
平成26年8月20日(水)･21日(木)･22日(金)
成績一覧表 神戸ユニバー記念競技場（競技場コード：281050)

月 参加

日 人数

野村  航也(2) 11.15 畑中    晃(2) 11.28 原口    遼(2) 11.29 片岡  健介(2) 11.34 池澤  翔輝(2) 11.35 前田  康介(2) 11.40 毛利  貫汰(2) 11.46 大良  浩輝(2) 11.49

市西宮 市西宮 滝川第二 滝川第二 姫路商 関学 伊川谷北 三田松聖

池澤  翔輝(2) 22.45 原口    遼(2) 22.78 小中  勝貴(2) 22.81 片岡  健介(2) 22.87 大良  浩輝(2) 22.98 上野  由貴(2) 22.98 犬持    智(2) 23.18 山中  森羅(2) 23.19

姫路商 滝川第二 県伊丹 滝川第二 三田松聖 長田 洲本 有馬

井上    剛(2) 49.29 上野  由貴(2) 49.32 樋上奨太朗(2) 49.65 嶋原  耕平(2) 50.17 松田  恒輝(2) 50.60 仙波  大和(2) 51.24 大塚  弘城(2) 51.39 射場  光一(2) 51.77

葺合 長田 長田 北摂三田 白陵 飾磨工 須磨翔風 北摂三田

西村  陽貴(2)  1:53.15 福井  孝志(2)  1:56.13 大江  郁弥(2)  1:57.36 佐之瀨太智(2)  1:57.48 内山  優弥(2)  1:59.78 黒木  卓真(2)  2:00.43 松本龍太郎(2)  2:00.61 野間  紘久(2)  2:08.13

西脇工 NGR 三木 三田祥雲館 御影 西脇工 尼崎西 明石城西 須磨学園

西村  陽貴(2)  3:55.92 松岡  義基(2)  4:00.88 上村  宗平(2)  4:01.54 池田    親(2)  4:02.26 前田  隼弥(2)  4:05.52 富崎  弘郁(2)  4:06.68 石原  圭祐(2)  4:07.45 中山  雄太(2)  4:07.60

西脇工 NGR 姫路商 三木 西脇工 飾磨工 加古川西 加古川西 神戸

中園  誠也(2) 14:50.76 有馬  圭哉(2) 15:00.56 赤澤  健太(2) 15:10.28 松岡  義基(2) 15:19.01 西川雄一朗(2) 15:24.40 上村  宗平(2) 15:24.92 稲塲    聖(2) 15:34.49 松村  壮顕(2) 15:38.60

報徳 東播磨 西脇工 姫路商 須磨学園 三木 三木 報徳

１１０ｍＨ 三浦  祥人(2) 15.23 笹田    航(2) 15.33 野間  敬司(2) 15.33 松本  尚也(2) 15.44 渡邊    大(2) 15.87 丹下  恭介(2) 16.00 田中  宏武(2) 16.02 脇坂    伸(2) 16.22

(1.067m) 滝川第二 小野 市尼崎 加古川東 神大附中等 須磨東 明石 赤穂

４００ｍＨ 井上    剛(2) 54.41 塩見浩一朗(2) 55.33 武田  龍聖(2) 55.35 笹田    航(2) 55.51 斉藤    匠(2) 57.68 藤原  聖矢(2) 58.83 村上  友哉(2) 59.04 立脇    岬(2)  1:02.31

(0.914m) 葺合 柏原 姫路商 小野 飾磨工 八鹿 仁川 豊岡

八木  拓実(2)  9:28.08 安田  一平(2)  9:29.53 西    涼太(2)  9:32.96 塚本  友輝(2)  9:38.76 河津  優樹(2)  9:44.60 山本  篤志(2)  9:48.13 落合  恒太(2)  9:58.21 都築  直弥(2)  9:58.89

姫路商 西脇工 報徳 川西緑台 飾磨工 報徳 洲本 西脇工

井上  友康(2) 23:07.52 藤田  光輝(2) 23:09.88 岡畠  勇士(2) 23:10.64 吉田  哲基(2) 23:16.40 神原  陸人(2) 23:59.99 林    晋也(2) 24:39.42 古川  元揮(2) 24:50.20 中田  碩紀(2) 24:53.46

佐用 飾磨工 須磨友が丘 県西宮 市尼崎 市尼崎 県西宮 洲本実

矢嶋  隼也(2) 2m05 角田  滉貴(2) 1m93 中山  裕史(2) 1m90 坂口  裕規(2) 1m85 清水  敦史(2) 1m85 米谷  和樹(2) 1m85 7位:野間  滉太(2) 1m80 7位:杉山  千聖(2) 1m80

明石西 社 淡路三原 姫路工 出石 明石西 県西宮 津名

田中  亮輔(2) 4m00 木村  祐篤(2) 3m80

加古川北 武庫荘総合

西尾  友佑(2)   6m94 上田    洋(2)   6m83 山田  直輝(2)   6m76 田中  健太(2)   6m73 加古  裕馬(2)   6m71 東    和也(2)   6m52 野口  良太(2)   6m45 郁    泰幸(2)   6m44

