
平成平成平成平成２１２１２１２１年度兵庫県高等学校地区別記録会年度兵庫県高等学校地区別記録会年度兵庫県高等学校地区別記録会年度兵庫県高等学校地区別記録会〔〔〔〔丹有地区丹有地区丹有地区丹有地区〕（〕（〕（〕（競技会競技会競技会競技会コードコードコードコード09282305092823050928230509282305））））

丹有丹有丹有丹有

氏名　校名 氏名　校名 氏名　校名 氏名　校名 氏名　校名 氏名　校名 氏名　校名 氏名　校名

11"48 天野  暁允　3 11"60 高岸  正和　2 11"64 藤本  聖也　3 11"73 片岡  皓基　2 11"76 伊藤  尚揮　3 11"81 森本　史弥　3 11"84 藤中    翼　3 11"85 阿部  祥大　3

-1.6 三田祥雲館 -1.6 三田松聖 -1.6 篠山鳳鳴 +0.0 三田西陵 -1.6 三田学園 +0.0 篠 山 産 +0.1 篠山鳳鳴 -1.6 北摂三田

23"22 高岸  正和　2 23"23 天野  暁允　3 23"65 阿部  祥大　3 23"88 片岡  皓基　2 23"90 江上  晃平　2 23"98 伊藤  尚揮　3 24"03 坂口　大悟　1 24"22 江富  寛明　3

-0.8 三田松聖 -0.8 三田祥雲館 -0.8 北摂三田 -1.9 三田西陵 -0.8 篠 山 産 -0.8 三田学園 -0.8 三田学園 -0.8 三田松聖

赤井  勝哉　2 横内  一貴　3 藤中    翼　3 森本  寛崇　3 池田    純　3 藤本  聖也　3 西村  大作　2 村上  雄太　2

篠 山 産 北摂三田 篠山鳳鳴 三田学園 三田学園 篠山鳳鳴 篠山鳳鳴 篠山鳳鳴

三次  礼旺　3 前    祐輔　2 中村  太軌　3 谷口  浩一　3 森本  寛崇　3 小林  亮介　2 吉中　健人　3 村岡　慶介　2

北摂三田 三田祥雲館 北摂三田 三田松聖 三田学園 北摂三田 有　　馬 柏　　原

浦澤  吉宏　3 前    祐輔　2 細見    光　2 後藤  弘行　2 宇田  朋哉　3 大場  健央　2 休田　翔太　1 金川　朋樹　1

篠山鳳鳴 三田祥雲館 篠山鳳鳴 三田松聖 北摂三田 三田祥雲館 三田学園 三田学園

谷川  徹弥　3 岡　　純平　3 嶋田    凌　3 園田　悠介　3 大谷  章悟　3 西口  翔太　2 大野  裕平　3 源　　康介　1

北摂三田 三田松聖 北摂三田 篠山鳳鳴 北摂三田 三田祥雲館 柏　　原 三田学園

18"29 安田  洋亮　2 18"54 山添  一碧　3 19"35 宇野　晃平　1 19"36 畑　　博之　3

-0.8 三田祥雲館 -0.8 三田松聖 -0.8 三田学園 -0.8 篠 山 産

武村  庸平　3 大田  智基　2 伊田　佑真　3

三田松聖 北摂三田 篠 山 産

秋山翔太朗　3 島崎  裕基　3 太田  健斗　3 小谷  晋平　3 石井  雄基　2 田口  智也　3 宮尾    晶　2 由良　健二　3

三田学園 北摂三田 三田西陵 三田松聖 三田松聖 三田学園 有　　馬 柏　　原

小野彰一郎　3

三田学園

村上  雄太　2 坂口　大悟　1 武村  庸平　3 田口  幸季　2 北本　暁裕　3 利根  勇太　2 森本　史弥　3 西脇  悠太　2

藤本  聖也　3 伊藤  尚揮　3 江富  寛明　3 亀﨑  洋平　2 大田  智基　2 赤井  勝哉　2 伊田　佑真　3 天野  暁允　3

西村  大作　2 池田    純　3 高岸  正和　2 髙見  浩平　3 横内  一貴　3 江上  晃平　2 畑　　博之　3 友金  輝幸　3

藤中    翼　3 石村　雄基　3 山添  一碧　3 片岡  皓基　2 阿部  祥大　3 高木    準　2 大内　雄太　3 瀬戸口  渉　2

谷口  浩一　3 坂口　大悟　1 天野  暁允　3 片岡  皓基　2 江上  晃平　2 神山　嘉宏　3

小谷  晋平　3 伊藤  尚揮　3 瀬戸口  渉　2 濱邉　優樹　3 高木    準　2 伊田　佑真　3

高岸  正和　2 石村　雄基　3 松﨑  亮太　2 田口  幸季　2 大槻    亮　2 木下　義也　3

武村  庸平　3 池田    純　3 杉田  脩武　2 亀﨑  洋平　2 赤井  勝哉　2 畑　　博之　3

北本　暁裕　3 安田  洋亮　2 松本  純平　3 杉田  脩武　2 佐々木仁士　2 太田　　滉　3 1m70 高木    準　2 辻    良介　2

北摂三田 三田祥雲館 篠山鳳鳴 三田祥雲館 柏　　原 柏　　原 (６位) 篠 山 産 三田松聖

6m03 婦木　誠弥　3 5m94 亀﨑  洋平　2 5m80 村上  雄太　2 5m58 中川  太一　2 4m97 神山　嘉宏　3 2m95 西脇  悠太　2

