
日付 種目

田村　将士(1) 11.93 (-1.7) 池上　奏汰(1) 11.93 (-1.7) 中村　樹月(1) 12.07 (-1.7) 大段　璃空(1) 12.26 (-1.7) 濵野　和俊(1) 12.28 (-1.7) 苔縄　劉太(1) 12.31 (-1.7) 藤本　琉生(1) 12.47 (-1.7) 友成　誇栄(1) 12.50 (-1.7)

稲美 けやき台 着差あり 伊丹南 西神 宝殿 龍野東 花田 多田

岸本　周真(1) 4:17.04 稲垣　翔馴(1) 4:18.32 ユ　ソンジェ(1) 4:25.63 藤田　敦人(1) 4:29.98 榎本　翔馬(1) 4:32.31 草賀　斗真(1) 4:32.51 金澤　俊輝(1) 4:32.60 野口　奏輝(1) 4:33.27

網干 GR 上甲子園 山陽 安室 三木東 宝殿 山陽 けやき台

松尾　奏楽(2) 11.37 (-0.2) 仁志　月人(2) 11.48 (-0.2) 刑部　大翔(2) 11.50 (-0.2) 古田　紀貴(2) 11.51 (-0.2) 松本　健太郎(2) 11.52 (-0.2) 福井　裕月(2) 11.64 (-0.2) 若槻　翔(2) 11.74 (-0.2) 中﨑　悠月(2) 11.92 (-0.2)

青雲 高司 加古川 今津 平岡 新宮 日高西 広畑

梅田　大陸(2) 4:07.12 足立　昌汰(2) 4:08.85 谷田　颯太朗(2) 4:09.45 久保田　飛羽(2) 4:16.35 小西　大地(2) 4:16.36 中島　丈瑠(2) 4:18.69 野村　壬一(2) 4:19.50 鈴木　涼太(2) 4:19.84

大原 GR 増位 有野北 鵯台 大社 香寺 飾磨東 鈴蘭台

足立　昌汰(2) 8:56.03 梅田　大陸(2) 8:57.32 谷田　颯太朗(2) 9:01.78 白石　一颯(2) 9:14.37 徳永　泰雅(2) 9:14.49 久保田　飛羽(2) 9:19.32 髙林　恭大(2) 9:25.31 桑原　蕗太郎(2) 9:26.32

増位 大原 有野北 宝殿 安室 鵯台 浜の宮 大池

松尾　奏楽(2) 22.86 (0.0) 福井　裕月(2) 23.27 (0.0) 太田　陸希(2) 23.46 (0.0) 小川　桂央(2) 23.52 (0.0) 香川　心(2) 23.56 (0.0) 古田　紀貴(2) 23.75 (0.0) 射場　涼成(2) 23.97 (0.0)

青雲 新宮 星和台 増位 川西 今津 真砂

菅生　汰朗(2) 52.35 伊藤　拓海(2) 53.55 川本　槙人(2) 54.30 大庭　佑月(2) 54.56 澤野　凱音(2) 54.98 冨井　晴翔(2) 55.10 鎌田　蒼平(2) 55.18 上田　禮次郎(2) 55.58

東谷 学文 有野北 瓦木 豊岡南 緑が丘 武庫 瓦木

小西　大地(2) 2:06.20 柴崎　雄介(2) 2:06.26 中島　丈瑠(2) 2:06.53 鈴木　涼太(2) 2:07.54 岩崎　奏(2) 2:07.74 野村　壬一(2) 2:09.29 前田　大翔(2) 2:09.81 藏屋　歩都(2) 2:12.08

大社 近大豊岡 香寺 鈴蘭台 緑が丘 飾磨東 北神戸 網干

飯田　賀久(2) 16.13 (-0.8) 山田　太陽(2) 16.20 (-0.8) 福永　晃大(2) 16.23 (-0.8) 江草　圭輔(2) 16.36 (-0.8) 横山　裕馬(2) 16.41 (-0.8) 北野　景大(2) 16.87 (-0.8) 溝上　蒼介(2) 17.19 (-0.8) 佐野　悠真(2) 20.87 (-0.8)

平野 新宮 神南 加古川 宝梅 園田東 飾磨東 野々池

平岡 45.73 春日 46.08 稲美 46.70 伊川谷 46.78 大社 46.88 有野北 47.12 上甲子園 47.23

松本　健太郎(2) 後藤　朔(2) 竹添　鎮伍(2) 依岡　敢太(1) 土井　瑛司(2) 西井　瑞樹(2) 川崎　蒼晃(2)

