
競技会名 第１回　兵庫県中学生陸上競技記録会
期日 平成20年3月26日（水）～27日（木）
競技場 神戸総合運動公園陸上競技場
主催 兵庫陸上競技協会

期日 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
3/26 ２年 魚里 勇介 渡邉 康裕 坂本 逸 河根 竜太 稲田 昇平 三崎 大樹

100m 青雲 櫨谷 吉川 狭間 伊丹南 白川台

11.40(+0.6) 11.87(+0.6) 12.00(-1.4) 12.04(+0.6) 12.09(+0.6) 12.11(+0.6)

大会新 近江田 啓真 山口 晃洋

西脇 伊川谷

12.04(-1.4) 12.09(-1.4)

3/27 ３年 山田 裕貴 濱谷 宜慶 山脇 尚也 田中 裕太 石田 崇人 住本 晃大

100m 東光 志方 宝殿 星陵台 宝殿 広畑

11.33(0.0) 11.40(0.0) 11.80(0.0) 11.85(-1.4) 11.88(0.0) 11.91(-1.4)

大会新 大会新 森岡 昭太 吉田 拓也

平野 宝殿

11.80(0.0) 11.91(+1.2)

3/26 200m 山田 裕貴 濱谷 宜慶 山脇 尚也 魚里 勇介 西野 湧次 吉田 拓也 住本 晃大 小立 明治

東光 志方 宝殿 青雲 甲武 宝殿 広畑 港島

22.73(-1.6) 23.23(-1.6) 23.38(-1.6) 23.48(+1.1) 23.55(-1.6) 23.79(+1.1) 23.88(-1.6) 23.89(-1.5)

3/27 400m 山本 雄大 西野 湧次 表口 周平 貴伝名 拓朗 村上 悠平 川西 修平 岩谷 悠佑 黒瀬 祐也

飾磨西 甲武 新宮 加古川 岩岡 猪名川 加古川中部 鹿島

51.94 52.85 53.67 53.68 53.71 53.74 54.19 54.74

3/26 800m 山本 雄大 岡田 昂大 山本 大志 池 剛志 樋上 滝太朗 井上 隼輔 佐藤 翔太 石田 和大

飾磨西 八景 小野南 潮見 高倉 篠山東 桜が丘 篠山東

2:06.0 2:07.7 2:08.3 2:10.5 2:11.4 2:11.8 2:12.9 2:13.3

3/26 1500m 小川 誉高 福山 知司 川島 大典 稲住 拓 永信 明人 横田 貴之 足立 真史 方城 遥介

龍野西 上月 神戸長坂 平野 吉川 広畑 和田山 櫨谷

4:05.5　大会新 4:19.4 4:22.0 4:24.2 4:26.0 4:27.0 4:27.2 4:27.3

3/27 3000m 小川 誉高 樋上 滝太朗 井戸 浩貴 川島 大典 赤尾 和貴 礒野 裕矢 花房 伸哉 福山 知司

龍野西 高倉 新宮 神戸長坂 大原中 陵南 加古川山手 上月

8:50.8　大会新 9:03.5 9:04.9 9:14.2 9:16.2 9:18.1 9:18.4 9:19.8

3/27 110mH(91.4cm) 田中 新也 八巻 輝力 小林 亮 長井 隆杜 前田 健太郎 平岡 悠哉 永田 駿祐 大薗 拓未

小野南 福田 有野北 西脇南 伊丹北 赤穂東 浜脇 赤穂西

15.62(-2.6) 15.71(+0.7) 16.18(-1.3) 16.23(+0.7) 16.27(-2.6) 16.32(+0.7) 16.33(+0.7) 16.35(-2.6)

3/27 走高跳 八巻 輝力 田中 新也 長井 隆杜 平岡 悠哉 奥田 悠太

福田 小野南 西脇南 赤穂東 豊富

1.89 1.80 1.74 1.71 1.68

中林 昌和 一木 洸介

広陵 広陵

1.71 1.68

高木 達馬

明峰

1.68

深水 嵩博

有野北

1.68

広田 直人

小田北

1.68

3/26 走幅跳 井上 敬太 小山 哲平 小林 亮 廣田 英一郎 伏田 圭佑 筒井 雅也 川崎 裕登 村田 一輝

春日 浜の宮 有野北 浜の宮 篠山 西神 和田山 垂水

6.20(0.0) 6.08(-1.5) 6.07(+0.4) 6.03(+1.2) 6.02(-0.6) 5.97(+2.5) 5.87(+0.3) 5.86(+0.7)

3/27 砲丸投(5kg) 原 友樹 古池 秀次 森 大地 福永 修平 磯本 昂甫 増田 宏武 藤原 祥晃 鈴木 和真

福田 有野北 宝殿 福崎東 志方 小田北 大原中 浜の宮

14.34　大会新 12.51 12.13 12.12 11.65 11.31 11.25 11.23


