
日付 種目

安田　悠生(3)  10.96 (+1.1) 中嶋　樹(3)  11.17 (+1.1) 土居　采暉(3)  11.17 (+1.1) 岡本　直也(3)  11.25 (+1.1) 小林　拓未(3)  11.26 (+1.1) 山岡　右京(3)  11.27 (+1.1) 久保田　倖輔(3)  11.35 (+1.1)

川西 GR 上甲子園 青雲 けやき台 西脇南 塩瀬 播磨南

溝口　塁生(3)  10.96 (+1.1)

野々池 GR

竹内　涼城(3)  22.67 (-0.1) 山岡　右京(3)  22.68 (-0.1) 土居　采暉(3)  22.86 (-0.1) 塚原　啓太(3)  22.88 (-0.1) 枝川　尚輝(3)  23.11 (-0.1) 仲田　圭吾(3)  23.17 (-0.1) 橋本　拓音(3)  23.29 (-0.1) 大石　崇寿(3)  23.50 (-0.1)

朝日 塩瀬 青雲 日高東 押部谷 甲陵 灘 豊岡北

砂田　晟弥(3)  50.10 竹内　涼城(3)  50.22 塚原　啓太(3)  50.81 遠近　正陽(3)  51.38 橋本　拓音(3)  52.37 中嶋　佑(3)  52.61 上谷　朋樹(3)  55.60 蜂須賀　辰政(3)  55.87

置塩 朝日 日高東 三田学園 灘 日高東 豊岡北 朝霧

遠近　正陽(3)  2:02.89 中嶋　佑(3)  2:04.02 西田　怜矢(3)  2:04.35 三宅　大和(3)  2:05.29 武田　拓樹(3)  2:05.67 江田　健人(3)  2:06.12 吉田　圭太(3)  2:09.55 森川　隼成(3)  2:10.11

三田学園 日高東 魚住東 篠山 宝塚第一 二見 立花 太子東

小西　健介(3)  4:08.52 岸本　健太郎(3)  4:08.52 吉原　篤(3)  4:08.86 藤谷　将希(3)  4:11.74 橋本　遼佑(3)  4:12.38 川畑　昇大(3)  4:12.79 武田　拓樹(3)  4:13.15 六萬　悠斗(3)  4:13.53

須磨学園 平野 猪名川 南ひばりガ丘 平野 飾磨西 宝塚第一 鹿島

岸本　健太郎(3)  8:55.73 川畑　昇大(3)  8:58.00 水金　大亮(3)  8:58.59 吉原　篤(3)  8:59.51 藤谷　将希(3)  9:06.33 谷本　星輝(3)  9:08.29 橋本　遼佑(3)  9:09.78 杉浦　大輔(3)  9:11.17

平野 飾磨西 多聞東 猪名川 南ひばりガ丘 浜の宮 平野 井吹台

久保田　倖輔(3)  14.14 (-0.5) 村上　翔(3)  14.78 (-0.5) 川元　莉々輝(3)  14.87 (-0.5) 山崎　時弥(3)  15.12 (-0.5) 笹倉　颯太(3)  15.16 (-0.5) 唐渡　匠吾(3)  15.20 (-0.5) 中村　彰吾(3)  15.26 (-0.5) 松本　颯平(3)  15.54 (-0.5)

播磨南 西脇南 学文 播磨 黒田庄 山口 日高東 御影

けやき台  43.99 日高東  44.12 香住第一  44.36 豊岡北  44.81 西脇南  45.10 小田  45.23 瓦木  45.40 朝日  49.45

山本　宙(3) 中嶋　佑(3) 西川　宇宙(3) 岩本　大夢(3) 篠原　崇秀(3) 奥山　浩喜(2) 岡田　優仁(3) 井上　拓実(3)

谷　純太朗(3) 今井　亮佑(3) 奥田　愛斗(3) 上谷　朋樹(3) 村上　翔(3) 大山　拓人(3) 鹿山　匠(3) 竹内　涼城(3)

藤田　勇輝(3) 塚原　啓太(3) 今西　陽樹(3) 黒崎　柚紀(3) 細見　亮汰(2) 堺谷　賢太郎(3) 鎮西　吟之丈(3) 岡本　颯斗(3)