野口　陽輝(2) 田川　驍(2) 田村　将士(1) 花岡　龍也(2) 西森　簾世(2) 川本　槙人(2) 駒井　響季(2)

坂本　将行(2) 志村　仁(2) 田中　琉偉(2) 渡部　一護(2) 脇　祥太(2) 松永　澪音(2) 河　旺佑(2)

佃　紘喜(2) 近藤　久貴(2) 藤本　泰地(2) 宮脇　輝(2) 小西　大地(2) 中嶋　史(2) 中嶋　浬(2)

永田　悠真(2) 1.73 長谷川　蒼空(2) 1.70 辰巳　恭一(2) 1.65 河　旺佑(2) 1.65 藤井　洸太朗(1) 1.65 石野　佑磨(2) 1.60 ガロウェイ　能亜(2) 1.60

野々池 緑が丘 明峰 上甲子園 社 播磨 上ケ原

山中　琉生(2) 1.60

野々池

有本　椿季(2) 2.80 山中　海斗(2) 2.60 内田　琢斗(2) 2.40

園田 園田 播磨南

佃　紘喜(2) 6.08 (+1.8) 池上　奏汰(1) 5.89 (+1.4) 栗岡　駿(2) 5.75 (+0.7) 中嶋　史(2) 5.72 (+1.1) 大塩　晟滉(2) 5.71 (-0.5) 山中　琉生(2) 5.64 (+1.5) 住吉　昴瑠(2) 5.64 (+0.1) 松永　澪音(2) 5.56 (+0.5)

平岡 けやき台 広畑 有野北 朝霧 野々池 塩瀬 有野北

大﨑　一輝(2) 12.34 (+0.3) 中嶋　史(2) 12.23 (0.0) 栗岡　駿(2) 12.09 (+0.9) 西川　慶(2) 11.77 (+0.4) 足立　一真(2) 11.59 (+1.0) 松永　澪音(2) 11.32 (+0.1) 葉山　洸千代(2) 11.25 (+1.1) 近藤　琥太(2) 11.24 (+0.7)

大成 有野北 広畑 四郷学院 青垣 有野北 小田 氷丘

山田　葵斗(2) 11.43 楢﨑　蓮(2) 10.92 竹野　倭虎(2) 10.68 稲垣　匠(2) 10.21 永井　千輝(2) 9.79 蓮沼　陽斗(2) 9.78 橋本　大瑚(2) 9.73 児玉　愛侍(2) 9.67

平野 飾磨東 平岡南 山口 鳴尾南 坂越 陵南 本山南

楢﨑　蓮(2) 32.66 鈴木　大裕(2) 30.50 山田　葵斗(2) 30.27 竹内　響(2) 29.86 山本　祐誠(2) 28.63 高田　尚朗(2) 28.15 橋本　大瑚(2) 27.78 安孫子　瑠佳(2) 26.62

飾磨東 陵南 平野 平岡 平岡南 播磨 陵南 鈴蘭台

四種競技 小西　拓実(2) 2105 永田　悠真(2) 2082 横山　裕馬(2) 2029 永井　葵里斗(2) 1934 溝上　蒼介(2) 1775 山村　弘樹(2) 1741 大谷　桜輝(2) 1666 井原　佳一(2) 1558

播磨 野々池 宝梅 市島 飾磨東 飾磨西 氷丘 播磨南
9月24日 110mH 16.82 (0.0) 16.55 (0.0) 16.11 (0.0) 17.00 (0.0) 16.90 (0.0) 17.30 (+2.0) 18.46 (+2.0) 18.07 (+2.0)

9月24日 砲丸投 9.77 8.54 8.12 8.31 6.97 7.00 7.07 7.85
9月24日 走高跳 1.55 1.70 1.55 1.58 1.45 1.58 1.45 1.40
9月24日 400m 55.88 58.43 57.28 58.21 58.06 1:00.63 56.96 1:01.40

混成：橋本昌明　スタート：乾寿紀

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟/(一財)兵庫陸上競技協会/兵庫県教育委員会/神戸市教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2022/09/24～25 トラック：信近清志　フィールド：田邉幸広

