
日付 種目

溝口　塁生(3)  23.07 (-1.7) 枝川　尚輝(3)  23.39 (-1.7) 西尾　晃太(2)  23.50 (-1.7) 岡本　直也(3)  23.53 (-1.7) 今井　健太(3)  23.87 (-0.4) 仲田　圭吾(3)  23.90 (-1.7) 大石　崇寿(3)  23.97 (0.0)

野々池 押部谷 小野 けやき台 横尾 甲陵 豊岡北

江口　騰磨(3)  23.87 (0.0)

小園

中川　隼一(3)  2:04.1 武田　拓樹(3)  2:05.9 長谷　輝(3)  2:06.9 遠近　正陽(3)  2:07.4 谷　颯人(3)  2:07.5 吉田　圭太(3)  2:07.8 森田　勇気(3)  2:07.9 吉井　来斗(3)  2:08.1

太子西 宝塚第一 猪名川 三田学園 赤穂 立花 御影 星陽

水金　大亮(3)  4:17.2 吉川　陽(3)  4:17.8 六萬　悠斗(3)  4:18.6 森川　隼成(3)  4:18.8 岸本　健太郎(3)  4:19.0 石原　翔太郎(3)  4:19.9 小西　健介(3)  4:20.1 奥野　奏輝(3)  4:20.5

多聞東 赤穂西 鹿島 太子東 平野 龍野東 須磨学園 小野

水金　大亮(3)  9:09.8 岸本　健太郎(3)  9:10.0 吉川　陽(3)  9:11.2 川端　拳史(3)  9:11.5 喜多村　慧(2)  9:13.5 吉原　篤(3)  9:14.3 川畑　昇大(3)  9:15.1 奥野　奏輝(3)  9:17.6

多聞東 平野 赤穂西 福崎西 鹿島 猪名川 飾磨西 小野

久保田　倖輔(3)  14.41 (+1.5) 村上　翔(3)  15.06 (+1.5) 笹倉　颯太(3)  15.30 (+1.5) 川元　莉々輝(3)  15.50 (+1.5) 磯貝　幸翼(3)  w15.74 (+2.6) 中村　彰吾(3)  15.75 (+1.5) 赤松　幸祐(3)  15.85 (+1.5) 望月　結斗(3)  16.06 (+1.5)

播磨南 NGR 西脇南 黒田庄 学文 小田北 日高東 三木東 清和台

林　京汰(3)  1.77 小林　恒方(3)  1.77 辻　祐歩(3)  1.74 稲場　大悟(3)  1.74 片岡　幸大(3)  1.68 佐野　嘉彦(2)  1.65

本山 光ガ丘 日新 今津 西脇 花田

川元　莉々輝(3)  1.77 池田　拓暉(3)  1.65

学文 大原

近藤　勇(3)  6.26 (+0.7) 宮下　倫太郎(3)  6.18 (-0.1) 島田　拓実(2)  5.92 (-0.6) 末吉　隼人(3)  5.92 (-0.7) 小林　賢士郎(3)  5.85 (0.0) 三木　史音(3)  5.82 (+0.6) 柏木　俊希(3)  w5.78 (+2.2) 藤田　健太(3)  w5.77 (+2.2)

市島 平野 三原 玉津 日高東 魚住 塩屋 八景

執行　大地(3)  14.24 石原　唯斗(3)  12.23 大島　秀太(3)  11.83 砂原　礼季(3)  11.78 西井　瑞希(3)  11.63 長谷川　功斉(3)  11.46 瀬戸口　譲(3)  11.00 大村　将史(3)  10.76

平野 大津 大成 安倉 福崎東 押部谷 北神戸 播磨

溝口　塁生(3)  11.58 (-2.9) 安田　悠生(3)  11.64 (-2.9) 竹内　涼城(3)  11.71 (-2.9) 国宝　和那(3)  11.74 (+1.2) 塚原　啓太(3)  11.80 (-1.7) 久保田　倖輔(3)  11.84 (-1.7) 江口　騰磨(3)  11.86 (+1.2)

野々池 川西 朝日 精道 日高東 播磨南 小園

横山　修大(3)  11.74 (-2.9)

塩瀬

砂田　晟弥(3)  51.51 竹内　涼城(3)  51.91 横山　修大(3)  52.82 金也　仁(3)  52.86 野田　将太郎(3)  52.87 塚原　啓太(3)  52.98 前川　祐輝(3)  53.45 中嶋　佑(3)  53.96

置塩 朝日 塩瀬 本山南 朝日 日高東 加古川中部 日高東

西尾　晃太(2)  11.51 (0.0) 島田　新太(2)  11.94 (0.0) 下方　崇生(2)  11.97 (0.0) 渡邊　隼斗(2)  12.01 (0.0) 泉　翔太(2)  12.01 (0.0) 森川　敬友(2)  12.04 (0.0) 林　倖輝(2)  12.10 (+0.4) 岩下　颯真(2)  12.12 (+0.4)

