
平成24年度秋季陸上競技記録会　(高等学校の部) 平成24年10月13日（土）

成績一覧表 （大会コード：12280303） 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281050）

人数 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

499 １００ｍ 三崎  大樹(3) 10.85 大西  絢也(2) 10.92 中村  明仁(3) 11.10 4位:宮部真之介(2) 11.13 4位:西岡  春陽(2) 11.13 田尻    涼(2) 11.14 小林  龍成(2) 11.15 宇賀  優馬(2) 11.21
滝川第二 -0.2 滝川第二 +0.9 社 -0.3 姫路商 -0.3 市西宮 -0.2 八鹿 +0.9 滝川第二 -0.3 市西宮 -0.3

294 ４００ｍ 岸本  昂大(2) 48.77 大崎  健太(2) 49.23 宮部真之介(2) 49.45 大竹  翔太(2) 49.57 古西  洋哉(2) 49.58 小林  文人(3) 49.58 池    智志(2) 49.63 矢吹綜一郎(3) 50.07
姫路商 葺合 姫路商 津名 龍野 明石城西 神戸科技 姫路商

169 ５０００ｍ 棚池  祐馬(2) 15:08.53 渡邊  真也(2) 15:21.73 鮫島  英資(3) 15:33.76 末次  悠人(3) 15:36.76 新地  拓也(2) 15:39.14 池田  弘佑(2) 15:43.08 伊藤  彰秀(2) 15:43.36 谷口  雄哉(2) 15:45.34
龍野 津名 兵庫工 北摂三田 兵庫工 八鹿 柳 龍野

47 １１０ｍＨ 宮本  崚平(2) 15.64 金古  正也(1) 15.79 中島  弘貴(2) 15.97 田淵  貴志(1) 16.24 槙原  大輔(2) 16.26 松田  拓大(2) 16.34 浅野  僚太(2) 16.43 徳廣  祐希(2) 16.61
明石城西 -2.0 滝川第二 -2.0 神戸高塚 -2.0 滝川第二 -2.0 神戸北 -2.0 加古川西 -2.0 武庫荘総合 -2.0 姫路商 -2.0

49 ４００ｍＨ 小林  文人(3) 53.26 徳廣  祐希(2) 55.07 水野    稜(3) 55.11 志摩  有哉(1) 55.89 北野  裕介(2) 56.97 山澤  晃己(2) 57.34 西田琢久朗(2) 57.46 清水  和輝(2) 57.83
明石城西 姫路商 神戸科技 姫路商 姫路商 明石城西 神戸科技 北摂三田

55 走高跳 山﨑  玲央(3) 1m91 髙島  慶太(2) 1m91 小東  星二(3) 1m88 北村  勇飛(3) 1m85 田坂  裕喜(2) 1m85 6位:高田  雅人(1) 1m80 6位:金田  崇史(2) 1m80 6位:松本  滉生(2) 1m80
滝川第二 姫路商 社 社 高砂 姫路商 三田祥雲館 姫路工

6位:畑中  智貴(2) 1m80 6位:松本  良太(1) 1m80
武庫荘総合 姫路工

107 走幅跳 西岡  春陽(2)   6m69 三原  歩輝(2)   6m53 森本  亮文(3)   6m42 岸本  潤太(1)   6m38 西尾  武瑠(2)   6m32 西井  海斗(1)   6m18 中正  健太(1)   6m12 小笠  智侑(2)   6m08
市西宮 -0.1 飾磨工 +0.1 明石城西 +0.8 兵庫商 +1.0 明石商 -0.5 武庫荘総合 +1.5 姫路商 +2.1 明石 -0.3

72 三段跳 谷  真三朗(3)  14m29 岩本  明大(3)  13m82 藤井  政明(2)  13m31 髙島  慶太(2)  13m24 滿田  和希(2)  13m03 西井  海斗(1)  12m91 谷森  茂樹(2)  12m87 黒江  純平(2)  12m82
神戸甲北 +0.9 滝川第二 +0.0 神港学園 -1.2 姫路商 -1.0 姫路商 +1.2 武庫荘総合 -1.2 明石商 -1.0 社 -0.2

45 砲丸投 森下  大地(3)  14m94 香山  勇輝(3)  14m85 山本  剛士(2)  14m05 磯本  昂甫(3)  14m00 青木  弘太(2)  12m75 渡邉  建登(2)  12m60 角所  健太(2)  12m44 吉田凌太朗(1)  12m18
(6.000kg) 滝川 市尼崎 姫路商 市尼崎 武庫荘総合 市尼崎 淡路三原 龍野

76 円盤投 香山  勇輝(3)  38m87 渡邉  建登(2)  36m46 青木  弘太(2)  36m34 細谷  海人(2)  35m67 久保田健一郎(2)  35m64 大長  龍平(2)  35m22 井上  優希(2)  34m69 坂元  康晟(2)  34m53
(1.750kg) 市尼崎 市尼崎 武庫荘総合 報徳 篠山鳳鳴 明石城西 龍野北 宝塚東

38 ハンマー投 山本  剛士(2)  51m36 豊山  英裕(3)  50m65 後藤  昂平(2)  46m63 松山  拓央(3)  42m43 濵嵜  丈豪(2)  41m75 宮下    健(2)  41m65 岩谷  勇希(2)  39m84 逸見  康平(2)  37m95
(6.000kg) 姫路商 姫路別所 飾磨工 洲本実 姫路商 日生第三 日生第三 神戸北

