
日付 種目

阿部　将三  12.22 (+1.5) 楞野　匠人  w12.28 (+2.1) 東　倫太朗  w12.38 (+2.1) 俣野　武斗  12.46 (+1.5) 小林　和司  w12.48 (+2.1) 新屋　快浬  12.60 (+1.5) 畑　晋太郎  12.63 (+1.5) 帆玉　翔一  12.65 (+1.5)

大社 魚住東 宝殿 丹南 大津 高砂 春日 篠山

藤原　直己  4:39.80 井上　幹太  4:42.04 山本　弥輝  4:42.20 三木　浩輔  4:42.66 田口　博教  4:43.63 雲丹亀　真輝  4:43.64 中山　瞬義  4:45.82 乾　遥斗  4:47.95

浜の宮 甲武 自由が丘 飾磨東 魚住 豊富 稲美 伊丹南

小西　拓斗  11.06 (+1.1) 古山　陽太郎  11.12 (+1.1) 竹内　璃空弥  11.18 (+1.1) 溝内　海人  11.27 (+0.8) 松岡　正真  11.33 (+1.1) 下山　翼  11.34 (+0.8) 深川　翼  11.38 (+1.1)

荒牧 #NAME? 衣川 小園 玉津 小園 北条 甲陵

松尾　悠人  11.38 (+1.1)

青雲

林田　蒼生  1:59.48 藤井　蓮  2:03.73 長野　永環  2:04.34 磯﨑　丈  2:04.73 中治　秀朗  2:05.39 橋本　和樹  2:05.50 木挽　幹太  2:05.54 藤本　真生  2:05.98

姫路広嶺 山口 塩瀬 大原 星陵台 香寺 南ひばりガ丘 社

國安　広人  4:08.43 林田　蒼生  4:10.13 川村　智哉  4:13.74 髙田　兼成  4:15.50 野村　怜  4:15.69 中治　秀朗  4:16.04 吉川　新  4:16.33 櫻田　涼太  4:16.88

大久保 姫路広嶺 那波 三木東 けやき台 星陵台 赤穂西 神大附属

國安　広人  8:58.25 三浦　晋矢  9:06.78 大平　滉太  9:10.40 金月　利孔  9:10.97 広内　颯  9:11.10 菱田　紘翔  9:12.82 古里　翔  9:15.71 持田　海勢  9:18.79

大久保 大原 真砂 三木東 鈴蘭台 有野北 大原 飾磨西

上田　直都  3.40 若松　大暉  2.90

香住第一 本庄

福本　悟志  w6.36 (+3.9) 藤井　大樹  6.12 (+1.1) 置塩　維吹  6.09 (+1.6) 村上　司  6.03 (+1.5) 中島　一喜  5.93 (+0.7) 藤原　大将  w5.91 (+2.2) 三木　一晃  w5.89 (+2.4) 吉田　正道  w5.87 (+2.3)

香寺 緑が丘 置塩 長坂 竜が台 神河 広畑 福崎西

阿部　慶人  12.54 (+1.0) 平田　崇人  12.50 (0.0) 内山　拓翼  12.25 (+1.1) 愛甲　竜己  12.18 (+0.4) 文谷　周平  12.17 (+0.4) 海道　藍真  w12.15 (+2.4) 藤原　大将  12.12 (0.0) 村上　司  12.07 (+1.3)

狭間 荒牧 本山 野々池 野々池 五色 神河 長坂

佐治　優樹  13.96 原田　優飛  12.31 横田　紘季  12.07 大山　輝斗  11.90 菅野　壱心  11.88 今中　良紀  11.78 宇都宮　諒平  11.77 三輪　大智  11.77

神河 播磨 平野 稲美 山口 西谷 安倉 朝日

佐治　優樹  40.07 立岩　武矩  37.45 原田　優飛  37.42 萩原　遼仁  34.14 山口　翔輝夜  33.77 菅野　壱心  31.31 久保　勇人  31.12 岸本　翔太  31.08

神河 氷丘 播磨 平野 三原 山口 学文 安室

橎田　和志  2576 藤川　亜都夢  2574 和田　一晃  2538 高寺　柊里  2484 亀山　泰斗  2428 野上　透  2243 森脇　知哉  2168 小西　翔太  2153

平野 三原 玉津 荒牧 玉津 朝日 姫路灘 大原

6月2日 110mH

6月2日 砲丸投

6月2日 走高跳

6月3日 400m

 1.60  1.83

 53.03  52.82  52.83  55.33  54.41  56.89  55.07  55.81

 1.80  1.68  1.60  1.89  1.68  1.68

 16.29 (+0.4)  18.12 (+0.7)

 10.61  11.38  8.78  8.97  10.99  9.11  8.71  8.91

 15.87 (0.0)  15.52 (+1.2)  14.02 (+1.2)  15.68 (+1.2)  16.01 (+0.7)  15.78 (+0.4)

6月2日 円盤投

6/2～6/3 四種競技

6月3日 三段跳

6月3日 砲丸投

6月2日 棒高跳

6月2日 走幅跳

6月2日 1500m

6月3日 3000m

２・３年男子 6月3日 100m

6月3日 800m

7位 8位

１年男子 6月2日 100m

6月2日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 (一財)　兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名 第3回兵庫県中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2018/6/3 審判長 高橋浩之･小宿義幸･内