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場
兵庫県中学校陸上競技新人大会 審判長

7位 8位

１年男子 9月25日 100m

9月24日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月24日 3000m

１．２年男子 9月24日 200m

２年男子 9月25日 100m

9月25日 1500m

9月25日 110mH

9月25日 4x100mR

9月25日 400m

9月24日 800m

9月24日 走幅跳

9月25日 三段跳

9月25日 走高跳

9月24日 棒高跳

9月25日 砲丸投

9月24日 円盤投



日付 種目

混成：橋本昌明　スタート：乾寿紀

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟/(一財)兵庫陸上競技協会/兵庫県教育委員会/神戸市教育委員会 陸協名 兵庫陸上競技協会 記録主任 火置　達磨

競技会名
期日・時刻 2022/09/24～25 トラック：信近清志　フィールド：田邉幸広

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場
兵庫県中学校陸上競技新人大会 審判長

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

図師　みなみ(1) 13.06 (-1.0) 西岡　花菜(1) 13.22 (-1.0) 津田　愛果(1) 13.29 (-1.0) 森垣　虹羽(1) 13.42 (-1.0) 尾﨑　奏月(1) 13.58 (-1.0) 津田　帆乃風(1) 13.65 (-1.0) 長坂　結奈(1) 13.67 (-1.0) 丘田　莉子(1) 13.81 (-1.0)

山口 吉川 朝日 飾磨東 園田東 伊丹南 上甲子園 竜山

三木　琴葉(1) 2:18.29 脇坂　梨王南(1) 2:18.80 藤井　志帆(1) 2:19.12 大西　結里愛(1) 2:21.18 渡邉　佳純(1) 2:22.77 奥野　カイア(1) 2:24.52 松尾　菜々子(1) 2:28.82 坂口　心奏(1) 2:29.82

大的 城崎 山陽 荒井 姫路灘 津名 北条 松陽

幸長　愛美(2) 12.85 (-0.8) 伊藤　紗英(2) 12.87 (-0.8) 山野　麻緒(2) 12.90 (-0.8) 小林　流歌(2) 13.01 (-0.8) 藤谷　心詩(2) 13.25 (-0.8) 岩本　萌々果(2) 13.38 (-0.8) 山城　紗希(2) 13.39 (-0.8) 多田　優衣香(2) 13.51 (-0.8)

広畑 大久保 両荘 ゆりのき台 有野北 加古川 平木 塩瀬

藤田　莉沙(2) 2:19.65 堤　円花(2) 2:20.24 高田　彩佑(2) 2:23.30 稲岡　咲羽(2) 2:24.49 中川　円(2) 2:24.56 前田　美詞(2) 2:26.92 長谷川　真理(2) 2:28.09 大神　彩羽(2) 2:28.79

赤穂西 飾磨西 志方 荒井 大原 大社 神河 大久保

幸長　愛美(2) 26.12 (-1.7) 伊藤　紗英(2) 26.46 (-1.7) 福田　花奏(1) 26.53 (-1.7) 図師　みなみ(1) 26.70 (-1.7) 藤谷　心詩(2) 27.10 (-1.7) 西本　雪華(2) 27.22 (-1.7) 灘　彩夏(2) 27.36 (-1.7) 村上　桜彩(2) 27.66 (-1.7)

広畑 大久保 神河 山口 有野北 瓦木 伊川谷 姫路灘

三木　琴葉(1) 4:36.71 藤田　莉沙(2) 4:37.86 堤　円花(2) 4:42.68 藤井　志帆(1) 4:47.27 老松　和奏(2) 4:47.62 中川　円(2) 4:49.24 坂口　心奏(1) 4:50.44 渡邉　佳純(1) 4:50.46

大的 赤穂西 飾磨西 山陽 荒井 大原 松陽 姫路灘

二階堂　咲(2) 15.12 (-1.7) 千徳　真心子(2) 15.27 (-1.7) 福田　花奏(1) 15.50 (-1.7) 亀滝　のの(2) 15.59 (-1.7) 額田　初枝(2) 15.65 (-1.7) 家氏　美和(2) 15.88 (-1.7) 光吉　真依(2) 15.89 (-1.7) 中尾　心玲(2) 16.10 (-1.7)

