
令和４年度 陸上競技部部員 

 男子 1 年 11 名  2 年 7 名  ３年４名  男子計 22 名 

 女子 1 年４名     2 年７名  3 年４名  女子計 15 名 

                           計 37 名 

以下、総体の結果をお知らせします。 

第 75 回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会神戸地区予選会 

2022 年 5 月 7 日（土）８日（日） ユニバー 
〔男子〕 

１００ｍ  高木 優太（3） 11.59（-1.8） 

小國 優斗（2)  12.51（-1.1） 

 

２００ｍ  高木 優太（3） 22.71（+0.4）13 位 

石井璃玖斗（2） 23.00（+0.4） 

小國 優斗（2)  24.72（+3.6） 

 

４００ｍ    梶原 康平（2） 52.87 14 位 

多禰 陸帆（2） 54.88 

 

８００ｍ  渡辺 海吏(2)   2:10.54 

 

１５００ｍ 橋本 友樹(3)  3:59.77 ４位 

渡辺 海吏(2)  4:13.42 

原田 拓海(3)  4:55.25 

 

５０００ｍ 橋本 友樹(3) 15:33.85 １２位 

原田 拓海(3)  19:25.51 

 

４００ｍH 梶原 康平（2） 59.07  4 位  

多禰 陸帆（2）1:01.31 10 位 

 

やり投    大西錬汰朗(2)  33m94 

  

走幅跳   木村 耕大(3)  5m38（-0.7） 

 

三段跳   石井璃玖斗（2）12m63（-0.7）６位 



 

４×１００ｍR  44.94        ４×４００ｍR    3:32.76  5 位 

(1)梶原 康平(2)              (1)木村 耕大(3) 

(2)髙木 優太(3)              (2)髙木 優太(3) 

(3)木村 耕大(3)              (3)梶原 康平(2) 

(4)石井璃玖斗(2)               (4)石井璃玖斗(2) 
 

 

〔女子〕 

１００ｍ  青木 暖佳(3)  13.41（-0.4） 

     筒井 千景(3)   13.96（+0.1） 

城下 梨乃(2)  14.35（-2.0） 

 

２００ｍ  青木 暖佳(3)   27.64（+2.6）22 位 

城下 梨乃(2)   29.34（+2.2） 

近藤 美織(2)   31.07（+1.4） 

 

１５００ｍ 岸本 真呼(2)   4:58.48 ８位 

      宮脇 咲良(3)   5:45.63 

      尾中 日和(2)   5:48.77 

 

３０００ｍ 岸本 真呼(2)   11:01.61 9 位 

      尾中 日和(2)   11:40.56 

宮脇 咲良(3)   12:09.11 

 

４００ｍH   筒井 千景(3)   1:10.00 7 位 

 

走幅跳   奥田 唯純(2)   4m66（+1.8）6 位 

 

三段跳   奥田 唯純(2)  10m11（+0.0）9 位 

 

４×１００ｍR 53.13       ４×４００ｍR  4:31.78 

(1)城下 梨乃(2)           (1)城下 梨乃(2) 

(2)奥田 唯純(2)           (2)青木 暖佳(3) 

(3)筒井 千景(3)           (3)奥田 唯純(2)   

(4)青木 暖佳(3)           (4)筒井 千景(3) 
 



第 75 回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会 

2022 年 5 月 27 日（金）～29 日（日） ユニバー 

〔男子〕 

1500m 橋本 友樹(3)  4:05.35 9 位 

5000m 橋本 友樹(3)  16:07.99 

三段跳  石井璃玖斗(2)  NM 

400mH  梶原 康平(2)  58.96 

多禰 陸帆(2)   1:01.29  

４×100mR   44.63     ４×400mR    3:29.55 
(1)梶原 康平(2)         (1)木村 耕大(3) 
(2)髙木 優太(3)         (2)髙木 優太(3) 
(3)木村 耕大(3)         (3)梶原 康平(2) 
(4)石井璃玖斗(2)        (4)石井璃玖斗(2) 

 

〔女子〕 

1500m 岸本 真呼(2)   5:03.04 
 
400mH 筒井 千景(3)    1:07.93 
 
三段跳 奥田 唯純(2)   10m18（-0.4） 
 
４×100mR    52.77            ４×400mR    4:21.69 
(1)城下 梨乃(2)                    (1)城下 梨乃(2) 
(2)奥田 唯純(2)                    (2)青木 暖佳(3) 
(3)筒井 千景(3)                    (3)奥田 唯純(2) 
(4)青木 暖佳(3)                    (4)筒井 千景(3) 

 
 
 
 
 



3 年生の総体までの自己記録 
 
髙木 優太(多聞東)  100m  11”44      200m   22”71 
橋本 友樹(桃山台)  1500m   3’59”77      5000m   15’27”77 
木村 耕大(神陵台)  100m  12”00     走幅跳   5m70 
原田 拓海(桜ヶ丘)  1500m  4’42”22    5000m  18’07”72 
筒井 千景(玉津)   100m  13”85     400mＨ  1’07”93 
青木 暖佳(星陵台)  100m  13”40        200m    28”08 
宮脇 咲良(玉津)   3000m   11’26”04     5000m  19’59”92 
 

※（  ）内は出身中学 
 
応援ありがとうございました。 
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