
日付 種目

森崎　拓海 4'34"61 堀尾　謙介 4'35"72 本母　祥平 4'40"71 河野　修司 4'40"85 田中　大生 4'41"21 横山　敬 4'41"54 小林　祥太 4'43"01 田中　達也 4'43"91

双葉 大白書 安室 大久保 桜が丘 中谷 広畑 緑が丘

岸　隼也 5m79 (+1.6) 上西　和希 5m43 (+1.7) 河村　達哉 w5m41 (+3.0) 西澤　正崇 5m40 (+1.3) 久保　優斗 5m36 (+0.9) 松田　渓樹 w5m33 (+3.1) 潮崎　傑 w5m14 (+3.3) 小島　崇人 w5m02 (+3.1)

有野北 浜の宮 双葉 本多聞 浜の宮 二見 港島 広畑

石山　歩 15m98 吉田　凌太朗 13m33 杉本　力也 12m59 友井　康介 12m12 茨本　裕介 12m03 小島　淳寛 11m59 松田　和奈 11m21 安井　貴将 11m09

福崎東 太子西 南ひばり丘 山南 鈴蘭台 夢前 志方 太子西

藤原　滋記 4'17"09 小野　凌輔 4'18"33 仲村　尚毅 4'18"87 木島　尚人 4'21"95 前田　隆亮 4'22"14 早川　敦輝 4'24"67 前田　脩登 4'24"95 福原　正治 4'25"37

平岡 中谷 井吹台 苦楽園 揖保川 加古川中部 神吉 安室

中道　真和 6m34 (+1.3) 三原　歩輝 6m27 (+0.8) 松本　慎也 6m15 (+0.7) 岸野　寛 5m84 (+1.7) 尾崎　智南 5m82 (+0.4) 藤原　一晟 5m79 (+2.0) 鈴鹿　輝龍 w5m68 (+2.3) 吉田　周勢 5m49 (+0.9)

朝日 広嶺 篠山東 揖保川 飾磨東 有野北 広嶺 五色

井戸　浩貴 9'02"52 宮本　甲斐 9'06"58 前野　裕行 9'16"76 谷池　達也 9'17"14 廣瀬　秀宣 9'17"58 小南　祐介 9'17"77 広田　雄希 9'18"07 村上　優輝 9'18"47

新宮 本山 桜が丘 桜が丘 旭丘 朝日 泉 大原

小東　星二 1m85 奥門　祥春 1m80 澤　直征 1m75 前原　脩人 1m70 山口　智央 1m70

小野 兵教大附 姫路東 平野 江井島

岡本　晃宗 1m70 石本　将平 1m70

篠山 二見

柳田　大雅 1m70 藤原　匡志 1m70

飾磨東 有野北

森　大地 15m60 田口　富友 13m03 細川　浩 13m01 中川　純一 12m63 秋山　祐瑳久 11m65 岸元　洸季 11m44 奥住　和晃 11m04 片岡　良太 10m54

宝殿 唐櫃 福田 玉津 望海 揖保川 朝霧 井吹台

菅原　亨介 50m59 細川　浩 50m11 荒木　慎大郎 47m98 渡邉　建登 46m39 岸元　洸季 45m66 香山　勇輝 44m35 梶谷　達郎 43m82 平井　翔也 42m30

姫路高丘 福田 豊岡南 深津 揖保川 福田 播磨南 飾磨東

岸川　仁 50m73 阪上　貴浩 48m95 田口　富友 48m33 小松　圭偉 47m03 小倉　森 45m55 大野　智靖 44m02 菜虫　諒太 42m12 岡野　恒平 41m68

飾磨東 南ひばり丘 唐櫃 唐櫃 神大附属住吉 神大附属住吉 二見 苦楽園

森崎　舞 2'24"27 堀　真柚子 2'25"65 康本　花梨 2'25"71 岸本　佐穂 2'25"74 福山　亜衣 2'26"31 善村　穂乃香 2'26"51 松井　洸 2'30"55 下小田　瑠 2'30"66