滝川第二 +0.4 豊岡 +2.9 明石城西 +3.1 川西北陵 +1.7 高砂 +1.9 洲本実 +2.6 社 +1.8 武庫荘総合 -0.7

河田  悠希(2)  14m05 松下  隼也(2)  13m59 山田  直輝(2)  13m57 神田    実(2)  13m50 野口  良太(2)  13m34 佐藤  大悟(2)  13m31 森田  悠翔(2)  13m30 砂原  朊弥(2)  13m25

高砂 +1.2 星陵 +1.6 明石城西 +1.4 宝塚北 +3.9 社 +1.0 三木 +0.9 武庫荘総合 +1.4 東洋大姫路 +1.6

砲 丸 投 古賀  亮汰(2)  13m57 北川  広也(2)  12m94 榧垣  翔太(2)  12m70 西野  迅人(2)  12m48 山添  雄紀(2)  12m38 上村  拳矢(2)  12m34 瀧島  一輝(2)  12m22 藤原  海斗(2)  11m97

(6.000kg) 東播磨 伊丹北 豊岡 明石城西 市尼崎 武庫荘総合 武庫荘総合 三田松聖

円 盤 投 石井  光一(2)  43m38 福井  智幸(2)  40m73 瀧島  一輝(2)  38m88 岡田  優馬(2)  38m27 古賀  亮汰(2)  37m55 長谷川祥大(2)  37m54 岡崎  一輝(2)  36m23 豊原  悠平(2)  34m48

(1.750kg) 滝川 市尼崎 武庫荘総合 市尼崎 東播磨 兵庫 尼崎西 淡路三原

ハンマー投 福井  智幸(2)  54m71 米本    蒼(2)  49m73 寺岡  尚哉(2)  49m58 大町虎太郎(2)  48m52 中田  航平(2)  46m39 豊山  宇宙(2)  44m59 橘    佑樹(2)  41m31 片山    研(2)  39m01

(6.000kg) 市尼崎 姫路工 市尼崎 日生第三 淡路三原 東洋大姫路 東播磨 神戸北

や り 投 遠藤  穂高(2)  56m05 大塚  弘城(2)  54m34 都藤    元(2)  54m21 上村  拳矢(2)  53m59 石井  光一(2)  52m61 岡崎  一輝(2)  51m51 山田  智也(2)  50m98 田畑    遼(2)  50m91

(0.800kg) 尼崎西 須磨翔風 飾磨工 武庫荘総合 滝川 尼崎西 芦屋 西宮单

北摂三田  3:18.55 滝川第二  3:19.82 神戸科技  3:21.61 長    田  3:22.46 姫 路 商  3:22.53 飾 磨 工  3:23.45 県 伊 丹  3:25.49 姫路飾西  3:26.75

   嶋原  耕平(2)    前田    凌(1)    田中  直樹(2)    福井  正海(1)    福本  悠介(2)    浅井  愛斗(2)    村岡  竜次(2)    北脇  太基(2)

   射場  光一(2)    道下  巧也(1)    寺田  海斗(2)    上野  由貴(2)    池澤  翔輝(2)    圓尾  清太(2)    小中  勝貴(2)    小松原大聖(2)

   澤    直樹(1)    高瀩  遼平(2)    中村  啓吾(2)    平畑  友貴(1)    清水  大稀(1)    仙波  大和(2)    尾﨑  勇人(2)    富永  裕太(1)

   今西  優太(1)    藤原  広夏(1)    北谷  直輝(1)    樋上奨太朗(2)    相本  和真(1)    川原  優希(2)    石川  諒太(2)    秋山  幸希(2)

滝川第二 124点 姫路商 98点 西脇工 82点 市尼崎 76.5点 飾磨工 57点 報徳 50点 北摂三田 44点 武庫荘総合 36点

滝川第二 70点 姫路商 53点 西脇工 43点 市尼崎 33.5点 姫路西 32点 報徳 32点 飾磨工 26点 加古川東 25点

市尼崎 43点 滝川第二 39点 西脇工 39点 姫路商 38点 飾磨工 28点 武庫荘総合 26点 東播磨 21点 三木 21点

総　　　 務： 河 崎　哲 生 印

151校 NGR:大会新記録 为  催：兵庫県高等学校体育連盟 为  管：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部 記  録 主 任： 藤 田　和 洋 印

860名 　　　　兵庫陸上競技協会 後　援：神戸新聞社 ﾄﾗｯｸ審判長： 榎 本　隆 夫 印

※ 気象状況は1年女子の欄に記載 跳躍審判長： 清 水  秀 章 印

投てき審判長： 宮 永　正 俊 印
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 第66回　兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
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(大会コード：14281002)

最優秀選手 西村  陽貴　(西脇工)

男子総合
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