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   第68回兵庫県民体育大会・第67回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 2014年5月3日(土)

兼 第69回国民体育大会第3次選考競技会･第31回兵庫県小学生ﾘﾚｰ競技大会 決勝一覧表
神戸ユニバー記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 藤澤  亮輔 10.61 西岡  春陽(1) 10.79 浅田  清貴 10.79 西端  公志(3) 10.90 文山  知之(3) 10.94 小林  文人(2) 10.94 濱谷  宜慶(3) 11.06 徳永  貴亮(3) 11.13

伊丹市･住友電工 -0.6 西宮市･関西学院大 -0.6 豊岡市･豊岡市陸協 -0.6 西宮市･関学高 -0.6 三田市･三田祥雲館高 -0.6 明石市･京都教育大 -0.6 加古川市･関西学院大 -0.6 長田区･兵庫高 -0.6 

４００ｍ 片岡  直希(3) 49.23 森山  昌幸(3) 49.28 池    智志 49.76 浅野  駿介 49.77 來實  耕平(3) 50.45 田中  宏宜(3) 50.48 井上    剛(2) 50.78

姫路市･姫路商高 川西市･大阪体育大 芦屋市･芦屋市陸協 加古川市･復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 須磨区･須磨翔風高 加東市･社高 中央区･葺合高

５０００ｍ 村本  一樹(3) 14:37.14 厚地  翔太(3) 14:45.08 中大路佳寿(2) 14:45.82 坂東  悠汰(3) 14:54.10 赤澤  健太(2) 14:58.38 廣    佳樹(3) 15:00.35 辻村  公佑(3) 15:09.49 加藤  拓実(2) 15:09.79

姫路市･兵庫県立大 伊丹市･住友電工 伊丹市･住友電工 淡路市･津名高 西脇市･西脇工高 西宮市･県西宮高 三田市･三田祥雲館高 加古川市･西脇工高

１１０ｍＨ 永田  駿祐(3) 14.25 小池  崇之 14.65 小林    隼(3) 14.79 金古  正也(3) 14.98 志摩  有哉(3) 15.18 田中    昂 15.34

(1.067m) 西宮市･大阪教育大 +2.1 赤穂市･赤穂市役所 +2.1 宝塚市･宝塚北高 +2.1 西区･滝川第二高 +2.1 姫路市･姫路商高 +2.1 垂水区･大阪教育大 +2.1 

走高跳 田屋  良晃(4) 2m02 松岡    凉(2) 1m96 3位:酒本  知明 1m90 3位:川嶋  健佑(3) 1m90 3位:潮﨑    傑(3) 1m90 濱崎  武志 1m90 石井  嵩人(3) 1m90 松本  良太(3) 1m90

西宮市･流通科学大 東灘区･甲南大 加古川市･復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東灘区･甲南大 中央区･滝川第二高 明石市･川崎重工 垂水区･舞子高 姫路市･姫路工高

棒高跳 山方  諒平(4) 5m00 丹羽  研人(1) 4m50 藤原  大征(3) 4m20 黒田  一樹(3) 4m00 井谷    寛(3) 4m00 乾    博貴(1) 3m80 薮内涼太郎(3) 3m60 中道  晴之(3) 3m00

尼崎市･摂南大 西宮市･摂南大 明石市･明石商高 姫路市･琴丘高 加古川市･加古川東高 明石市･明石商高 姫路市･姫路西高 兵庫区･兵庫工高

砲丸投 池川  博史(1)  14m54 塩浜  裕也(3)  13m86 磯本  昴甫  13m56 吉田凌太朗(3)  13m51 茨本  裕介(3)  13m13 中林  達紀  13m10 木下  準一  12m89 小原  広暉(3)  12m55

(6.000kg) 西区･滝川第二高 南あわじ市･淡路三原高 明石市･川崎重工 たつの市･龍野高 長田区･兵庫高 赤穂市･赤穂市陸協 篠山市･篠山市陸協 姫路市･兵庫県立大

