
第64回兵庫県民体育大会　　第63回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 平成22年5月3日（月）
　　兼　第65回国民体育大会 第３次選考競技会　第27回兵庫県小学生リレー競技大会 （大会コード：10280004） 三木総合防災公園陸上競技場 （競技場コード：281070）

性別 種別 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 矢野  昌幸 10.95 平田  勝士(3) 10.96 柳川  裕介(3) 11.12 長谷川竜志(3) 11.34 岡田  敏彦 11.35 田中  悠登(3) 11.40 魚里  勇介(1) 11.49 後藤  知宏 11.67

風:-3.5 加東市･加東市陸協 丹波市･大阪体育大 東灘区･関西学院大 西  区･滝川第二高 姫路市･兵庫ｱｽﾘｰﾄ 洲本市･洲本高 洲本市･滝川第二高 朝来市･朝来市陸協

４００ｍ 高野  将弘 47.78 西本    翼(4) 48.28 赤井  勝哉(3) 49.10 吉田  瑛佑(3) 49.32 森田  雄大(3) 49.38 藤田  遊海(3) 49.65 三輪  裕城(3) 49.72

洲本市･洲本市陸協 灘  区･神戸大 篠山市･篠山産高 中央区･神戸科技高 東灘区･甲南大 赤穂市･赤穂高 姫路市･姫路西高

５０００ｍ 山西  大貴(4) 14:44.91 佐野  拓馬(3) 14:47.86 中山   賢太(3) 14:51.62 米田  大輝(1) 14:52.00 赤松  宏樹(3) 14:54.80 西山  和範 15:06.91 澤    圭洋 15:12.06 津田  圭祐(3) 15:13.65

灘  区･神戸大 須磨区･須磨学園高 西宮市･県西宮高 尼崎市･大阪経済大 西脇市･西脇工高 姫路市･新日鉄広畑 伊丹市･住友電工 相生市･姫路商高

１１０ｍＨ 福田  博之 14.56 山根  雅斗(3) 14.82 谷  浩二朗(3) 14.92 田中    昂(3) 15.04 伊藤  正美 15.12 笠目  裕貴(4) 15.36 廣瀬  達也(1) 15.41 雜賀  裕士(3) 15.49

風:-1.1 西  区･茗友ｸﾗﾌﾞ NGR 西宮市･関学高 西  区･滝川第二高 垂水区･星陵高 赤穂市･大阪体育大 明石市･大阪体育大 東灘区･大阪教育大 養父市･八鹿高

棒高跳 津田  英也 4m90 山方  諒平(3) 4m60 高鍋    凌(3) 4m30 4位:大石  淳平(2) 4m30 4位:岡本  大史(2) 4m30 神吉  由馬(2) 4m20 中嶋  智弘(2) 4m00

尼崎市･尼崎市陸協 尼崎市･市尼崎高 明石市･明石商高 加古郡･明石商高 加古郡･明石商高 加古川･明石商高 明石市･明石商高

走幅跳 文野  湧綺(3)   7m02 中垣  匠登(3)   6m87 森田智比呂   6m86 井上  貴斗(3)   6m75 藤本  拓也(3)   6m71 藤原祐太郎(2)   6m64 高橋  守杜(3)   6m63 川﨑  和也(3)   6m58

明石市･明石商高 +0.4 須磨区･北須磨高 +1.3 尼崎市･ﾀｲﾓｽﾎﾟｰﾂ +1.3 西  区･滝川第二高 +1.4 西脇市･社高 +0.8 加東市･社高 +1.2 西  区･伊川谷高 +1.8 姫路市･姫路高 +1.5

砲丸投(6.000kg) 藤原  祥晃(2)  14m47 竹内  宏伸(3)  14m46 安田  賢一(2)  14m03 栗木  隼人(2)  13m73 中林  達紀  13m23 池田  富雄  13m18 服部  修治(3)  13m01 望月  雄介(3)  12m83

中央区･神戸科技高 西  区･滝川第二高 尼崎市･市尼崎高 西宮市･関西学院大 赤穂市･兵庫県立大 加古川･兵庫投擲倶楽部 須磨区･北須磨高 姫路市･姫路商高

やり投 玉置  正徳  60m88 梶原  清昭  60m54 濱田  祐輔(3)  60m17 碓井    涼(3)  57m15 井内  次郎  55m41 吉江  明広  55m25 上田    響(2)  55m06 清水  義昭  54m65

男 三木市･兵庫県警 高砂市･高砂市陸協 明石市･大阪産業大 中央区･神戸科技高 姫路市･兵庫ｱｽﾘｰﾄ 尼崎市･ﾀｲﾓｽﾎﾟｰﾂ 豊岡市･近畿大豊岡高 加古川･兵庫投擲倶楽部

１００ｍ 段林  翔希(3) 11.60 村上  拓巳(3) 11.72 宮部真之介(3) 11.90 松本  慎也(3) 11.94 下原口嗣人(3) 11.96 近藤    巧(3) 12.01 高瀬  未来(3) 12.12 水原  健太(3) 12.20

風:-2.4 北  区･鈴蘭台中 西  区･岩岡中 姫路市･安室中 篠山市･篠山東中 伊丹市･伊丹南中 西宮市･甲陵中 三田市･狭間中 淡路市･津名中

４００ｍ 高橋  祐満(3) 51.29 古西  洋哉(3) 51.69 河崎  広幸(3) 51.93 岸    隼也(2) 52.75 上吉川孝史(3) 53.23 今福  亮斗(3) 53.41 秋村  透利(3) 53.67 下屏  龍一(3) 53.69

