
第33回兵庫県小学生陸上競技大会 平成21年10月18日（日）

成績一覧表 （大会コード：09280109） 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281050）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

92 18日 ５年  １００ｍ 髙濵　亮太(5) 13.72 上田　大樹(5) 13.74 北原　寛人(5) 13.78 久保　優輝(5) 14.29 本母　紘平(5) 14.35 香嶋　隼斗(5) 14.39 草野　　颯(5) 14.43 嶋田　欣哲(5) 14.59

風:-1.4 荒井(高砂市) 生野(朝来市) 鳥飼(洲本市) 小野東(小野市) 城陽(姫路市) 石海(揖保郡) 錦浦(明石市) 高砂(高砂市)

100 18日 ６年  １００ｍ 岩本　拓磨(6) 13.12 若原　笙弥(6) 13.18 亀山　尚汰(6) 13.43 松田　　椋(6) 13.47 松田　恒輝(6) 13.52 石川　　遼(6) 13.59 久保　裕哉(6) 13.65 西畑　　篤(6) 13.87

風:-2.3 九会(加西市) 山口(朝来市) 福良(南あわじ市) 八千代北(多可郡) 広畑(姫路市) 美賀多台(神戸市) 糸引(姫路市) 下東条(小野市)

68 18日 ５年１５００ｍ 井上　　蓮(5)  4:55.92 岩本　麿呂(5)  4:56.64 岩見　秀哉(5)  4:59.11 上村　亮太(5)  5:03.35 原田　和輝(5)  5:15.11 丸谷　洋太(5)  5:16.18 森本健太郎(5)  5:16.21 上田　賢太(5)  5:17.47

中番(小野市) 明石JRC(明石市) 鶴居(神崎郡) 三木(三木市) 粟賀(神崎郡) 浜坂南(美方郡) 阿弥陀(高砂市) 米田西(高砂市)

80 18日 ６年１５００ｍ 森　　脩帆(6)  4:37.66 上村　宗平(6)  4:42.36 池田　　親(6)  4:51.61 松澤　　陸(6)  4:52.56 藤田　大智(6)  4:53.48 山内　恒輝(6)  4:53.76 樋上奨太朗(6)  4:56.07 安田　一平(6)  4:58.68

城乾(姫路市) 中番(小野市) 加古川RC(加古川市) 三木(三木市) 自由が丘東(三木市) 明石JRC(明石市) 高倉台(神戸市) 賀集(南あわじ市)

55 18日 共通  ８０ｍＨ 小林　宗哉(6) 12.91 松尾　凌也(6) 13.11 村西　良太(6) 13.20 中島　　佑(6) 13.20 野村　奏太(6) 13.24 桂　　大輝(6) 13.25 釜本　　樹(6) 13.35 津熊　洸樹(6) 13.39

風:-1.7 八木(姫路市) 英賀保(姫路市) 佐野(淡路市) 飾磨(姫路市) 福良(南あわじ市) 越部(たつの市) 水上(姫路市) 小野(小野市)

87 18日  共通 小野(小野市) 53.30 越部(たつの市) 53.42 福良(南あわじ市)  53.53 八木(姫路市) 53.67 大久保(明石市) 53.74 荒井(高砂市) 53.82 下東条(小野市) 54.19 福崎(神崎郡) 54.65

  ４×１００ｍ    長濱竜太郎(6)    山本　菖太(6)    池田　達輝(6)    鎌田　信三(6)    桜井　達真(6)    堀本　元太(5)    森口　康太(6)    中農　　翔(6)

   津熊　洸樹(6)    楠　　良介(6)    野村　奏太(6)    片岡　健介(6)    宮井　雄大(6)    山本　虎宗(6)    西畑　　篤(6)    藤本　拓真(6)

   冨田　昂志(6)    梅谷　将司(6)    新田　黎斗(6)    西田　　樹(6)    高辻　宏明(6)    青木　達也(6)    山上　大貴(6)    布尾　龍平(6)

   横山　太一(6)    桂　　大輝(6)    亀山　尚汰(6)    小林　宗哉(6)    衣笠　　海(6)    髙濵　亮太(5)    岸本　拓也(6)    小國　琢磨(6)

62 18日  低学年 小野(小野市) 57.18 英賀保(姫路市) 58.12 米田西(高砂市) 58.21 阿弥陀(高砂市) 58.74 加古川(加古川市)  58.98 高砂(高砂市) 59.12

  ４×１００ｍ    冨田　雅之(5)    内山　大輝(5)    安田　匠利(5)    松本　泰生(5)    上田　啓司(5)    倉谷　陸矢(5)

   稲岡　宏陽(4)    井上　尚樹(4)    岩﨑　湧大(4)    野々村淳平(4)    上田　　寛(4)    丘田　龍弥(4)

