
平成平成平成平成23232323年度秋季陸上競技記録会年度秋季陸上競技記録会年度秋季陸上競技記録会年度秋季陸上競技記録会　　　　 ((((高等学校高等学校高等学校高等学校のののの部部部部)))) 平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月1111日日日日（（（（土土土土））））

成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表 （（（（大会大会大会大会コードコードコードコード：：：：11280303112803031128030311280303）））） 神戸神戸神戸神戸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（（（（競技場競技場競技場競技場コードコードコードコード：：：：281050281050281050281050））））

人数 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

569 １００ｍ 魚里  勇介(2) 10.74 竹中  勇人(3) 10.96 3位:伊山  裕人(2) 11.00 3位:永田  駿祐(3) 11.00 段林  翔希(1) 11.03 小林  文人(2) 11.06 渡邉  康裕(2) 11.09 中内  悠介(2) 11.15

滝川第二 +1.4 滝川第二 +1.4 関学 +1.4 市西宮 +3.2 滝川第二 +1.4 明石城西 +0.3 長田 +1.4 市西宮 +3.2

376 ４００ｍ 池    剛志(2) 49.95 近藤    巧(1) 50.05 藤田  慎也(3) 50.15 西川  晃輝(2) 50.35 荻野    翔(2) 50.39 6位:内海  湧斗(2) 50.44 6位:河﨑  慎吾(2) 50.44 下司  剛久(2) 50.52

社 市西宮 伊川谷北 龍野 社 姫路東 西宮東 明石城西

293 ５０００ｍ 下尾  一真(2) 14:56.6 藤本  裕介(2) 15:19.6 八代醍  卓(2) 15:31.5 濱田  佑一(2) 15:33.9 鮫島  英資(2) 15:35.3 守家  英斗(3) 15:35.6 山本  拓実(2) 15:36.7 安田    慎(2) 15:37.5

加古川西 加古川西 東播磨 加古川西 兵庫工 神戸 豊岡 加古川西

47 １１０ｍＨ 永田  駿祐(3) 14.79 間處  将太(2) 14.90 佐々木駿成(2) 15.46 下司  剛久(2) 15.61 宮本  崚平(1) 15.91 野間  啓暉(3) 16.07 宮澤  哲太(2) 16.14 中田  圭紀(2) 16.25

市西宮 +1.4 滝川第二 +1.4 小野 +1.4 明石城西 +1.4 明石城西 +1.4 明石商 +0.7 神戸甲北 +1.4 関学 +0.7

70 ４００ｍＨ 小林  文人(2) 54.43 古藤  拓哉(3) 55.48 佐々木駿成(2) 55.81 萩本    颯(3) 56.00 鈴木  拓資(2) 56.62 野間  啓暉(3) 56.84 水野    稜(2) 57.51 柳田  大雅(2) 57.95

明石城西 明石城西 小野 明石城西 出石 明石商 神戸科技 飾磨工

58 走高跳 松岡    涼(2) 1m92 北村  勇飛(2) 1m89 澤    直征(2) 1m86 松浦  啓太(1) 1m83 高田  純弥(2) 1m83 山﨑  玲央(1) 1m83 佐藤  颯真(2) 1m80 小東  星二(2) 1m80

県尼崎 社 飾磨 明石商 網干 滝川第二 小野 社

137 走幅跳 荻野    翔(2)   6m85 秦    涼太(1)   6m67 谷      馨(2)   6m53 名村  和希(2)   6m48 藤原  拓矢(2)   6m43 国友  亮太(2)   6m38 渡邉  康裕(2)   6m38 谷  真三朗(2)   6m37

社 +1.0 播磨南 +2.3 社 +2.2 高砂南 +2.8 神戸北 +2.6 北摂三田 +2.0 長田 +1.6 神戸甲北 +2.2

65 三段跳 谷  真三朗(2)  14m53 岩本  明大(2)  13m85 廣田英一郎(2)  13m57 岸本  貴文(2)  13m56 大橋  彰斗(1)  13m09 井上  浩明(2)  12m95 正司  尚暉(2)  12m83 小笠  智侑(1)  12m83