太子西 旭丘 緑が丘 飾磨中部 広畑 三木 自由が丘 宝殿

小西　晴奈 5m00 (+2.0) 藤野　茜 4m86 (+1.8) 三﨑　千優 w4m85 (+2.6) 藤田　はるか 4m84 (+1.4) 笹田　ひかる 4m57 (+1.4) 荒木　稜香 4m52 (+1.2) 森下　千愛 4m49 (+0.9)

陵南 御殿山 龍野西 広嶺 青雲 学文 広畑

濵島　由歩 4m86 (+1.8)

稲美

金田　もも 10m83 安田　祐里奈 10m45 廣畑　万季 9m12 辻井　香苗 9m02 三島　海華 9m00 田中　鈴菜 8m88 山本　夢乃 8m36 曽谷　朱音 8m20

志方 太子西 大津 神崎 新宮 姫路高丘 広嶺 長坂

本母　有紀 4'42"94 藤田　千聖 4'42"99 本間　静花 4'44"42 洪水　里穂 4'45"60 林田　みさき 4'48"64 長谷川　優華 4'49"37 藪田　裕衣 4'50"38 大畠　ひかる 4'52"76

安室 大久保 姫路高丘 飾磨東 飾磨東 旭丘 けやき台 鳴尾

坂元　里穂 5m40 (+1.9) 坂口　絢香 5m40 (+2.0) 中村　好 5m03 (+0.7) 村元　楓 w5m03 (+2.6) 常木　悠世 4m95 (+1.2) 今出　愛美 4m90 (+1.7) 足立　舞 w4m79 (+2.2) 山口　有理奈 4m79 (+1.2)

大白書 香寺 飾磨西 伊川谷 安室 二見 氷上 有野北

松平　早紀 11m85 東　優季 11m76 小川　あづさ 11m36 内田　千香子 11m30 山根　万夢 11m25 門田　愛 11m24 大谷　芽以 10m73 藤本　彩加 10m59

浜の宮 大的 平野 姫路高丘 揖保川 播磨南 苦楽園 福崎東

小林　美香 10'01"86 名間　望 10'08"92 中林　咲 10'10"27 浅野　優衣 10'11"23 江上　知沙 10'23"00 宗広　千寿穂 10'29"60 宮崎　琴葉 10'36"80 長尾　麻衣子 10'37"82

本山 西落合 新宮 神戸長坂 園田東 加古川 旭丘 飾磨西

藤本　奈那 1m61 弦田　れい愛 1m50 神崎　風香 1m50 小河　祐子 1m50 吉峯　加奈恵 1m45 猪田　莉保 1m45

福崎東 甲陵 西神 福田 鈴蘭台 藍

梅田　里紗 1m45

山南

番匠　菜緒 1m45

平岡南

松井　玲奈 37m95 片桐　麻衣 35m07 小川　あづさ 31m06 佐藤　綾子 29m11 永田　栞 28m31 松原　実季 28m12 祝迫　瞳 28m05 栗生　詠子 28m04

飾磨中部 洲浜 平野 魚住 飾磨東 安室 武庫 上ヶ原

中島　美穂 39m45 西田　陽里 37m19 弦田　れい愛 34m31 永田　栞 31m73 濱　いつか 29m64 永井　有紀 29m61 西田　かおり 27m82 宮﨑　加奈 26m79

白川台 播磨南 甲陵 飾磨東 苦楽園 四郷 二見 飾磨西

w (wind assist) : 追風参考

２．３年生女子 8月28日 円盤投

8月28日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

３年生女子 8月28日 3000m

8月28日 走高跳

8月28日 走幅跳

8月28日 砲丸投

8月28日 砲丸投

２年生女子 8月28日 1500m

１年生女子 8月28日 800m

8月28日 走幅跳

２．３年生男子 8月28日 円盤投

8月28日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

8月28日 走高跳

8月28日 砲丸投

8月28日 走幅跳

３年生男子 8月28日 3000m

8月28日 砲丸投

２年生男子 8月28日 1500m

１年生男子 8月28日 1500m

8月28日 走幅跳

主催団体名 兵庫県陸上競技協会 陸協名 兵庫

7位 8位1位 2位

競技場名 加古川運動公園陸上競技場

3位 4位 5位 6位

記録主任 信近　清志
競技会名 ジュニアオリンピック陸上競技大会　出場選手最終選考会

期日・時刻 2009/8/28 審判長


