
>>> 陸上競技部 >>> 

<男子> 

(大会名)第 70回近畿高等学校駅伝競走大会  (場所)兵庫県南あわじ市 (日時)11月 24日 

総合第 5位 西脇工業高等学校 区間賞第 2位 松尾昂来 

(大会名) 兵庫県高等学校駅伝競走大会 (場所) 兵庫県篠山市 (日時) 11月 10日 

優勝 西脇工業 

第 1区区間賞 松尾昂来 第 3区区間賞 吉井来斗 第 4区区間賞 吉川陽 第 6区区間賞 岩本拓真 

(大会名) 第 71回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 (場所) 兵庫県神戸市 (日時) 8月 20日～8月 22日 

2年男子 1500m 第 3位 藤井利哉        2年男子 5000m 第 3位 藤井利哉 

1年男子 5000m 第 2位 寺本京介        1年男子 5000mW 第 2位 持田海勢 

1年男子 3000mSC 第 2位 吉田光希 

(大会名) 第 72回東播高等学校総合体育大会陸上競技大会 (場所) 兵庫県加古川市 (日時) 9月 21日～9月 22日 

男子 1500m 第 3位 河邉瑠星        男子 5000m 第 2位 松浦大智 

男子 5000mW 第 1位 服部悠平       男子 5000mW 第 2位 梶原日向 

男子 5000mW 第 3位 持田海勢 

(大会名)第 87回兵庫陸上競技選手権大会 (場所)兵庫県神戸市 (日時)7月 6日~7月 7日 

男子 1500m  第 3位 吉川陽  男子少年 B3000m 第 3位 寺本京介 

男子 5000m  第 1位 松尾昂来 

(大会名)第 72回近畿高等学校陸上対校選手権大会 (場所)大阪府大阪市 (日時)6月 13日～6月 16日 

男子 1500m 第 4位 吉川陽   男子 5000m 第 4位 松尾昂来 

男子 3000mSC 第 8位 吉井来斗 

(大会名) 第 72回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 (場所)兵庫県神戸市 (日時)5月 1日 

男子高校生以上 5000m 第 1位 宮永一輝 



(大会名) 第 59回東播高等学校陸上競技対校選手権大会 (場所)兵庫県加古川市 (日時)5月 11日～5月 12日 

男子総合  第 3位 西脇工業高等学校 

男子 1500ｍ  第 1位 吉川陽  第 2位 谷本星輝 

男子 3000ｍ障害  第 1位 宮永一輝 第 2位 吉井来斗 

第 3位 原塚達己 

男子 5000m  第 1位 吉川陽  第 2位 松尾昂来 第 3位 藤井利哉 

男子 5000mW  第 2位 松本天翔 

(大会名) 第 72回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会 (場所)兵庫県神戸市 (日時)5月 31日~6月 2日 

男子 1500m  第 1位 吉川陽  第 5位 谷本星輝 

男子 3000m障害  第 1位 吉井来斗 

男子 5000m  第 5位 吉川陽  第 6位 松尾昂来 

男子総合  第 7位 西脇工業高等学校 

(大会名) 第 67回兵庫リレーカーニバル (場所)兵庫県神戸市 (日時)4月 20日～4月 21日 

3,000ｍ  第 1位 8’25’50” 吉川陽 

<女子> 

(大会名)第 35回女子近畿高等学校駅伝競走大会 (場所)兵庫県南あわじ市 (日時)11月 24日 

総合第 4位 西脇工業高等学校 区間賞第 3位 松井晶 

(大会名) 女子兵庫県高等学校駅伝競走大会 (場所) 兵庫県篠山市 (日時) 11月 10日 

第 2位 西脇工業 

(大会名) 第 7回全国高等学校陸上競技選抜大会    (場所) 大阪府長居市   (日時) 8月 31日～9月 1日 

2000m障害 第 4位 久保希蘭々 

(大会名) 第 52回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会    (場所) 和歌山県和歌山市  (日時) 9月 13日～9月 15日 