神戸甲北 +1.5 滝川第二 +2.7 加古川西 +1.6 兵庫商 +1.0 明石西 +0.3 小野 +1.9 津名 +3.0 明石 +0.1

59 砲丸投 森下  大地(2)  14m89 香山  勇輝(2)  14m24 大矢  崇明(1)  14m13 磯本  昂甫(2)  13m95 大長  龍平(1)  11m31 玉暉  活也(2)  11m16 駒井  康弘(3)  11m07 岡田    俊(1)  11m00

(6.000kg) 滝川 市尼崎 滝川 市尼崎 明石城西 加古川北 明石城西 神戸甲北

68 円盤投 原    友樹(3)  44m57 木村  尚平(3)  38m40 香山  勇輝(2)  36m92 秋山祐瑳久(2)  36m03 岡本  達宣(2)  33m74 待田  峻佑(1)  33m60 細川    浩(2)  33m18 8位:有吉  俊二(2)  33m16

(1.750kg) 長田 日生第三 市尼崎 明石商 高砂南 滝川第二 伊川谷北 龍野

8位:青木  弘太(1)  33m16

武庫荘総合

33 ハンマー投 中田  直太(3)  57m02 豊山  英裕(2)  51m93 近藤  康行(3)  45m86 下岡  佑亮(3)  44m39 松山  拓央(2)  42m46 磯本  昂甫(2)  42m23 鐘ヶ江静弥(2)  39m68 甲田  大貴(2)  36m92

(6.000kg) 市尼崎 姫路別所 松陽 三木東 洲本実 市尼崎 三木東 飾磨工

94 やり投 藤原  嵩大(3)  54m84 小山  智之(2)  49m86 森本  喬也(2)  48m85 神吉  拓実(1)  47m99 酒井  英希(2)  47m90 佐藤    嵩(2)  47m88 駒井  康弘(3)  47m62 川上    徹(2)  47m15

(0.800kg) 明石 滝川 津名 明石商 尼崎稲園 県尼崎 明石城西 社

人数 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

251 １００ｍ 淡田夏都香(1) 12.33 熊谷  美咲(2) 12.39 児玉  佐恵(3) 12.48 西山  沙優(1) 12.53 村上  彩花(2) 12.60 小山  結花(3) 12.64 角谷実咲歩(1) 12.70 福西穂乃佳(2) 12.72

兵庫 +2.8 夙川 +3.8 市尼崎 +2.8 夙川 +2.4 夙川 +2.8 姫路商 +2.8 滝川第二 +3.8 夙川 +2.1

170 ４００ｍ 西田  文香(3) 56.42 西山  沙優(1) 58.08 淡田夏都香(1) 58.20 浅野  史帆(3) 58.23 MEDRANOMITSUE(2) 59.29 中野絵理子(2) 59.50 西川はるの(3) 59.54 小松  未奈(2) 59.62

北摂三田 夙川 兵庫 加古川南 松陽 神戸龍谷 神戸甲北 夙川

149 ３０００ｍ 宗廣千寿穂(2) 10:09.1 井上  紗希(3) 10:19.4 田中  日菜(1) 10:24.1 平林    鈴(1) 10:27.0 井上  由貴(1) 10:28.3 田原  弥生(1) 10:29.7 入江  和佳(1) 10:35.4 8位:杉谷  優衣(1) 10:35.9

加古川西 市西宮 加古川西 姫路東 市西宮 明石西 小野 神戸甲北

8位:和田  彩花(2) 10:35.9

加古川北

51 １００ｍＨ 日高  眞妃(2) 14.60 田中  杏梨(2) 14.74 波壁  麻結(3) 14.97 矢内  桃子(3) 15.31 小林  美咲(2) 15.40 鷲見  千尋(1) 15.48 石原  杏奈(2) 15.64 成松  里紗(2) 16.16

夙川 +2.3 夙川 +2.3 神戸龍谷 +2.3 園田 +2.3 姫路東 +2.1 夙川 +2.3 市西宮 +2.3 北摂三田 +2.1

46 ４００ｍＨ 西田  文香(3)  1:00.81 小松  未奈(2)  1:03.40 田中  杏梨(2)  1:03.71 秦  なつめ(1)  1:05.40 志水    愛(2)  1:07.29 波壁  麻結(3)  1:07.52 宮田    薫(2)  1:08.28 山副  真穂(1)  1:08.69