+0.2 柏　　原 +0.4 三田西陵 +0.5 篠山鳳鳴 +0.3 三田祥雲館 +0.0 篠 山 産 +0.0 三田祥雲館 0 0

12m10 髙瀨  智生　3 11m84 岡田  哲典　2 11m77 大下  翔吾　2 11m46 亀﨑  洋平　2 11m34 辻    良介　2

+0.2 三田西陵 +1.2 柏　　原 +1.6 北摂三田 -0.5 三田西陵 +0.3 三田松聖 0 0 0

角田  直樹　2 石川  智規　2 松林　龍彦　3 福西  亨介　3 松﨑  亮太　2 西本  光貴　2 岩澤  豊弘　2

三田祥雲館 三田松聖 有　　馬 篠山鳳鳴 三田祥雲館 柏　　原 柏　　原

角田  直樹　2 米谷  仁吾　3 藤原　康嗣　3 福西  亨介　3 田村　啓将　3 斎藤　浩輝　3 上岡  剛士　2 西本  光貴　2

三田祥雲館 篠山鳳鳴 有　　馬 篠山鳳鳴 有　　馬 北摂三田 北摂三田 柏　　原

米谷  仁吾　3 岩澤  豊弘　2

篠山鳳鳴 柏　　原

石村　雄基　3 小森  勝也　2 濱邉　優樹　3 斎藤　浩輝　3 倉    直登　3 湊　　一樹　2 西本  光貴　2 葉狩修一郎　3

三田学園 三田松聖 三田西陵 北摂三田 篠山鳳鳴 三田祥雲館 柏　　原 篠山鳳鳴

主催 兵庫県高等学校体育連盟丹有支部

尼崎市陸上競技協会

平成２１年４月１１日

男男男男　　　　子子子子 成成成成　　　　　　　　績績績績　　　　　　　　表表表表 尼崎記念公園陸上競技場（競技場コード281040） 地区名地区名地区名地区名

月日 種目
参加
人員

風力
1 2 3

記録 記録

4 5 6 7

4/11 100m 34

8

記録 記録 記録 記録 記録 記録

4/11 400m 17

4/11 200m 20

49"96 52"31 52"69 54"2253"29 53"45 54"71

4/11 800m 21 2'02"56 2'05"58

53"89

2'08"90 2'09"492'08"09 2'08"63

4/11 1500m 22

2'06"30 2'06"37

4'14"93 4'18"71 4'27"06 4'39"714'27"37 4'35"13 4'40"08

4/11 5000m 24 15'42"35 15'57"66

4'37"68

17'01"59 17'32"5016'54"51 16'57"82

4/11 110mH 5

16'48"87 16'53"69

4/11 400mH 3 57"18 58"38

4/11 3000mSC 12

1'00"54

10'20"74 10'38"55 10'43"62 11'15"2210'45"03 11'02"41 11'29"04

4/11 5000mW 2 25'35"89

11'10"28

4/11 4x100R 8

44"66 45"11 45"15 45"16 45"33

篠 山 産 三田祥雲館

45"55 46"01

4/11 4x400R 7

46"51

篠山鳳鳴 三田学園 三田松聖 三田西陵 北摂三田 篠 山 産

3'35"37 3'36"57 3'37"56 3'40"94 3'41"90

三田松聖 三田学園 三田祥雲館 三田西陵 篠 山 産 篠 山 産

3'51"70

1m864/11 走 高 跳 8 1m651m80 1m75

4/11 走 幅 跳 6

1m701m80 1m80

4/11 砲 丸 投 9

4/11 三 段 跳 5

11m52 10m70 10m37 7m1110m22 10m15

4/11 円 盤 投 10 30m11 26m84

8m75

22m17 20m3525m00 24m68

4/11
ハ ン マ ー

投
2

26m77 26m06

40m82 28m72

4/11 や り 投 15 47m80 43m21 41m41 39m22 38m76 36m54 35m48 35m15

山内冨美雄 印参 加 校 数 9
記録主任 植村　庸平 印

参 加 人 員 141 ◎兵庫高校新・□丹有高校新・○大会新・△大会タイ ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 山内冨美雄 印
総務 近藤　和彦 印

ﾄﾗｯｸ審判長