西宮市･学文中 たつの･御津中 明石市･朝霧中 北  区･有野北中 姫路市･広畑中 尼崎市･大庄北中 西宮市･平木中 宝塚市･西谷中

３０００ｍ 藤原  滋記(3)  8:59.51 長谷川  隼(3)  9:00.47 小林    陸(3)  9:08.83 田邊  卓也(3)  9:11.42 柴田  裕平(3)  9:16.10 山本  拡央(3)  9:20.05 井田健太郎(3)  9:21.04 稲田    隆(3)  9:21.89

加古川･平岡中 小野市･旭丘中 三木市･三木東中 加西市･泉中 須磨区･滝川中 西宮市･甲武中 西  区･太山寺中 赤穂郡･上郡中

１１０ｍＨ(0.914m) 橋本  貴史(3) 14.75 知福    隼(3) 15.29 香山  誉仁(3) 15.42 江本  啄也(3) 15.82 高田  幸広(3) 15.84 6位:松田  拓大(3) 15.96 6位:羽馬  直樹(3) 15.96

風:-1.2 姫路市･大津中 神崎郡･福崎東中 加古川･氷丘中 神崎郡･福崎東中 西宮市･甲武中 加古郡･稲美北中 篠山市･篠山中

子 走高跳 栃尾    楓(3) 1m77 山崎  玲央(3) 1m74 3位:畑中  智貴(3) 1m68 高島  慶太(3) 1m68 岸本  拓洋 1m68 加島  匡信(3) 1m68 8位:林    広大(3) 1m68

伊丹市･伊丹南中 中央区･港島中 西宮市･上ヶ原中 姫路市･姫路高丘中 西脇市･西脇中 西宮市･上甲子園中 南あわ･南淡中

3位:高田  博文(3) 1m68 8位:橋本  知洋(3) 1m68

姫路市･安室中 明石市･朝霧中

砲丸投(5.000kg) 渡邉  建登(3)  14m10 石山    歩(2)  13m51 大矢  崇明(3)  13m36 中尾  大和(3)  12m06 山本  剛士(3)  11m86 吉田凌太郎(2)  11m77 阪上  貴浩(3)  11m55 小松  圭偉(3)  11m31

西宮市･深津中 神崎郡･福崎東中 姫路市･姫路東中 加古川･志方中 姫路市･花田中 揖保郡･太子西中 宝塚市･南ひばりｶﾞ丘中 北  区･唐櫃中

４×１００ｍ 姫路市･姫路市 42.84 三田市･三田市 43.07 西宮市･西宮市 43.09 洲本市･洲本市 43.38 東灘区･東灘区 43.72 北区･北  区 43.76 伊丹市･伊丹市 43.99 明石市･明石市 44.32

   橋本  貴史(3)    玉城  慶一(3)    高田  幸広(3)    大西  絢也(3)    太田  尚吾(3)    富田  裕敬(3)    坂本  優太(3)    安本  嗣雄(3)

   宮部真之介(3)    高岸  正和(3)    山根  雅斗(3)    魚里  勇介(1)    永吉  琢人(3)    福本  悠樹(3)    下原口嗣人(3)    河崎  広幸(3)

   山田  裕貴(2)    高瀬  未来(3)    近藤    巧(3)    川    和克(2)    高橋    裕(3)    宮脇  勇治(3)    横井  京介(2)    春山  太希(3)

   岡田  敏彦    岡    竜平(3)    河﨑  雄一(3)    田中  悠登(3)    柳川  裕介(3)    段林  翔希(3)    稲田  昇平(1)    西尾  和真(3)

４×１００ｍ 小野･小野市 53.58 大久保･明石市 54.63 英賀保･姫路市 54.74 荒井･高砂市 55.23 自由が丘･三木市 56.30 別府西･加古川 57.40 伊川谷･西  区 58.54 高岡･神崎郡 59.35

   冨田  博之(6)    尾崎  温大(5)    東    大虞(6)    鎌谷  達哉(6)    後藤  僚太(6)    本田  成哉(6)    尾崎  友耶(6)    藤後  良太(6)

   吉田  悠真(6)    中村  数敏(6)    木下  将一(6)    中山  朋亮(6)    増成  優人(6)    津田  尚紀(6)    飛田  勇哉(6)    柴田  雄貴(5)

   近藤  秀人(6)    江夏    伸(6)    内山  大輝(6)    山本  拓摩(6)    安藤  駿介(6)    丸山    諒(6)    藤村  厚斗(6)    神月  雄斗(6)

   冨田  雅之(6)    門田  瑞希(6)    礒川  結大(6)    髙濵  亮太(6)    藤本  泰範(6)    竹内  航平(6)    高月  彬人(6)    山本  航輝(5)

ＮＧＲ：大会新記録

気象状況
天候 気温(℃) 風向 風速（ｍ） 湿度（％） 主催：兵庫陸上競技協会・兵庫県体育協会

開始時( 9:00) 晴れ 20.5 南東 0.4 60

正午時(12:00) 晴れ 24.5 南東 0.8 40 後援：神戸新聞社
終了時(17:06) 晴れ 22.5 南南東 2.8 50
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