
第64回第64回第64回第64回　　　　兵庫兵庫兵庫兵庫リレーカーニバルリレーカーニバルリレーカーニバルリレーカーニバル
2016日本2016日本2016日本2016日本グランプリシリーズグランプリシリーズグランプリシリーズグランプリシリーズ　　　　・・・・　　　　第31回第31回第31回第31回オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック競技大会競技大会競技大会競技大会（2016/（2016/（2016/（2016/リオデジャネイロリオデジャネイロリオデジャネイロリオデジャネイロ））））代表選手選考競技会代表選手選考競技会代表選手選考競技会代表選手選考競技会 2016年4月23日2016年4月23日2016年4月23日2016年4月23日（（（（土土土土）24）24）24）24日日日日（（（（日日日日））））））））
第71回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会第71回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会第71回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会第71回国民体育大会第2次兵庫県選手選考競技会 ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場

日 部別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

一    般 ５０００ｍ 樋口  正明 14:18.81 野中  優志(3) 14:21.81 新庄  浩太 14:28.01 森田    司 14:29.10 益田賢太朗 14:32.20 木村  勇貴 14:34.32 浜田  泰輔(3) 14:38.37 谷本  旭洋 14:41.33
男    子 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ･京  都 関西学院大 NTT西日本･大  阪 山陽特殊製鋼 NTT西日本･大  阪 NTT西日本･大  阪 関西学院大･奈  良 住友電工

５０００ｍ 加藤    淳(3) 14:34.53 井上  大輝(2) 14:43.68 上村  亮太(3) 14:43.69 岡本  哲平(3) 14:44.59 石森  海晴(3) 14:44.94 遠藤  悠紀(3) 14:51.10 加井  虎造(3) 14:52.14 寺前  友喜(3) 14:53.59
高　　校 西脇工高 須磨学園高 西脇工高 飾磨工高 報徳高 報徳高 西脇工高 西脇工高
男　　子 ハンマー投 中村  美史(2)  62m41 服部  優允(3)  61m93 中川  達斗(3)  60m80 矢吹紘二郎(2)  56m96 廣田  歩夢(3)  56m25 吉田  明大(2)  56m08 辻村周平太(3)  55m93 中嶋    凌(3)  53m42

(6.000kg) 市尼崎高 NHHNHHNHHNHH　　　　NGRNGRNGRNGR 市尼崎高 NGRNGRNGRNGR 姫路工高 NGRNGRNGRNGR 姫路商高 姫路商高 自由ヶ丘高 自由ヶ丘高 八鹿高

一般・高校 走幅跳 松原  瑞貴   7m22 廣田英一郎(4)   7m18 木下  将一(3)   7m07 松下  翔一   7m00 田  弘道(2)   6m97 松本  慎也(3)   6m94 中瀬  太成(3)   6m92 林    風汰   6m92

男　　子 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ･新  潟 +0.8 関西学院大 -2.0 姫路西高 +0.8 神戸市陸協 -1.7 姫路商高 -0.5 関西学院大 +0.7 甲南大･広  島 +0.3 NTN･三  重 -0.0

高　　校 ３０００ｍ 後藤    夢(2)  9:32.03 太田  麻衣(2)  9:32.36 大西ひかり(1)  9:32.88 秋山あみる(3)  9:35.15 金山    琳(1)  9:36.67 村上  美桜(2)  9:42.66 礒野  恵梨(2)  9:44.31 鳴瀧ほのか(2)  9:47.38
女　　子 西脇工高 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 須磨学園高 西脇工高 西脇工高 須磨学園高

走高跳 原  香菜子(3) 1m68 荒木  志帆(1) 1m67 堰本  朱里(2) 1m67 町田  瑞季(4) 1m64 山口  更紗(3) 1m64 渡邉麻菜香(3) 1m64 松本  美夢(3) 1m61 8位:鐡丸美由紀(2) 1m58

関西学院大 武庫川女子大 武庫川女子大 園田学園女子大 園田高 太子高 武庫荘総合高 園田学園女子大･鹿児島

一般・高校 8位:木村知沙紀(2) 1m58
女　　子 園田高

円盤投 藤本  咲良(3)  41m70 北垣  真里  39m41 武藤さくら子(2)  38m31 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ ﾃｨﾅ(2)  37m99 山下  真依(2)  36m90 廣畑  万季(2)  36m50 加藤  博子(3)  36m25 西矢  可奈(3)  36m01

市尼崎高 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ 園田学園女子大 市尼崎高 明石城西高 武庫川女子大 園田高 園田学園女子大

３０００ｍ 川端  拳史(3)  8:57.42 岸本健太郎(3)  8:58.64 川畑  昇大(3)  8:58.64 水金  大亮(3)  8:58.80 喜多村  慧(2)  9:03.23 吉川    陽(3)  9:04.82 奥野  奏輝(3)  9:07.30 谷本  星輝(3)  9:08.33