87 やり投 室田  恭佑(2)  58m25 大佐田雅之(2)  53m06 小林  郁哉(2)  52m41 碓井  啓佑(2)  52m23 神吉  拓実(2)  52m16 上ノ坊  健(2)  50m71 中山  裕基(2)  50m10 稲葉  祐司(2)  49m71
(0.800kg) 尼崎西 伊川谷 市尼崎 長田 明石商 八鹿 津名 豊岡総合

人数 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

227 １００ｍ 有馬めぐみ(2) 12.66 下村  香穂(2) 12.82 西山  沙優(2) 12.92 福西穂乃佳(3) 12.95 小田  早織(1) 12.96 国田麻里奈(2) 12.97 寺﨑  清美(2) 13.00 森田  玲加(1) 13.01
北須磨 -1.8 夙川 -1.8 夙川 -1.8 夙川 -2.5 夙川 -2.5 園田 -2.7 園田 +0.0 園田 -2.7

123 ４００ｍ 西山  沙優(2) 57.10 下村  香穂(2) 57.46 高月  香奈(1) 58.50 岡  由依子(3) 58.74 加藤美音流(2) 58.82 中村    好(2) 59.50 藤川  亜子(1) 59.54 秦  なつめ(2) 59.61
夙川 夙川 夙川 姫路商 武庫荘総合 姫路商 夙川 夙川

89 ３０００ｍ 高田未生菜(1)  9:58.36 西川  栞里(2) 10:07.09 今川  綾菜(2) 10:09.17 鶴田  千春(3) 10:09.66 前田  紗枝(2) 10:15.74 吉島  奈那(2) 10:18.13 石上  文香(2) 10:28.49 杉谷  優衣(2) 10:29.17
淡路三原 夙川 夙川 夙川 夙川 夙川 津名 神戸甲北

51 １００ｍＨ 松岡  絵里(3) 14.54 野間友梨亜(1) 15.17 新川  涼香(3) 15.23 勢能  莉央(1) 15.24 神谷  菜々(1) 15.36 日高  眞妃(3) 15.44 乾    実紗(2) 15.57 近藤  玲名(1) 15.90
姫路商 -0.6 市尼崎 -0.6 園田 -0.6 夙川 -0.6 園田 -0.6 夙川 -0.6 県西宮 -0.6 姫路商 -1.3

36 ４００ｍＨ 秦  なつめ(2)  1:02.98 藤川  亜子(1)  1:03.09 平畑  真帆(1)  1:03.74 荒木  稜香(1)  1:03.77 小西  晴奈(1)  1:03.88 毎床  結紀(3)  1:04.64 小松  未奈(3)  1:05.15 竹内    毬(2)  1:05.43
夙川 夙川 園田 市西宮 姫路商 姫路商 夙川 日ノ本

40 走高跳 河野    葵(2) 1m68 高坂  優花(1) 1m56 川野  夏実(3) 1m56 東郷  杏耶(1) 1m53 入江  悠華(3) 1m53 三原  愛咲(1) 1m53 武田  真帆(2) 1m50 岡本  奈緒(1) 1m50
夙川 夙川 園田 滝川第二 明石商 姫路商 夙川 姫路商

71 走幅跳 濵本  果音(1)   5m43 坂元  里穂(2)   5m36 藤野    茜(1)   5m32 小西  晴奈(1)   5m26 三原  愛咲(1)   5m18 三﨑  千優(1)   5m13 小南ひなの(2)   5m08 大浦  沙紀(1)   5m04
姫路商 +1.7 姫路商 +3.8 三田祥雲館 +0.8 姫路商 +1.0 姫路商 +0.2 姫路商 +0.3 飾磨 +2.5 夙川 +1.9

38 砲丸投 内田千香子(2)  11m57 守岡  紗希(1)  11m37 永田    栞(3)  11m18 廣畑  万季(1)  11m18 橋本かれん(2)  10m65 細見  綾香(2)  10m49 熊副のぞみ(1)  10m40 西村  優希(1)   9m74
(4.000kg) 姫路商 夙川 姫路商 姫路商 夙川 園田 長田 市尼崎

50 円盤投 内田千香子(2)  37m51 阪本  莉星(2)  33m95 武藤さくら子(1)  33m67 鶴田  恭葉(1)  33m24 吉田  悠夏(1)  32m96 原田  佳奈(2)  32m62 乾    友香(1)  32m39 齋藤  朋香(2)  30m66
(1.000kg) 姫路商 園田 明石商 市尼崎 明石城西 洲本 市西宮 明石商

56 やり投 細野  泰世(3)  38m09 永田    栞(3)  36m79 仁里  歌那(1)  36m50 岩田恵莉子(2)  34m56 村元    楓(2)  32m07 乾    友香(1)  30m85 正賀  千裕(2)  30m75 濱  いつか(2)  30m22
(0.600kg) 姫路商 姫路商 淡路三原 夙川 神戸龍谷 市西宮 神戸科技 園田

気象状況
天候 気温 風向・風速 湿度 主催：一般財団法人兵庫陸上競技協会 総　　　   務：

競技開始時

( 9:00) 晴れ 21.5℃  南東 　0.8ｍ 57% 主管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記   録  主  任：
12:00 晴れ 21.5℃ 南南東　0.9ｍ 57% トラック審判長：

競技終了時

(17:38) 曇り 20.5℃ 東北東　1.4ｍ 60%

跳　躍　審判長：
投　擲　審判長：

10月13日(土)
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山　口　幹　夫

清　水　秀　章

藤　田　和　洋
池　田　　　徹

藤　井　晃　正

榎　本　隆　夫