円盤投 山根  崇志  42m27 山下  大助  42m04 石井  光一(2)  41m15 瀧島  一輝(2)  37m93 池川  博史(1)  36m82 長谷川祥大(2)  36m49 廣田  知也(3)  36m07 若林    錬(3)  34m60

(1.750kg) 加古川市･復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 宝塚市･宝塚市陸協 須磨区･滝川高 尼崎市･武庫荘総合高 西区･滝川第二高 長田区･兵庫高 尼崎市･尼崎双星高 佐用郡･佐用高

１００ｍ 梅川    峻(3) 11.35 丘田  龍弥(3) 11.35 松本  拓巳(3) 11.45 佐藤  玄主(3) 11.48 石村    駿(3) 11.52 前田  篤志(3) 11.54 鈴木  琉大(3) 11.55 西野  滉起(3) 11.60

西区･井吹台中 +1.0 高砂市･高砂中 +1.0 加古川市･加古川中 +1.0 芦屋市･山手中 +1.0 加古川市･平岡中 +1.0 西宮市･甲武中 +1.0 宝塚市･宝塚第一中 +1.0 垂水区･本多聞中 +1.0 

４００ｍ 山田    翼(3) 50.04 丸尾  和誠(3) 51.45 紙本  拓哉(3) 51.50 安藝  光遥(3) 51.56 大谷    幹(3) 51.58 井上  泰斗(3) 51.76 烏野  翔輝(3) 52.59 中川    諒(2) 52.74

加古川市･加古川中 NGR 赤穂市･赤穂西中 小野市･小野中 姫路市･山陽中 北区･有野北中 姫路市･飾磨西中 明石市･大久保北中 豊岡市･豊岡南中

３０００ｍ 中尾  大樹(3)  8:50.15 橋本  大輝(3)  9:07.76 筒井  涼太(3)  9:13.40 井上  大輝(3)  9:13.69 進藤  魁人(3)  9:15.27 藤田  瑛丈(3)  9:18.04 坂元  祐喜(3)  9:21.28 河合  勇樹(3)  9:23.01

高砂市･宝殿中 垂水区･桃山台中 三木市･三木東中 高砂市･宝殿中 姫路市･香寺中 小野市･小野南中 加古川市･加古川山手中 北区･大原中

１１０ｍＨ 前田  篤志(3) 14.65 徳岡    凌(3) 14.97 前田  涼也(3) 15.18 大前  智哉(3) 15.46 5位:仲野  秀栄(3) 15.56 5位:西村  亮太(3) 15.56 山村  景太(3) 15.72 佐々木一樹(3) 15.79

(0.914m) 西宮市･甲武中 +1.8 西脇市･西脇中 +1.8 三木市･三木中 +1.8 三田市･三田学園中 +1.8 西宮市･学文中 +1.8 洲本市･五色中 +1.8 宝塚市･宝塚第一中 +1.8 姫路市･大津中 +1.8 

走幅跳 酒井  雅也(3) 6m54 吉田  弘道(3) 6m48 溝田  航希(3) 6m34 佐貫  源紀(2) 6m25 高杉    岳(3) 6m23 是枝  翔太(3) 6m19 野崎  涼太(3) 6m12 辰巳  智広(3) 6m07

篠山市･丹南中 +0.1 神崎郡･福崎西中 +0.5 明石市･大蔵中 +1.2 北区･有野北中 -0.2 西宮市･上甲子園中 +1.3 西区･平野中 +0.6 垂水区･多聞東中 +1.1 宝塚市･西谷中 +1.1 

砲丸投 谷    瑛大(3)  15m06 満田  海斗(3)  13m71 小林  裕季(3)  13m17 矢吹紘二郎(3)  12m89 金井  一平(3)  12m63 長谷川樹希(3)  11m85 矢引  力樹(3)  11m84 中村  美史(3)  11m63