   藤井　　輝(4)    花田麻久都(4)    加茂　亮汰(4)    吉島　秀信(4)    加藤　望実(4)    松永　晃季(4)

   冨田　博之(5)    木下　将一(5)    中澤　理緒(5)    小林　海斗(5)    FUGALACE悟心(5)    嶋田　欣哲(5)

37 18日 ５年   走高跳 小川　文也(5) 1m25 2位:岡村明日斗(5)  1m20 2位:三木　悠馬(5)  1m20 山本　涼平(5) 1m20 菅野　翔太(5) 1m15 5位:小林　虎生(5)  1m15 小川　　寮(5) 1m15 8位:上岡　　龍(5)  1m15

錦が丘(明石市) 高須(西宮市) 水上(姫路市) 小野東(小野市) 八幡(姫路市) 市場(小野市) 広田(南あわじ市) 飾磨(姫路市)

8位:瀧川　雅輝(5)  1m15

賀集(南あわじ市)

45 18日 ６年   走高跳 小島　悠資(6) 1m38 織邊　諒助(6) 1m38 藤田　大誠(6) 1m35 小國　琢磨(6) 1m35 魚田　寛治(6) 1m30 6位:連　　　貫(6)  1m30 6位:松本　侑也(6)  1m30 成豊　夏生(6) 1m30

八幡(姫路市) 本山第三(神戸市) 伊川谷(神戸市) 福崎(神崎郡) 白浜(姫路市) 小野(小野市) 市(南あわじ市) 荒井(高砂市)

62 18日 ５年   走幅跳 桐本　豪虎(5)   4m57 山本　雄大(5)   4m44 大西　俊輝(5)   4m05 豊田　祐真(5)   4m02 冨田　雅之(5)   4m01 藤井　　基(5)   3m99 藤里　和輝(5)   3m88 米村　祥聡(5)   3m86

高須(西宮市) +0.2 本多聞(神戸市) -0.8 石海(揖保郡) +1.4 大蔵(朝来市) +0.1 小野(小野市) +0.1 的形(姫路市) -0.5 佐野(淡路市) +0.4 網干西(姫路市) +1.0

68 18日 ６年   走幅跳 藤原　和真(6)   4m87 岩本　賢也(6)   4m75 藤本　拓真(6)   4m68 服部　滉平(6)   4m66 三浦　優斗(6)   4m59 三輪　歩夢(6)   4m56 小田垣　賢(6)   4m55 清田　尚吾(6)   4m47

枚田(朝来市) -0.1 河合(小野市) -0.7 福崎(神崎郡) -0.1 市場(小野市) -0.6 広畑第二(姫路市)   +0.7 田原(神崎郡) +0.2 梁瀬(朝来市) -0.9 西神吉(加古川市)   -0.4

47 18日   ５年 高部　隼渡(5)  62m05 森蔭　翔太(5)  58m62 大野　雅也(5)  58m04 福本　尚哉(5)  55m41 長栄　勇樹(5)  55m17 高橋　智成(5)  55m13 村瀬仁一朗(5)  54m42 西田　昂平(5)  53m45

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 北条(加西市) 広畑(姫路市) 粟賀(神崎郡) 高岡(神崎郡) 白浜(姫路市) 丸山(神戸市) 石海(揖保郡) 榎列(南あわじ市)

45 18日   ６年 松原　邦晃(6)  76m31 藤本　浩輔(6)  74m85 山田　　将(6)  73m86 杉原　滉斗(6)  72m11 吉田　　凌(6)  70m22 橘　　奎杜(6)  69m07 岡田　和也(6)  67m53 谷川　藍玖(6)  66m60

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 枚田(朝来市) 田原(神崎郡) 山口(朝来市) 中町南(多可郡) 比延(西脇市) 小束山(神戸市) 大部(小野市) 北条(加西市)

参加校数 １１２４人

参加人員 ２０７校

気象状況
天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時
(09:00) 晴 22.5℃ 東　　 　0.7ｍ 54% NGR:大会新記録
(10:00) 晴 24.0℃ 南南東   2.2ｍ 53% 主       催： 兵庫陸上競技協会 総       務： 高 橋　秀 知 印

(12:00) 晴 24.0℃ 南南東   3.0ｍ 43% 後       援： 兵庫県教育委員会 記 録 主 任： 中 川  広 信 印

(14:00) 晴 23.5℃ 南東     2.3ｍ 45% 神戸市教育委員会 トラック審判長： 池 亀  治 樹 印

(16:00) 晴 22.5℃ 南南東   2.1ｍ 47% 神戸新聞社 フィールド審判長： 高 寄  俊 秀 印
競技終了時
(17:06) 晴 22.0℃ 南東     1.6ｍ 58% 株式会社 アシックス
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