北摂三田 夙川 夙川 夙川 神戸北 神戸龍谷 長田 兵庫

47 走高跳 原  香奈子(1) 1m66 大柿智奈美(2) 1m60 神崎  風香(2) 1m57 田中    碧(3) 1m57 西村  莉子(3) 1m54 入江  悠華(2) 1m54 7位:河野    葵(1) 1m54 7位:渡辺まりこ(2) 1m54

尼崎稲園 明石商 北須磨 神戸龍谷 滝川第二 明石商 夙川 明石商

85 走幅跳 相原  佐紀(2)   5m33 福西穂乃佳(2)   5m32 藤井まりあ(2)   5m29 住江    愛(2)   5m17 山口有理奈(1)   5m16 小南ひなの(1)   5m15 西田  真実(2)   5m09 北勝  千明(2)   5m06

長田 +3.9 夙川 +1.7 長田 +1.4 加古川西 +3.0 夙川 +3.6 飾磨 +1.9 高砂南 +1.7 北摂三田 +1.6

41 砲丸投 福田    彩(3)  11m53 山手  瑞貴(3)  11m03 工藤沙央里(2)  10m66 中島  美穂(2)  10m39 片桐  麻衣(2)  10m24 橋本かれん(1)  10m14 東    優季(1)  10m03 星長あゆみ(2)  10m01

(4.000kg) 姫路商 日ノ本 長田 市尼崎 洲本 夙川 姫路 姫路商

43 円盤投 加古ななみ(3)  40m39 松井  玲奈(2)  38m21 片桐  麻衣(2)  37m23 川口  未帆(2)  33m93 工藤沙央里(2)  32m99 板垣すみれ(3)  32m90 齋藤  朋香(1)  32m55 山手  瑞貴(3)  31m89

(1.000kg) 市尼崎 飾磨工 洲本 明石商 長田 三田祥雲館 明石商 日ノ本

56 やり投 弦田れい愛(2)  42m29 南    朱音(3)  39m25 須方  貴恵(2)  35m40 林    康香(2)  35m31 岩田恵莉子(1)  34m84 後藤  悠希(1)  34m15 小國眞美子(3)  33m03 細野  泰世(2)  32m23

(0.600kg) 夙川 日ノ本 龍野 兵庫 夙川 柏原 日ノ本 姫路商

※男子５０００ｍ・女子３０００ｍは、手動計時による

気象状況

天候 気温 風向・風速 湿度 天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時

( 9:00)
曇り 19.5℃ 北東　　1.8ｍ 63%

14:00
曇り 22.5℃ 北東　　2.2ｍ 43% 総総総総　　　   　　　   　　　   　　　   務務務務：：：：

10:00
曇り 20.5℃ 北　　　2.0ｍ 60%

15:00
曇り 22.0℃ 北北東　1.7ｍ 47% 記記記記            録録録録        主主主主        任任任任：：：：

11:00
曇り 21.5℃ 東北東　3.0ｍ 53%

16:00
曇り 21.5℃ 東北東　1.6ｍ 49% トラックトラックトラックトラック審判長審判長審判長審判長：：：：

12:00
曇り 22.0℃ 北東　　1.1ｍ 47%

17:00
曇り 21.0℃ 北北東　1.6ｍ 49% 跳跳跳跳　　　　躍躍躍躍　　　　審判長審判長審判長審判長：：：：

13:00
曇り 22.5℃ 北北東　1.5ｍ 47%

競技終了時

(17:30)
曇り 20.5℃ 北東　　1.9ｍ 52% 投投投投　　　　擲擲擲擲　　　　審判長審判長審判長審判長：：：：

藤藤藤藤　　　　田田田田　　　　和和和和　　　　洋洋洋洋

清清清清　　　　水水水水　　　　秀秀秀秀　　　　章章章章

山山山山　　　　口口口口　　　　幹幹幹幹　　　　夫夫夫夫

池池池池　　　　田田田田　　　　　　　　　　　　徹徹徹徹

藤藤藤藤　　　　井井井井　　　　晃晃晃晃　　　　正正正正

10月1日(土) 10月1日(土)
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