(5.000kg) 宝塚市･南ひばりｶﾞ丘中 加古川市･陵南中 神崎郡･神河中 加古川市･氷丘中 篠山市･篠山中 西区･押部谷中 北区･有野北中 宝塚市･西谷中

４×１００ｍ 加古川市 42.65 明石市 43.57 三田市 43.60 東灘区 43.97 西区 44.01 宝塚市 44.18 姫路市 44.33

  濱谷  宜慶(3)   松下  楓斗(3)   嶋原  耕平(2)   河口  裕亮(2)   小西  貴大(3)   瀬戸  浩平(2)   山田  将吾(3)

  池澤  翔輝(2)   吉田  潤哉(2)   文山  知之(3)   原口    遼(2)   梅川    峻(3)   鈴木  琉大(3)   新井  陽豊(3)

  松本  拓巳(3)   杉浦  元哉(3)   大前  智哉(3)   吉田  勇斗(3)   田島  登和(1)   長澤  康平(3)   木原    祐(3)

  山田    翼(3)   武鎗  穂高(3)   高橋  拓真(3)   谷元  浩二(3)   前田    凌(1)   中川  尚紀(2)   住本  春輝(3)

４×１００ｍ 小野(小野市) 53.81 米田(高砂市) 54.36 大久保(明石市) 55.24 重春(西脇市) 55.59 八幡(加古川市) 56.27 三木(三木市) 56.60 勝原(姫路市) 57.10 北(丹波市) 59.53

  植濃  竣基(6)   御牧    就(6)   藤本    樹(6)   高橋  祐司(6)   前田  寛登(6)   西田  佳祐(6)   八木隆之介(6)   九合  陸真(6)

  西尾  晃太(6)   福田  滉斗(6)   星野  竜青(6)   宇仁菅  謙(6)   森    瑞希(6)   川野  碧斗(6)   池田  蒼尉(6)   椋本  直希(6)

  友藤  帝語(6)   大野  璃来(6)   鶴谷  大祐(6)   大西  啓太(6)   大山  涼介(6)   川﨑  舜介(6)   佐谷  結斗(6)   髙見  彪雅(6)

  小野兼太郎(6)   保田  朋樹(6)   廣瀨  有慶(6)   細見  亮汰(6)   松尾  拓馬(6)   安藤  優馬(6)   田邉  真輝(6)   辻    夏大(6)

男子得点 加古川市 65点 西宮市 56.5点 姫路市 44点 明石市 36点 西  区 35点 宝塚市 30点 伊丹市 21点 高砂市 20点

  9:00 晴れ  23.5℃   63％ 西南西 0.5m/s 主催：一般財団法人兵庫陸上競技協会 総　　　　　務：吉　井　道　昭

 12:00 曇り  24.5℃   51％ 南 3.0m/s 　　　兵庫県体育協会 トラック審判長：吉　村　直　樹

 17:17 晴れ  23.0℃   32％ 東南東 1.8m/s 後援：神戸新聞社 跳　躍　審判長：田　中　耕　治

投てき　審判長：宮　永　正　俊

記　録　主　任：中　川　広　信
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凡例（NGR:大会新記録）
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   第68回兵庫県民体育大会・第67回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 2014年5月3日(土)

兼 第69回国民体育大会第3次選考競技会･第31回兵庫県小学生ﾘﾚｰ競技大会 決勝一覧表
神戸ユニバー記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 三宅奈緖香 11.90 瀬戸浦佑奈(2) 12.29 山本  奈穂(2) 12.33 小田  早織(3) 12.35 松成  奈美(4) 12.39 張      藝(2) 12.58 森田  玲加(3) 12.59 吉村今日子(3) 12.67

加西市･住友電工 -0.3 NGR 美方郡･滝川第二高 -0.3 長田区･長田高 -0.3 西宮市･夙川高 -0.3 灘区･神戸大 -0.3 尼崎市･園田高 -0.3 美方郡･園田高 -0.3 西区･滝川第二高 -0.3 