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 信近清志



主催団体名 (一財)　兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名 第3回兵庫県中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2018/6/3 審判長 高橋浩之･小宿義幸･内

競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 信近清志

宗野　華楓  12.96 (+2.0) 光安　しずく  13.29 (+2.0) 西森　菜那未  13.46 (+2.0) 加田　実優  13.49 (+2.0) 谷口　亜実  13.59 (+2.0) 好井　愛結  13.60 (+2.0) 熊野　菜々  13.62 (+1.2) 加田　実咲  13.65 (+2.0)

山陽 平岡 大社 由良 平岡 氷丘 神戸長坂 由良

新　楓菜  2:23.27 大西　理桜  2:27.31 稲田　桜子  2:27.32 髙山　あおい  2:27.72 塩﨑　彩理  2:27.76 多鹿　蕗  2:27.95 藤後　楓花  2:28.56 関本　遥  2:30.89

飾磨西 鹿島 松陽 浜の宮 香寺 緑が丘 神河 甲武

澤　知穂  2:20.21 平田　彩乃  2:21.13 谷畑　澪奈  2:21.26 飯塚　菜月  2:21.44 北野　寧々  2:22.08 竹田　咲羽  2:22.50 迫田　夏歩  2:22.77 田村　優芽  2:22.89

浜脇 氷丘 安室 大久保 北神戸 山陽 野々池 姫路灘

石松　愛朱加  2:12.68 村下　綺菜  2:15.56 干飯　里桜  2:16.21 松井　晶  2:18.54 川尻　萌愛  2:20.41 佐藤　友香  2:21.19 干飯　奈桜  2:21.31 有田　茉合香  2:21.83

浜の宮 赤穂東 山陽 稲美北 豊岡北 大久保 山陽 浜の宮

寺本　葵  12.21 (+1.4) 吉島　ゆい  12.23 (+1.4) 岩田　乃映  12.30 (+1.4) 桑野　葵  12.34 (+1.4) 内藤　香乃  12.49 (+1.4) 嘉納　由唯  12.50 (+1.4) 上住　小夏  12.60 (+1.3) 松井　陽南  12.66 (+1.3)

夢前 高砂 苦楽園 姫路高丘 有野 網干 赤穂西 北条

宝谷　芽依  4:34.21 村下　綺菜  4:36.41 宗佐　菜々実  4:37.10 山本　空  4:39.72 平田　彩乃  4:40.28 久保　舞依  4:40.84 干飯　里桜  4:41.45 柳井　桜子  4:43.16

太子西 赤穂東 朝霧 北神戸 氷丘 大的 山陽 塩瀬

西埜　朋  5.35 (+1.1) 内山　花  5.11 (+0.1) 小林　彩萌  4.93 (+1.4) 植田　真央  4.85 (0.0) 笹野　葵  4.84 (+0.3) 伊勢　真由子  4.82 (+1.3) 藤原　萌衣  4.78 (+1.3) 坂田　美海  4.78 (+1.6)

鳴尾 学文 安室 本庄 姫路灘 那波 神吉 武庫東

大原　里彩  13.20 田﨑　千織  12.77 植原　もな  12.56 前田　夏鈴  11.72 安孫子　愛美  11.59 垪和　菜々夏  11.13 片山　乃愛  10.75

山陽 氷丘 志方 飾磨東 鈴蘭台 志方 青雲

宮本　真里  12.56

市島

大原　里彩  30.65 安孫子　愛美  29.51 奥田　莉加  28.47 廣内　望  27.89 田﨑　千織  27.76 奥村　瑠依  26.34 理上　真優花  26.28 三木　茅乃  26.24

山陽 鈴蘭台 武庫東 山陽 氷丘 甲武 須磨北 朝日

増田　千佳  2819 藤原　かれん  2768 中尾　日香  2732 松本　百音  2684 竹内　のどか  2658 藤井　香帆  2559 髙橋　ひかる  2555 杉本　美優音  2512

神河 神河 平野 神河 本山南 播磨 押部谷 上野

6月2日 100mH

6月2日 走高跳

6月3日 砲丸投

6月3日 200m

w (wind assist) : 追風参考

 8.60  9.99

 26.40 (+0.5)  26.70 (+0.5)  27.07 (+0.5)  27.26 (+0.5)  26.60 (+0.5)  27.16 (+0.5)  26.68 (+0.5)  27.72 (+0.5)

 9.47  10.35  9.37  8.73  8.85  9.55

 15.06 (+0.9)  14.79 (+0.9)

 1.55  1.46  1.55  1.58  1.52  1.46  1.43  1.35

 14.69 (+0.9)  14.55 (+0.9)  14.86 (+0.9)  15.05 (+0.9)  15.20 (+0.5)  15.45 (+0.5)

6月3日 円盤投

6/2～6/3 四種競技

6月3日 走幅跳

6月2日 砲丸投

２・３年女子 6月3日 100m

6月3日 1500m

２年女子 6月2日 800m

３年女子 6月2日 800m

１年女子 6月2日 100m

6月2日 800m


