ワダヤマ

1 83468 高本　優(1) 和田山 w13.72
ナカガワ　ユラ タイシャ

2 12985 中川　優来(1) 大社 w13.86
コンドウ　ユイ カスガ

3 65191 近藤　優衣(1) 春日 w13.99
サコダ　ユウリ ホウデン

4 34304 迫田　優里(1) 宝殿 w14.10
トクナガ　ハルカ ヤマテダイ

5 17323 徳永　春花(1) 山手台 w14.36
コクボ　ユエラ ハゼタニチュウ

6 27350 小久保　優蕾(1) 櫨谷 w14.38
ナガヤマ　ミキ リョウナン

7 33944 永山　未希(1) 陵南 w14.49

DNS:欠場  w:追風参考  
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