４００ｍ 加藤亜友美 56.79 田代  百優(3) 57.16 伊藤  冴香(2) 57.94 藤川  亜子(3) 58.31 上月  美裕(2) 58.83 塩田  有花(3) 58.87 平畑  真帆(3) 59.17 ﾒﾄﾞﾗﾉ  ﾐﾂｴ(2) 59.85

伊丹市･住友電工 長田区･長田高 伊丹市･園田学園女大 西宮市･夙川高 須磨区･須磨東高 高砂市･加古川西高 尼崎市･園田高 加古川市･園田学園女大

３０００ｍ 高谷  愛奈(2)  9:58.60 村上  智美(2) 10:00.00 竹川  弥生 10:00.03 原田ひかる(1) 10:13.60 工藤ひかり(3) 10:17.17 金井亜沙海(3) 10:17.22 森本  千優(2) 10:21.84 大畠万由子(1) 10:23.28

須磨区･須磨友が丘高 西脇市･西脇工高 姫路市･姫路市陸協 加古川市･兵庫大 西脇市･西脇工高 三木市･三木高 神崎郡･姫路商高 西区･神戸学院大

１００ｍＨ 伊藤  愛里 13.69 濱本  恵美(3) 14.21 飯田  郁未(3) 14.29 近藤  玲名(3) 14.31 松田  彩佳(2) 14.61 吉本  有希(4) 14.61 丸本  佳苗(2) 14.69 乾    実紗(3) 15.00

(0.840m) 伊丹市･住友電工 +2.7 東灘区･甲南大 +2.7 東灘区･甲南大 +2.7 姫路市･姫路商高 +2.7 西区･滝川第二高 +2.7 姫路市･関西大 +2.7 豊岡市･豊岡高 +2.7 西宮市･県西宮高 +2.7 

走幅跳 上垣麻衣子(3) 5m95 藤野    茜(3) 5m65 大浦  沙紀(3) 5m58 藤井まりあ(2) 5m53 足立    舞(1) 5m40 近藤    茜(2) 5m35 河下  莉子(1) 5m35 用貝  涼乃(3) 5m34

西宮市･武庫川女子大 +1.3 三田市･三田祥雲館高 +0.4 西宮市･夙川高 -0.5 灘区･神戸大 +1.0 丹波市･武庫川女子大 -0.8 姫路市･夙川高 -1.1 中央区･園田高 -0.1 西区･滝川第二高 -0.3 

やり投 1位:井上    萌(3)  43m99 1位:松田知恵里(3)  43m99 後藤  悠希(1)  41m82 岡村  亜彩(2)  40m24 上野  瑞穂(2)  39m02 宇都宮絵莉(3)  38m23 福貴  央渚(2)  37m91 武藤さくら子(3)  36m16

(0.600kg) 西区･滝川第二高 尼崎市･園田学園女大 丹波市･京都教育大 三田市･三田祥雲館高 明石市･明石西高 加古川市･園田学園女大 姫路市･飾磨高 明石市･明石商高

１００ｍ 宮田  乙葉(3) 12.14 榎    真菜(3) 12.30 三村    萌(3) 12.32 安田明日翔(3) 12.35 高山  綺音(3) 12.58 沢井  なな(3) 12.62 白井  佑佳(3) 12.69 安藤  七海(3) 12.83

明石市･朝霧中 +2.0 NGR 小野市･小野南中 +2.0 西区･神戸長坂中 +2.0 三田市･狭間中 +2.0 西宮市･鳴尾南中 +2.0 伊丹市･伊丹北中 +2.0 三田市･ゆりのき台中 +2.0 明石市･大久保中 +2.0 

１５００ｍ 田中  希実(3)  4:33.25 後藤    夢(3)  4:34.41 今枝  紗弥(3)  4:37.38 藤井利佳子(3)  4:37.73 南  茉里奈(2)  4:41.83 本岡  夏実(2)  4:41.87 太田  麻衣(3)  4:45.83 村上  美桜(3)  4:46.18

