
日付 種目

目黒　雄大  w22.67 (+3.5) 松岡　正真  w22.72 (+3.5) 田辺　開  w22.91 (+3.5) 森　遼介  w23.40 (+3.5) 山下　諒  w23.43 (+3.5) 藤本　亮  w23.61 (+3.5) 澤田　龍輝  w23.62 (+3.5) 下山　翼  w24.88 (+3.5)

滝川 小園 真砂 山田 港島学園 伊丹南 福崎東 北条

長野　永環  2:03.82 東　秀太  2:06.29 岡　啓太  2:06.63 藤本　真生  2:06.88 川﨑　健太郎  2:08.82 木挽　幹太  2:09.67 葛西　央明  2:13.84 杉浦　知寛  2:19.51

塩瀬 八景 神大附属 社 灘 南ひばりガ丘 県立大附属 神大附属

林田　蒼生  9:07.68 藤井　空大  9:09.62 広内　颯  9:11.81 新名　司  9:13.43 荒木　玖仁  9:15.97 川村　智哉  9:16.28 古里　翔  9:19.98 國安　広人  9:21.41

姫路広嶺 豊岡南 鈴蘭台 大原 姫路灘 那波 大原 大久保

和田　一晃  14.23 (+1.5) 堀口　智貴  14.73 (+1.5) 藤川　亜都夢  15.00 (+1.5) 兵頭　稀星  15.41 (+1.5) ドロバット　黎  15.45 (+1.5) 高寺　柊里  15.65 (+1.5)

玉津 神河 三原 播磨南 播磨南 荒牧

玉津  44.31 緑台  44.59 滝川  44.61 灘  45.10 加美  45.25 太子東  45.27 浜坂  45.65 真砂  46.12

久米　晴人 橋長　和矢 堀口　大智 宮原　琉 青山　東義 瀧北　丞 坂本　聖空 木下　颯真

和田　一晃 牧野　大輝 目黒　雄大 藤江　琉雅 園田　駿 出田　丈一郎 浜本　琉聖 田辺　開

溝内　海人 髙木　悠斗 西辻　泰都 和田　悠詩 山田　那央 瀧北　旬 田熊　伴基 藤田　勇人

亀山　泰斗 中川　雅樂 柴田　倫太郎 施　開人 田中　聖龍 三浦　康生 水田　陸斗 中原　隆満

岡　優作  3.40 上田　直都  3.20 池田　多陽  3.00

大成 香住第一 有野北

橋本　寿一  6.39 (+2.0) 平田　崇人  6.38 (0.0) 古賀　天  w6.30 (+2.9) 宮田　晴人  6.25 (0.0) 桐谷　透二  6.16 (+0.7) 藤井　大樹  6.08 (+1.1) 山口　晴哉  6.07 (0.0) 山内　笙太郎  6.01 (+0.9)

ゆりのき台 荒牧 押部谷 けやき台 学文 緑が丘 姫路灘 太山寺

原田　優飛  13.30 小宮路　大隼  13.29 田上　想良  12.58 大山　輝斗  12.23 横田　紘季  11.86 梅﨑　瑛介  11.58 松井　颯志  11.58 石本　悠希  11.42

播磨 押部谷 多聞東 稲美 平野 けやき台 香住第一 東光

寺本　葵  w25.48 (+3.3) 桑野　葵  w25.79 (+3.3) ハッサン　リナ  w26.13 (+3.3) 釜江　愛香  w26.38 (+3.3) 前川　七海  w26.60 (+3.3) 上住　小夏  w26.72 (+3.3) 愛甲　希  w26.85 (+3.3) 中口　綾乃  w27.16 (+3.3)

夢前 姫路高丘 甲武 鹿島 五色 赤穂西 東谷 鳴尾

石松　愛朱加  2:16.07 川尻　萌愛  2:17.94 干飯　里桜  2:20.14 柳井　桜子  2:22.12 堀内　海優  2:26.43 干飯　奈桜  2:26.63 前田　日菜乃  2:27.44 小村　有里  2:29.63

浜の宮 豊岡北 山陽 塩瀬 山陽 山陽 鳴尾 太山寺

岩田　乃映  14.13 (+0.4) 工藤　美月  14.19 (+0.4) 杉本　美優音  14.53 (+0.4) 増田　千佳  14.69 (+0.4) 竹内　のどか  14.95 (+0.4) 内山　花  14.98 (+0.4) 鳥羽　千晴  15.22 (+0.4) 林　愛梨  15.33 (+0.4)

苦楽園 GR 鷹取 GR 上野 神河 本山南 学文 荒牧 日新

苦楽園  50.42 甲武  51.24 五色  51.50 長坂  51.68 由良  52.47 加古川  52.56 小園  52.89 北条  52.95

岡﨑　菜々美 荷宮　加奈 吉岡　唯菜 坂東　佳奈 花野　咲希 若松　芽生 藤田　詩乃 甘中　有沙

横田　桃子 米沢　理花 前川　七海 有賀　ひより 加田　実優 北村　沙良 西山　志保 霜門　瑠依

田　春菜 内藤　澪 吉田　希来里 藤浦　由宇 須恵　樹杏良 玉田　千晴 中山　瑠菜 堀尾　楓恋

岩田　乃映 ハッサン　リナ 長舩　日美 山口　真依 加田　実咲 ソープ　愛璃 岡本　瑞葵 松井　陽南

藤沢　来瞳  30.60 大原　里彩  29.47 前田　夏鈴  28.99 安孫子　愛美  28.78 荻野　優美  28.18 松田　凜々子  28.17 田中　小夏  28.13 八木　南帆  27.78

平岡南 山陽 飾磨東 鈴蘭台 二見 山手台 日新 武庫東

競技会名 兵庫県中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2018/9/30 審判長 高橋浩之・小宿義幸・都藤将伸

競技場名 神戸ユニバー記念競技場 記録主任 信近　清志

主催団体名 兵庫県陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

9月29日 800m

1位 2位 7位 8位

男子 9月29日 200m

3位 4位 5位 6位

9月29日 3000m

9月29日 110mH

9月29日 4x100mR

9月30日 走高跳

9月29日 棒高跳

9月29日 走幅跳

9月30日 三段跳

9月29日 砲丸投

9月30日 円盤投

女子 9月29日 200m

9月29日 800m

9月29日 100mH

9月29日 4x100mR

9月30日 走高跳

9月29日 円盤投

w (wind assist) : 追風参考

9月30日 走幅跳

9月30日 砲丸投


