
日付 種目

魚里　勇介 22"88 (+0.3) 三崎　大樹 23"31 (+0.3) 西川　晃輝 23"51 (+0.3) 池　剛志 23"54 (+0.3) 矢吹　綜一郎 23"59 (+0.3) 稲田　昇平 23"72 (+1.2) 阿部　晃平 23"89 (-0.5) 伊山　裕人 23"94 (-0.2)

青雲 白川台 揖保川 潮見 氷丘 伊丹南 桃山台 関西学院

大久保　星哉 23"94 (-0.5)

野々池

田中　稜也 2'05"9 圓田　高也 2'06"8 村上　昂輝 2'06"9 秋本　大智 2'08"1 藤原　嘉晃 2'08"7 植田　勇輝 2'08"8 堀　武揚 2'09"0 村上　優輝 2'09"2

多聞東 太子西 別府 播磨南 平岡 平岡 南ひばり丘 大原

前野　裕行 4'16"6 小南　祐介 4'16"9 宮本　甲斐 4'18"2 藤原　滋記 4'20"0 小西　生眞 4'20"5 松岡　亮佑 4'20"6 須山　正規 4'21"6 浅川　倖生 4'21"9

桜が丘 朝日 本山 平岡 飾磨中部 朝日 報徳 桜が丘

井戸　浩貴 9'02"3 籔下　響大 9'04"7 村上　優輝 9'09"1 秋山　雄飛 9'12"6 前野　裕行 9'13"3 黒田　芹流 9'13"6 宮本　甲斐 9'14"0 藤原　滋記 9'14"4

新宮 加古川山手 大原 三田学園 桜が丘 小野 本山 平岡

佐久間　翔太郎 14"79 (+0.7) 間處　将太 14"94 (+0.7) 松本　岳大 15"00 (+0.7) 近江田　啓真 15"21 (+0.7) 竹垣内　龍 w15"51 (+2.9) 大川　順也 15"69 (+0.7) 藤井　友頌 15"93 (+0.7)

播磨南 平岡南 加古川 西脇 上野台 深津 西脇

下司　剛久 15"51 (+0.7)

望海

奥門　祥春 1m86 佐藤　颯真 1m80 小東　星二 1m77 山本　昂久 1m71 岡本　晃宗 1m71 臼杵　將悟 1m68 仁井　大志 1m68 高田　純弥 1m68

兵教大附 緑が丘 小野 山陽 篠山 平野 有野北 飾磨東

渡邉　康裕 6m54 (-0.8) 廣田　英一郎 6m32 (0.0) 荻野　翔 6m31 (+0.3) 下司　剛久 6m08 (+0.6) 正司　尚暉 6m06 (+0.2) 川邊　飛鳥 5m96 (-1.2) 正木　良典 5m88 (-0.1) 西川　晃輝 5m85 (+1.7)

櫨谷 浜の宮 春日 望海 津名 篠山 大白書 揖保川

森　大地 14m07 磯本　昂甫 13m54 渡邉　康裕 13m12 香山　勇輝 12m73 田口　富友 12m72 森下　大地 12m62 細川　浩 12m22 菅原　亨介 12m15

宝殿 志方 櫨谷 福田 唐櫃 氷丘 福田 姫路高丘

村上　拓巳 11"80 (-0.5) 中井　啓心 11"96 (-0.5) 松本　慎也 w12"04 (+2.2) 岡　竜平 12"17 (-0.8) 下原口　嗣人 12"21 (-0.5) 中谷　聡 w12"31 (+2.2) 重松　正樹 12"33 (-0.8)

岩岡 青雲 篠山東 八景 伊丹南 猪名川 加古川中部

渡邉　建登 w12"17 (+2.2)

深津

魚里　勇介 11"14 (+0.8) 稲田　昇平 11"43 (+0.8) 三崎　大樹 11"48 (+0.8) 速水　公佑 11"49 (+1.3) 佐久間　翔太郎 11"65 (+0.8) 荒木　暉 11"66 (+1.3) 廣田　英一郎 11"67 (+1.3)

青雲 NGR 伊丹南 白川台 上甲子園 播磨南 篠山 浜の宮

浮氣　将裕 11"49 (+0.8) 池　剛志 11"67 (+0.8)

浜の宮 潮見

河﨑　慎吾 52"63 牛尾　瑞貴 53"05 植田　勇輝 53"27 田中　諒太 53"32 加世田　達弥 53"58 眞尾　拓臣 53"78 竹田　凌介 54"03 田中　稜也 54"06

深津 桃山台 平岡 別府 安室 平岡南 桃山台 多聞東
3月28日 400m

w (wind assist) : 追風参考

２年生男子 3月27日 100m

３年生男子 3月28日 100m

3月27日 走幅跳

3月28日 砲丸投

3月28日 110mH

3月28日 走高跳

3月27日 1500m

3月28日 3000m

共通男子 3月27日 200m

3月27日 800m
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主催団体名 兵庫陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

審判長 永井　哲夫

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 記録主任 信近　清志
競技会名 平成２１年度　第１回兵庫県中学生陸上競技記録会

期日・時刻 2009/3/28