岡本　直也(3) 中村　彰吾(3) 田淵　悠大(3) 大石　崇寿(3) 小林　拓未(3) 原田　準(3) 清水　椋平(3) 野田　将太郎(3)

林　京汰(3)  1.85 中村　彰吾(3)  1.80 川元　莉々輝(3)  1.75 中戸　大樹(3)  1.75 稲場　大悟(3)  1.70 福元　暁士郎(3)  1.70

本山 日高東 学文 衣川 今津 魚住

三原　彰真(3)  1.75 濱田　峻(3)  1.70

北神戸 神戸長坂

吉田　肖聡(3)  4.00 奥田　愛斗(3)  3.80 西田　隆希(3)  3.80 福地　泰生(3)  3.60 東　寛人(3)  3.60 玉置　麗音(3)  3.40 前田　惠多(3)  3.20 崎山　響喜(3)  3.00

氷丘 香住第一 湊川 学文 日高東 大成 日高東 小田北

安田　悠生(3)  6.68 (+0.5) 近藤　勇(3)  6.48 (+1.4) 井村　慧士(3)  6.47 (+0.1) 中嶋　樹(3)  6.46 (+1.2) 中野　虎依(3)  6.34 (+1.0) 三木　史音(3)  6.28 (+0.3) 宮下　倫太郎(3)  6.24 (+0.4) 末吉　隼人(3)  6.16 (+0.5)

川西 市島 野々池 上甲子園 大久保北 魚住 平野 玉津

井村　慧士(3)  13.28 (-0.3) 小林　賢士郎(3)  13.07 (+1.5) 近藤　勇(3)  12.87 (+0.1) 片岡　幸大(3)  12.61 (+0.6) 山本　侑輝(3)  12.51 (-0.1) 松原　健斗(3)  12.51 (-0.6) 岡本　颯斗(3)  12.42 (+0.2) 岩﨑　ひかり(3)  12.33 (-0.7)

野々池 日高東 市島 西脇 有野北 日新 朝日 浜脇

執行　大地(3)  14.89 石原　唯斗(3)  13.56 山根　慎平(3)  12.91 大村　将史(3)  12.81 長谷川　功斉(3)  12.68 大島　秀太(3)  11.99 森田　優斗(3)  11.95 佐々木　智隆(3)  11.31

平野 大津 香寺 播磨 押部谷 大成 加古川 山口

執行　大地(3)  46.12 長谷川　功斉(3)  42.32 大島　秀太(3)  38.53 永森　智也(3)  37.07 増田　有真(3)  35.68 上村　拓也(3)  35.22 森田　優斗(3)  32.15 松元　春樹(3)  31.89

平野 GR 押部谷 GR 大成 姫路灘 立花 日高東 加古川 小田北

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟・兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会 陸協名 神戸市陸上競技協会

競技会名 兵庫県中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2016/9/25 審判長 佐藤　貢・小宿義幸・

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

9月25日 400m

9月24日 800m

7位 8位

男子 9月25日 100m

9月24日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月24日 110mH

9月24日 4x100mR

9月25日 1500m

9月24日 3000m

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24日 砲丸投

9月25日 円盤投



日付 種目

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟・兵庫陸上競技協会・兵庫県教育委員会 陸協名 神戸市陸上競技協会

競技会名 兵庫県中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2016/9/25 審判長 佐藤　貢・小宿義幸・

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

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

古西　清乃(3)  12.12 (+0.7) 中野　菜乃(3)  12.38 (+0.7) 榎本　樹羅(3)  12.44 (+0.7) 山本　早留香(3)  12.49 (+0.7) 立岩　杏珠(3)  12.63 (+0.7) 鶴　真彩(3)  12.63 (+0.7) 中尾　美優(3)  12.68 (+0.7) 平山　亜美(3)  12.74 (+0.7)

白鷺 浜の宮 氷丘 旭丘 神河 山口 多田 深津

中野　菜乃(3)  25.28 (+0.9) 山本　早留香(3)  25.30 (+0.9) 中尾　美優(3)  25.41 (+0.9) 鶴　真彩(3)  25.54 (+0.9) 山田　逸子(3)  25.65 (+0.9) 佐藤　明日香(3)  26.21 (+0.9) 笹山　明日香(3)  26.27 (+0.9) 紙谷　早織(3)  26.70 (+0.9)