女子 2年 800m 第 3位 久保希蘭々           女子 1年 5000mW 第 3位 八木美羽 



女子 1年 5000mW 第 1位 小原未佑羽 

(大会名) 第 71回兵庫県高等学校陸上競技ユース対校選手権大会 (場所)兵庫県神戸市 (日時)8月 20日～8月 22日 

 1年女子 800m  第 3位 松井晶  2年女子 800m   第 1位 久保希蘭々 

 1年女子 1500m  第 2位 八木美羽 2年女子 3000m  第 2位 宗佐菜々実 

 1年女子 3000m  第 3位 八木美羽 1年女子 5000mW 第 1位 小原未佑羽 

(大会名)第 87回兵庫陸上競技選手権 (場所)兵庫県神戸市 (日時)7月 6日~7月 7日 

女子 5000m  第 2位 雲丹亀美月 女子 800m  第 2位 久保希蘭々 

(大会名) 第 59回東播高等学校陸上競技対校選手権大会 (場所)兵庫県加古川市 (日時)5月 11日～5月 12日 

女子 800m 第 1位 松井 晶  女子 800m 第 3位 久保希蘭々 

女子 1500m 第 1位 雲丹亀美月 女子 1500m 第 2位 八木美羽 

女子 1500m 第 3位 宗佐菜々実 女子 3000m 第 1位 雲丹亀美月 

女子 3000m 第 2位 八木美羽 女子 3000m 第 3位 陰山 朋佳 

女子 5000m W 第 1位 小原未佑羽 

(大会名)第 63回兵庫県高等学校総合体育大会 (場所)兵庫県神戸市 (日時)5月 31日~6月 2日 

女子 800m 第 2位 松井 晶  女子 800m 第 5位 久保希蘭々 

女子 1500m 第 5位 雲丹亀美月 女子 1500m 第 6位 八木 美羽 

女子 3000m 第 6位 雲丹亀美月 女子 3000m 第 7位 八木 美羽 

>>> 男子バレーボール部 >>> 

 (大会名)東播高等学校バレーボール新人大会 (場所)明石市 (日時)12月 25日-26日 

   兵庫県立西脇工業高等学校 第 3位 

   優秀選手賞 小林太陽 

(大会名) 第 2回兵庫県高等学校 4人制ビーチバレーボール大会 (場所)兵庫県 (日時)6月 23日 

4人制バレーボール大会 準優勝 藤井 雪文  有元 祐登 



(大会名) 平成 31年度東播高等学校バレーボール春季大会 (場所)兵庫県明石市 (日時)4月 27日~4月 28日 

優秀選手賞 藤井 雪文 

>>> 女子バレーボール部 >>> 

(大会名)東播高等学校バレーボール春季リーグ戦 (場所)兵庫県東播地区 (日時)4月 13日～4月 14日 

4部リーグ第 1位 兵庫県立西脇工業高等学校 

ベストサポーター賞 兵庫県立西脇工業高等学校 

4部優秀選手賞 橋本 希愛 

>>> 空手道部 >>> 

(大会名) 第 94回国際親善全国空手道選手権大会      (場所) 兵庫県姫路市    (日時) 7月 20日～7月 21日 

女子個人組手 第 3位 辻侑月                  女子個人形 第 3位 辻侑月 

(大会名)第 18回猪杯空手道大会          (場所) 兵庫県三木市     (日時) 8月 31日   

男子団体組手  

第 2位 女子団体組手                      第 1位 女子個人組手  

第 3位 宮﨑稜  

(大会名) 平成 31年度東播高等学校春季空手道大会 (場所)兵庫県姫路市 (日時)5月 5日 

男子団体組手 第 2位 西脇工業高等学校 男子個人組手 第 2位 福井 翔 

男子個人形 第 2位 福井 翔   男子個人組手 第 3位 前田 龍優 

女子個人組手 第 1位 辻 侑月   女子個人形 第 1位 辻 侑月 

女子個人組手 第 2位 宮崎 稜   女子個人形 第 3位 宮崎 稜 

>>> 柔道部 >>> 

(大会名) 第 68回兵庫県高等学校柔道大会東播地区予選大会    (場所) 兵庫県加古川市   (日時) 9月 21日～9月 22日  

種目 記録 名前 男子団体戦 

第 3位 男子個人戦             第 2位 内橋秀太 男子個人戦 



第 3位 草譯恵太 男子個人戦      第 3位 西垣志穏 

(大会名) 第 8回多可町柔道大会      (場所) 兵庫県多可町      (日時) 7月 14日  

一般の部  

第 2位 内橋秀太                 第 3位 谷優太朗  

(大会名) 第 47回東播磨健民柔道大会  (場所) 兵庫県加古川市     (日時) 9月 8日  

一般男子段外の部  

第 1位 草譯恵太 一般男子初段の部    第 3位 徳平康紘  

(大会名)東播高等学校春季柔道大会  (場所)加古川市立武道館 (日時)4月 20日 

男子 60㎏級 第 2位 内橋 秀太 

>>> 卓球部 >>> 

(大会名)第 73回北番地区夏季卓球大会 中高大会 (場所)小野市 (日時)7月 27日 

 男子学校対抗 1部 優勝 西脇工業 A 

 男子学校対抗 2部 優勝 西脇工業 D 

(大会名)第 72回北播地区春季卓球大会・中高大会 (場所)小野市 (日時)3月 24日 

男子学校対抗 1部 優勝 兵庫県立西脇工業高等学校 

女子学校対抗 2部 優勝 兵庫県立西脇工業高等学校 

>>> バスケットボール部 >>> 

(大会名)小野市長北播バスケットボール大会 (場所)小野市 (日時)3月 24日～3月 26日 

高校男子の部 第 3位  吉田 庄太郎 

高校男子の部 優秀選手 井上 喬仁 

>>> 水泳部 >>> 

(大会名) 令和元年度東播高等学校総体 水泳競技大会 (場所)兵庫県社高校 (日時)8月 10日～8月 11日 

 女子 50m平泳ぎ 第 4位  谷口日菜 



>>> 吹奏楽部 >>> 

(大会名)第 42回吹奏楽コンクール東播地区大会 (場所)加古川市 (日時)7月 26日 

 高等学校 S部門 銀賞 西脇工業高等学校 

>>> 剣道部 >>> 

(大会名)剣道段位審査会 (場所)兵庫県淡路市 (日時)11月 3日 

三段昇段 赤松慎平 

>>> 機械工学部 >>> 

(大会名)ひょうご高校生ロボット競技大会 2019 (場所)兵庫県姫路市 (日時)11月 3日 

リモコン式ロボット部門第 3位 藤原拓未 