福崎西 平野 飾磨西 多聞東 鹿島 赤穂西 小野 浜の宮

１１０ｍＨ(0.914m) 久保田倖輔(3) 14.51 村上    翔(3) 15.16 笹倉  颯太(3) 15.28 川元莉々輝(3) 15.47 土居  采暉(3) 15.58 山崎  時弥(3) 15.89 赤松  幸祐(3) 15.97 松本  颯平(3) 16.02

中　　学 風:-1.3 播磨南 西脇南 黒田庄 学文 青雲 播磨 三木東 御影
男　　子 走高跳 川元莉々輝(3) 1m80 山崎  時弥(3) 1m77 片岡  幸大(3) 1m74 辻    祐歩(3) 1m74 小林  恒方(3) 1m71 林    京汰(3) 1m68 福元暁士郎(3) 1m68 藤田  勇輝(3) 1m68

学文 播磨 西脇 日新 光ガ丘 本山 魚住 けやき台

砲丸投 執行  大地(3)  14m28 長谷川功斉(3)  12m60 砂原  礼季(3)  12m60 大島  秀太(3)  12m09 大村  将史(3)  12m02 森田  優斗(3)  11m86 西井  瑞希(3)  11m77 瀬戸口  譲(3)  11m70

(5.000kg) 平野 押部谷 安倉 大成 播磨 加古川 福崎東 北神戸

１５００ｍ 小林    朝(3)  4:38.71 平井きらら(3)  4:40.36 高橋  真子(3)  4:41.06 松尾  瞳子(2)  4:44.01 長岡  あず(2)  4:44.03 石黒  佑芽(3)  4:44.69 原田紗椰香(3)  4:46.63 大庭  結菜(3)  4:46.90

赤穂西 鈴蘭台 井吹台 加古川山手 姫路灘 稲美 加古川中部 大原

１００ｍＨ(0.762m) 江川  紀子(3) 14.52 吉村  美咲(3) 14.59 松永  朋子(2) 14.66 平山  亜美(3) 14.68 吉川  真央(3) 14.82 古西  清乃(3) 14.89 時本  愛咲(3) 14.98 佐藤  琴音(3) 15.01

中　　学 風:-0.8 平野 本多聞 小野 深津 学文 白鷺 ゆりのき台 荒井
女　　子 走幅跳 玉田  若菜(3)   5m25 小山  飛鳥(3)   5m23 高本  千鶴(3)   5m16 榎本  樹羅(3)   5m09 佐名  七虹(3)   5m01 髙本さくら(3)   4m98 牛尾  百映(2)   4m97 小西  菜夕(3)   4m97

西脇南 +1.6 高倉 +1.9 小野 +2.0 氷丘 +0.5 鈴蘭台 +1.1 舞子 -0.0 安室 +1.4 武庫東 +1.4

砲丸投 濵中  風夏(3)  13m19 山本    柊(3)  12m57 髙橋  奈々(3)  12m51 永井  桃花(2)  12m32 立石  鈴茄(3)  12m19 八木佑芽奈(3)  12m17 藤城  瑠菜(3)  11m95 徳田  ちこ(3)  11m68

(2.721kg) 深津 播磨南 押部谷 浜の宮 浜の宮 武庫東 志方 平岡南

１００ｍ 上江洲海琉(6) 13.16 萩原    諒(6) 13.38 市耒  慶次(6) 13.40 安保  祐希(6) 13.42 藤原  篤弥(6) 13.43 興津  侑太(6) 13.56 貝谷  香輔(6) 13.57 岸本  大輝(6) 13.73

風:-0.4 陵北(加古川市) 勝原(姫路市) 春日台(神戸市) 兵庫大開(神戸市) 市場(小野市) 八幡(姫路市) 明親(神戸市) 小野東(小野市)

小　　学 走高跳 田中康太郎(6) 1m34 梶原  康平(6) 1m29 三和龍之介(6) 1m29 深海  太雅(6) 1m29 内藤  広貴(6) 1m26 清水  魁里(6) 1m23 7位:中尾  琉晴(6) 1m20 7位:下田  楽人(6) 1m20
男　　子 増位(姫路市) 田原(神崎郡) 荒川(姫路市) 緑が丘東(三木市) 自由が丘(三木市) 伊川谷(神戸市) 龍野(たつの市) 鈴蘭台(神戸市)

走幅跳 萩原    諒(6)   4m98 谷口  蒼弥(6)   4m71 長谷川速士(6)   4m53 髙橋  佳汰(6)   4m45 星野  航成(6)   4m45 砂川  向希(6)   4m39 三木  颯太(6)   4m37 小深田涼人(6)   4m35