小野 南淡 伊川谷 香寺 学文 神大附属 深津 小園

山本　早留香(3)  25.49 (-0.6) 神村　莉緒(3)  25.67 (-0.3) 中野　菜乃(3)  26.04 (-0.6) 藤原　采音(2)  26.07 (-0.6) 久合田　麻結(3)  26.48 (-0.3) 鶴　真彩(3)  26.50 (-0.6) 三好　果(3)  26.56 (-0.3) 佐藤　明日香(3)  26.57 (-0.6)

旭丘 NGR 松陽 NGR 浜の宮 小野 荒井 山口 猪名川 福崎西

小林　朝(3)  2:17.5 羽田　有希(2)  2:20.8 中本　香(3)  2:21.1 平井　きらら(3)  2:21.5 大道　尚(3)  2:21.7 原田　紗椰香(3)  2:21.9 中田　彩那(2)  2:22.1 山口　蒼葉(3)  2:22.6

赤穂西 神吉 上ヶ原 鈴蘭台 松陽 加古川中部 浜の宮 甲武

小林　朝(3)  4:39.2 平井　きらら(3)  4:45.3 高橋　真子(3)  4:45.6 村井　佑衣(2)  4:48.1 石黒　佑芽(3)  4:48.3 原田　紗椰香(3)  4:48.5 小川　美空(3)  4:48.7 杉谷　莉菜(3)  4:49.2

赤穂西 鈴蘭台 井吹台 稲美 稲美 加古川中部 加古川 有野北

吉村　美咲(3)  14.75 (+1.3) 江川　紀子(3)  15.16 (+1.3) 佐藤　琴音(3)  15.16 (+1.3) 竹村　清子(3)  15.17 (+1.3) 吉川　真央(3)  w15.21 (+2.5) 西岡　瞳(3)  15.24 (+1.2) 永井　晶(3)  15.33 (+1.5) 古西　清乃(3)  w15.37 (+2.5)

本多聞 平野 荒井 御影 学文 園田東 飾磨西 白鷺

井上　紗耶加(3)  1.63 烏山　ひかる(3)  1.54 戎　優花(3)  1.51 山村　琴美(3)  1.48 釜坂　日奈子(3)  1.48 池川　葉月(3)  1.48 宗澤　ティファニー(2)  1.48

北神戸 EGR 荒牧 野々池 姫路灘 広畑 鈴蘭台 港島

松下　美咲(2)  1.48

ゆりのき台

小山　飛鳥(3)  w5.33 (+2.3) 玉田　若菜(3)  w5.01 (+2.1) 竹内　花寧(3)  4.97 (+0.4) 山部　ひかる(3)  4.96 (+1.9) 髙本　さくら(3)  4.96 (+0.8) 佐名　七虹(3)  4.95 (+1.1) 小西　菜夕(3)  4.94 (+0.4) 榎本　樹羅(3)  w4.93 (+2.1)

高倉 西脇南 荒井 大社 舞子 鈴蘭台 武庫東 氷丘

濵中　風夏(3)  12.62 永井　桃花(2)  12.19 髙橋　奈々(3)  12.13 立石　鈴茄(3)  12.12 福井　杏(3)  11.73 吉岡　あずさ(3)  11.67 若杉　栞奈(3)  11.55 山本　柊(3)  11.54

深津 浜の宮 押部谷 浜の宮 武庫 浜の宮 神吉 播磨南

神村　莉緒(3)  12.51 (+1.4) 山本　早留香(3)  12.52 (-1.0) 古西　清乃(3)  12.68 (-1.0) 中野　菜乃(3)  12.72 (-1.0) 榎本　樹羅(3)  12.77 (-1.0) 鶴　真彩(3)  12.85 (+0.8) 山口　愛夏(3)  12.93 (+1.4) 玉田　若菜(3)  12.96 (-1.0)

松陽 旭丘 白鷺 浜の宮 氷丘 山口 渚 西脇南

藤原　采音(2)  12.83 (+0.9) 中家　愛希(2)  12.94 (+0.9) 大﨑　由布子(2)  13.14 (+0.9) 松浦　星乃(2)  13.16 (-0.2) 酒澤　朋花(2)  13.23 (-0.2) 白井　愛実(2)  13.24 (+0.9) 昌　琴音(2)  13.29 (+0.9) 石野　智深(2)  13.30 (+0.9)

小野 朝日 飾磨西 野々池 山陽 姫路灘 立花 西脇南

w (wind assist) : 追風参考

３年女子 3月26日 100m

２年女子 3月27日 100m

3月26日 走幅跳

3月27日 砲丸投

3月26日 100mH

3月27日 走高跳

3月26日 800m

3月27日 1500m

２年男子 3月27日 100m

共通女子 3月26日 200m

３年男子 3月26日 100m

3月26日 400m

3月27日 走幅跳

3月26日 砲丸投

3月26日 110mH

3月26日 走高跳

3月27日 1500m

3月26日 3000m

7位 8位

共通男子 3月27日 200m

3月27日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 （一般財団法人）兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫県中体連陸上競技

競技会名 第１回兵庫県中学生陸上競技記録会
期日・時刻 2016/3/27 審判長 佐藤貢･都藤将伸･小宿

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 記録主任 信近清志