浜の宮 旭丘 多田 山口 青雲 福崎西 青雲 大原

小林　朝(3)  2:13.76 神澤　桃(3)  2:16.38 高橋　真子(3)  2:17.49 中本　香(3)  2:19.32 古原　夏音(3)  2:19.74 大庭　結菜(3)  2:19.75 樽本　つかさ(3)  2:21.46 原田　紗椰香(3)  2:25.22

赤穂西 三木東 井吹台 上ヶ原 星陵台 大原 姫路灘 加古川中部

小林　朝(3)  4:37.13 神澤　桃(3)  4:40.23 原田　紗椰香(3)  4:41.04 中本　香(3)  4:41.83 平井　きらら(3)  4:43.43 大庭　結菜(3)  4:44.09 樽本　つかさ(3)  4:44.87 古原　夏音(3)  4:44.88

赤穂西 三木東 加古川中部 上ヶ原 鈴蘭台 大原 姫路灘 星陵台

平山　亜美(3)  14.33 (+0.2) 江川　紀子(3)  14.47 (+0.2) 檜垣　真由(3)  14.65 (+0.2) 永井　晶(3)  14.90 (+0.2) 竹村　清子(3)  15.13 (+0.2) 池川　葉月(3)  15.17 (+0.2) 髙橋　奈々(3)  15.38 (+0.2)

深津 平野 啓明学院 飾磨西 御影 鈴蘭台 押部谷

荒井  49.97 西脇南  50.24 山陽  50.57 深津  50.63 飾磨西  50.81 青雲  50.96 瓦木  51.05 山口  51.17

中村　百花(3) 高崎　心(3) 畠　愛結(1) 井上　夏希(1) 尾ノ井　羅奈(3) 山本　せな(2) 大森　夢菜(2) 水谷　南月(3)

久合田　麻結(3) 石野　智深(2) 酒澤　朋花(2) 葛谷　美結(2) 永井　晶(3) 笹山　明日香(3) 市川　紗有(2) 畠山　麻友(3)

塩田　莉加(3) 藤原　楽生(2) 芝原　奈子(2) 大西　希美(3) 三木　双葉(1) 西岡　くるみ(2) 松本　耀(2) 甲斐　直子(3)

佐藤　琴音(3) 玉田　若菜(3) 山本　弥央(3) 平山　亜美(3) 吉識　史央里(3) 山田　逸子(3) 大道　真琳(3) 鶴　真彩(3)

井上　紗耶加(3)  1.67 山村　琴美(3)  1.55 西岡　瞳(3)  1.50 紙谷　早織(3)  1.50 市原　知紘(3)  1.50 池川　葉月(3)  1.45 前田　百音(3)  1.45 西山　絵梨香(3)  1.45

北神戸 GR 姫路灘 園田東 大原 由良 鈴蘭台 福崎西 市島

榎本　樹羅(3)  5.43 (+1.6) 玉田　若菜(3)  5.15 (+1.7) 中野　風香(3)  5.14 (+0.8) 高本　千鶴(3)  5.07 (0.0) 小西　菜夕(3)  5.00 (-0.2) 高崎　心(3)  4.95 (+0.4) 竹村　清子(3)  4.94 (-0.2) 小山　飛鳥(3)  4.93 (0.0)

氷丘 西脇南 湊川 小野 武庫東 西脇南 御影 高倉

髙橋　奈々(3)  15.02 濵中　風夏(3)  12.91 福井　杏(3)  12.53 関　美幸里(3)  12.09 小川　由有(3)  11.92 若杉　栞奈(3)  11.84 瀬戸　杏奈(3)  11.72 八木　佑芽奈(3)  11.63

押部谷 深津 武庫 武庫東 深津 神吉 朝日 武庫東

濵中　風夏(3)  32.10 八木　佑芽奈(3)  31.34 竹内　亜美(3)  29.56 山本　柊(3)  29.15 小川　由有(3)  29.09 岡本　夏実(3)  28.55 山尾　真悠(3)  28.40 東中　理子(3)  27.15

深津 武庫東 神吉 播磨南 深津 姫路高丘 朝霧 朝霧

女子 9月25日 100m

9月24日 200m

9月24日 100mH

9月24日 4x100mR

9月24日 800m

9月25日 1500m

9月25日 砲丸投

9月24日 円盤投

9月25日 走高跳

9月25日 走幅跳