勝原(姫路市) -0.1 桜が丘(神戸市) -0.0 神崎(神崎郡) +0.7 米田(高砂市) +0.8 大久保(明石市) +0.8 市(南あわじ市) +0.2 的形(姫路市) +1.5 尾上(加古川市) -0.5

１００ｍ 吉島  ゆい(6) 13.45 永井  詩織(6) 13.92 内藤  香乃(6) 14.12 今津  花巴(6) 14.12 小暮  奏乃(6) 14.23 霜門  瑠依(6) 14.25 黒田  愛乃(6) 14.35 詫摩  美咲(6) 14.50

風:-0.5 高砂(高砂市) 瓦林(西宮市) 藤原台(神戸市) 荒井(高砂市) 荒井(高砂市) 北条(加西市) 白浜(姫路市) 荒井(高砂市)

小　　学 走高跳 中尾  日香(6) 1m33 金巨  奈々(6) 1m30 村崎  春奈(6) 1m27 宗澤 ｼﾞｭｴﾙ(6) 1m24 松岡  成美(6) 1m24 古家  咲輝(6) 1m24 平田  絢音(6) 1m24 8位:山口明日香(6) 1m21

女　　子 春日台(神戸市) NGRNGRNGRNGR 太田(揖保郡)  =GR =GR =GR =GR 西山(神戸市) 港島(神戸市) 谷上(神戸市) 上吉川(三木市) 網干西(姫路市) 龍野(たつの市)

8位:岩田  瑞希(6) 1m21

四郷(姫路市)

走幅跳 繁田  香春(6)   4m28 内藤  香乃(6)   4m21 木下  真衣(6)   4m20 村上  舞優(6)   4m13 山木  海黎(6)   3m97 小林    葉(6)   3m95 栗屋  友佳(6)   3m91 山口  未結(6)   3m90

宇仁(加西市) +0.1 藤原台(神戸市) -0.5 高丘西(明石市) +1.4 小野(小野市) +2.6 浜坂西(美方郡) +0.7 河合(小野市) +0.0 氷丘南(加古川市) +0.0 桜が丘(神戸市) +0.1

NHH:NHH:NHH:NHH:兵庫県高校新記録兵庫県高校新記録兵庫県高校新記録兵庫県高校新記録
NGR:NGR:NGR:NGR:大会新記録大会新記録大会新記録大会新記録 主主主主　　　　催 催 催 催 ／ ／ ／ ／ 兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会兵庫陸上競技協会
=GR:=GR:=GR:=GR:大会大会大会大会タイタイタイタイ記録記録記録記録 　　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社神戸新聞社・デイリースポーツ・デイリースポーツ・デイリースポーツ・デイリースポーツ

　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   　サンテレビジョン・ラジオサンテレビジョン・ラジオサンテレビジョン・ラジオサンテレビジョン・ラジオ関西関西関西関西
天候 湿度 風速 　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   　兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県・・・・兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会兵庫県教育委員会

開始時（10:00) 晴れ 56% 1.5m 　　　　   　　　　　   　　　　　   　　　　　   　神戸市神戸市神戸市神戸市・・・・神戸市教育委員会神戸市教育委員会神戸市教育委員会神戸市教育委員会
23日(土） 正　　午 曇り 58% 2.0m 後後後後　　　　援 援 援 援 ／ ／ ／ ／ 日本陸上競技連盟日本陸上競技連盟日本陸上競技連盟日本陸上競技連盟

終了時（18:54） 雨 81% 0.2m 協協協協　　　　賛 賛 賛 賛 ／ ／ ／ ／ アシックスジャパンアシックスジャパンアシックスジャパンアシックスジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社
開始時（9:30) 晴れ 40% 1.7m 協協協協　　　　力 力 力 力 ／／／／神戸学院大学神戸学院大学神戸学院大学神戸学院大学・・・・神戸神戸神戸神戸サウナサウナサウナサウナ＆＆＆＆スパスパスパスパ

24日(日） 正　　午 晴れ 43% 0.5m 　　　　  　　　　　  　　　　　  　　　　　  　ニシ スポーツ・ニチレクニシ スポーツ・ニチレクニシ スポーツ・ニチレクニシ スポーツ・ニチレク
終了時（18:32） 曇り 38% 2.9m 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 　　　　 　 長谷川体育施設長谷川体育施設長谷川体育施設長谷川体育施設・みなと・みなと・みなと・みなと銀行文化振興財団銀行文化振興財団銀行文化振興財団銀行文化振興財団
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総 務 吉井 道昭 印

トラック審判長 吉村 直樹 印

トラック審判長 榎本 隆夫 印

跳 躍 審判長 田中 耕治 印

投 擲 審判長 宮永 正俊 印

記 録 主 任 中川 広信 印


