
日付 種目

中尾　大樹  4:20.60 中田　颯真  4:25.10 田中　晴希  4:25.44 筒井　涼太  4:29.12 木村　翔太  4:29.14 喜多村　真  4:30.66 上野　拓貴  4:32.39 植田　裕也  4:33.90

宝殿 浜の宮 三木東 三木東 朝霧 鹿島 姫路広嶺 狭間

上村　亮太  9:02.27 寺前　友喜  9:03.64 志賀　颯太  9:04.05 加藤　淳  9:04.91 酒井　耀史  9:07.82 岩見　秀哉  9:10.13 岡本　哲平  9:13.50 宮本　涼平  9:14.21

三木東 神吉 鹿島 大久保 大原 鶴居 福崎西 小野

澤　直樹  23.27 (-0.6) 前田　凌  23.38 (-0.6) 安達　祐樹  23.62 (-0.6) 藤原　広夏  23.66 (-0.6) 今西　優太  23.74 (-0.6) 道下　巧也  23.74 (-0.6) 吉田　昇伍  23.83 (-0.6) 中澤　理緒  23.83 (-0.6)

けやき台 多聞東 飾磨東 三木 けやき台 歌敷山 加古川 宝殿

四方　悠瑚  2:06.18 奥　泰地  2:06.62 中村　優吾  2:07.48 遠藤　悠紀  2:08.15 佐藤　陸弥  2:08.42 片本　良  2:08.52 上田　賢太  2:11.60 玉田　岳  2:12.84

光ガ丘 平岡 平岡 今田 飾磨西 甲南中学 宝殿 那波

山田　皓生  3.60 乾　博貴  3.30 神田　陸玖  3.20 重本　拓己  2.80 池田　一貴  2.80 新谷　啓吾  2.60 外屋敷　航  2.60

香住第一 播磨南 須磨北 有野北 学文 日新 有野北

岸田　一聡  2.60

日新

山本　雄大  6.32 (+0.6) 木下　将一  6.22 (-0.7) 潮﨑　爽  6.07 (+0.1) 久保　源輝  6.01 (+0.2) 福山　修平  5.76 (+0.8) 曽我　駿哉  5.72 (+0.5) 磯田　駿  5.66 (+0.1) 塩川　直人  5.60 (+0.3)

本多聞 飾磨西 港島 神吉 学文 本山 香住第一 浜坂

池川　博史  37.42 田口　敦士  34.63 稲葉　友吾  33.94 廣田　歩夢  32.19 天野　大輝  32.15 児島　清成  29.84 福井　晋平  28.91 小松　俊一郎  28.60

鈴蘭台 太子西 有野 太子西 播磨南 播磨南 朝日 志方

清水　大稀  2434 奥山　裕紀  2322 香嶋　隼斗  2116 松元　勝太朗  2095 細川　拓巳  2083 桒原　拓也  2045 北村　龍聖  1980 中野　健介  1958

神吉 播磨南 太子西 今津 播磨南 神吉 大原 武庫

9月29日 110mH

9月29日 砲丸投

9月29日 走高跳

9月29日 400m

田中　希実  2:21.55 藤本　聖花  2:22.12 藤井　利佳子  2:22.99 後藤　夢  2:25.07 鳴瀧　ほのか  2:25.73 佐藤　千夏  2:25.77 正木　亜海  2:31.63 樽本　知夏  2:32.70

小野南 北神戸 瓦木 平岡南 稲美北 大久保 三原 姫路灘

福富　真友  2:17.40 秋山　あみる  2:18.02 南　美沙希  2:20.16 山本　千絵  2:21.62 神村　彩輝  2:26.85 松浦　李  2:27.61 山川　小町  2:28.61 山木　晴奈  2:32.17

高倉 鷹取 龍野東 飾磨西 荒井 鳴尾 神吉 神吉

津山　葵  25.77 (-1.0) 神谷　育実  26.36 (-1.0) 柳舘　志保  26.47 (-1.0) 横田　華恋  26.55 (-1.0) 小東　ゆい  26.79 (-1.0) 藤田　あいか  27.02 (-1.0) 米村　京子  27.23 (-1.0) 森﨑　結菜  27.39 (-1.0)

学文 日高東 松陽 朝日 小野 香寺 大原 宝殿

小山　春香  5.42 (+0.7) 川原　把菜  5.28 (-1.2) 大江　里香  5.12 (-1.0) 杉山　菜々子  5.09 (0.0) 高松　奈央  5.09 (-0.7) 米﨑　多恵  4.94 (-0.9) 榎　真菜  4.92 (+0.2) 橋本　恵実梨  4.90 (+0.1)

高倉 啓明学院 西脇 神吉 篠山 学文 小野南 志方

尾山　和華  30.53 藤本　咲良  29.41 加藤　博子  27.58 戸田　千春  26.33 藤本　恭子  25.81 横山　由茉  25.05 山本　愛菜  24.58 安宅　萌  24.18

志方 有野北 平野 大原 唐櫃 日新 日新 深津

八尾　果奈実  2366 村尾　理菜  2354 上原　由梨佳  2308 吉田　樹璃  2195 渡部　里佳子  2177 窪田　優花  2173 栗谷　瑞希  2160 竹内　玲菜  2119

姫路高丘 苦楽園 学文 姫路高丘 飾磨西 武庫東 上ヶ原 神戸長坂

9月29日 100mH

9月29日 走高跳

9月29日 砲丸投

9月29日 200m

記録主任 信近　清志

競技会名 兵庫県中学校陸上競技新人大会
期日・時刻 2012/9/30 竹原　昇・佐藤　貢・

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 渋谷　博生

3位 4位 5位 6位

主催団体名 兵庫県中学校体育連盟 陸協名 兵庫陸上競技協会

7位 8位

１年男子 9月29日 1500m

２年男子 9月29日 3000m

1位 2位

１．２年男子 9月29日 200m

9月29日 800m

9月29日 棒高跳

9月29日 走幅跳

9月29日 円盤投

9月29日 四種競技

 15.93 (+0.1)  15.72 (+0.1)  18.03 (-0.1)  17.02 (+0.1)  16.68 (+0.1)  16.49 (+0.1)  17.02 (-0.1)  16.06 (+0.1)

 11.42  10.42  9.68  10.17  9.81  8.96  9.84  8.60

 1.64  1.67  1.76  1.50  1.50  1.67  1.45  1.40

 54.32  56.86  56.60  55.27  55.93  59.71  56.75  57.20

１年女子 9月29日 800m

２年女子 9月29日 800m

１．２年女子 9月29日 200m

9月29日 走幅跳

9月29日 円盤投

9月29日 四種競技

 16.45 (+0.6)  15.68 (+0.6)  15.14 (+0.6)  16.83 (+0.2)  15.63 (+0.6)  15.62 (+0.5)  16.27 (+0.8)  16.31 (+0.5)

 1.51  1.51  1.35  1.57  1.30  1.35  1.35  1.35

 29.00 (+0.3)

 8.40  6.54  7.93  7.92  6.57  6.70

審判長

 6.96  8.45

 27.77 (+0.3)  27.61 (+0.3)  28.01 (+0.3)  29.97 (+0.3)  27.14 (+0.3)  27.95 (+0.3)  27.31 (-1.9)