高司 浜の宮 神河 山田 加古川中部 姫路灘 播磨南 柏原
大久保 51.01 朝日 51.78 高司 52.33 姫路灘 52.46 瓦木 52.63 浜の宮 52.66 伊川谷 52.70 ゆりのき台 53.43
川井　波瑠(2) 小嶋　凛(2) 山下　芽歌(2) 桐山　玲奈(1) 寺田　葵花(2) 小川　玲奈(2) 中西　詞美(2) 高木　琉花(2)
森光　美友(2) 津田　愛果(1) 二階堂　咲(2) 家氏　美和(2) 井上　梨奈(2) 稲原　歩花(1) 灘　彩夏(2) 安井　風歌(2)
髙橋　沙羽(2) 榮藤　琴音(2) 林　佑亜(2) 西村　紗瑛(2) 西本　雪華(2) 重田　華穂(1) 三浦　千陽(2) 栗山　寛菜(1)
伊藤　紗英(2) 板橋　環那(2) 山﨑　琴音(2) 村上　桜彩(2) 重松　葵(1) 千徳　真心子(2) 岡田　莉奈(2) 小林　流歌(2)
田井　理捺(1) 1.53 小寺澤　杏俐(2) 1.50 加茂　冴奈(2) 1.45 増田　真心(2) 1.45 西海　瑞葵(2) 1.45 長瀬　早紀(2) 1.45

氷丘 夢前 望海 今津 押部谷 上甲子園

土生　栞奈(2) 1.45

本山

岸田　七海(2) 1.45

山手台

岡　蒼依(2) 5.21 (+0.6) 長安　愛海(2) 5.06 (+1.1) 濱本　花央子(2) 5.02 (+0.2) 岩本　小春(2) 4.90 (-0.6) 山口　恵玲奈(2) 4.84 (+0.7) 前川　希羽(1) 4.82 (+1.5) 西村　紗瑛(2) 4.72 (+1.7) 渡部　結楽(2) 4.63 (+0.8)

北条 網干 赤穂 大白書 社 社 姫路灘 大成

石賀　眞和(2) 11.58 植原　楓(2) 10.83 水野　結愛(2) 10.47 石本　加菜(2) 9.81 谷河　梢(2) 9.76

神吉 志方 播磨 柏原 氷丘

石賀　眞和(2) 29.93 達可　くるみ(2) 26.76 谷河　梢(2) 25.82 松浦　実音(2) 24.66 八木　咲都(1) 24.06 國生　和花(2) 23.95 河内　百花(2) 23.61 執行　琴葉(1) 23.47

神吉 西脇南 氷丘 井吹台 東光 御殿山 広畑 平野

四種競技 額田　初枝(2) 2563 家氏　美和(2) 2365 岸田　七海(2) 2360 千徳　真心子(2) 2304 西海　瑞葵(2) 2186 吉本　七海(1) 2180 亀滝　のの(2) 2174 田井　理捺(1) 2113

加古川中部 姫路灘 山手台 浜の宮 押部谷 吉川 山田 氷丘
9月24日 100mH 15.32 (+0.5) 15.88 (+0.5) 16.37 (+1.0) 15.10 (+0.5) 16.24 (+0.5) 16.60 (+1.0) 15.74 (+0.5) 17.32 (+2.0)

9月24日 走高跳 1.54 1.40 1.51 1.35 1.51 1.48 1.30 1.51
9月24日 砲丸投 8.93 8.76 8.82 6.86 7.41 6.92 6.90 7.13
9月24日 200m 27.92 (+0.1) 27.45 (+0.1) 28.32 (+0.1) 27.27 (+0.1) 29.64 (+0.1) 28.28 (+0.1) 27.26 (0.0) 28.69 (+0.1)

GR:大会記録  

有野北 飾磨東 平岡 平野 野々池 増位 新宮 青雲
３７点 ２６点 ２５点 ２２点 ２１．５点 ２０点 １７点 １６点

大久保 姫路灘 氷丘 広畑 大的 赤穂西 浜の宮
２３点 ２３点 １９点 １８点 １６点 １５点 １５点

神吉
１６点

有野北 広畑 飾磨東 平岡 平野 大久保 姫路灘 大原
４５点 ３１点 ３１点 ２５点 ２３点 ２３点 ２３点 ２２点

１年女子 9月25日 100m

9月24日 800m

9月25日 1500m

１．２年女子 9月24日 200m

２年女子 9月25日 100m

9月24日 800m

9月25日 走高跳

9月24日 走幅跳

9月25日 100mH

9月25日 4x100mR

男子

女子

男女総合

順位は上位得点者数による

順位は上位得点者数による 順位は上位得点者数による

9月25日 砲丸投

9月24日 円盤投