小野市･小野南中 加古川市･平岡南中 小野市･小野中 西宮市･瓦木中 たつの市･龍野東中 加古川市･加古川山手中 西宮市･甲武中 三木市･三木中

１００ｍＨ 岩槻    茜(3) 14.51 和三はるか(3) 14.80 切石    奏(3) 14.98 村上  瑞保(3) 15.14 安達  杏香(3) 15.19 上田  実和(3) 15.31 保田紗也香(3) 15.40 濱田  麻世(3) 15.77

(0.762m) 明石市･大久保中 +3.4 西区･井吹台中 +3.4 西宮市･深津中 +3.4 西脇市･黒田庄中 +3.4 三田市･ゆりのき台中 +3.4 姫路市･飾磨西中 +3.4 姫路市･増位中 +3.4 三田市･富士中 +3.4 

走高跳 平山    梓(2) 1m54 佐保  凪紗(3) 1m54 天野  由惟(2) 1m54 田中  志奈(3) 1m54 梶原  美悠(2) 1m51 藤田帆乃香(3) 1m48 松本あゆみ(3) 1m48 荒木  眞羽(3) 1m48

揖保郡･太子西中 小野市･小野南中 姫路市･大津中 須磨区･横尾中 高砂市･荒井中 西区･平野中 尼崎市･立花中 加古川市･加古川中

砲丸投 ｱﾋﾝﾊﾞﾚ ﾃｨﾅ(3)  13m74 山本  怜奈(3)  12m77 刈谷みちる(3)  12m32 笹倉  百葉(3)  12m28 坂本    茜(3)  11m91 岸    色葉(3)  11m73 水田すみれ(3)  11m51 楠    日和(3)  11m49

(2.721kg) 加古川市･加古川中 姫路市･朝日中 西宮市･浜脇中 丹波市･山南中 加古川市･加古川中 三田市･藍中 姫路市･朝日中 洲本市･五色中

４×１００ｍ 西宮市 48.50 西区 48.62 東灘区 48.97 明石市 49.46 三田市 49.48 尼崎市 49.70 加古川市 49.97

  高山  綺音(3)   上月  亜美(2)   佐々木綾菜(2)   安藤  七海(3)   寺川    楓(2)   桑原  綾子(3)   竹川  絵理(3)

  大崎  美都(3)   三村    萌(3)   古段  佐南(2)   藤原  千咲(2)   安田明日翔(3)   張      藝(2)   川田  朱里(3)

  小田  早織(3)   岸本  若奈(1)   西山  沙優(1)   森    美優(2)   西田  京未(2)   大西  麻由(3)   松本真由美(3)

  津山    葵(1)   吉村今日子(3)   田中  杏梨(2)   宮田  乙葉(3)   白井  佑佳(3)   山本紗也夏(3)   小松  未奈(2)

棒高跳 那須  眞由(3) 3m65 西田  侑加(3) 2m80 今村    澪(1) 2m40

明石市･明石商高 明石市･明石商高 尼崎市･園田学園女大

４×１００ｍ 小野(小野市) 53.95 荒井(高砂市) 56.11 舞子(神戸市) 56.90 塩屋(赤穂市) 56.96 東神吉南(加古川市) 57.53 大久保(明石市) 57.82 新宮(たつの市) 57.87 重春(西脇市) 58.34

  大坂谷明里(6)   松井あずみ(5)   川上    咲(6)   竹本  琴音(6)   稗田  美羽(6)   上月  彩未(6)   塩谷  音葉(6)   藤原  楽生(6)

  藤原  采音(6)   豊田  はな(6)   川田菜々子(6)   丸尾  明代(6)   羽田  有希(6)   大西  優香(6)   武木田さくら(6)   高瀬  未来(6)

  大伏  可純(6)   加茂万由子(6)   吉永    愛(6)   髙原  千聖(6)   藤本  咲絢(6)   萩尾  紡希(6)   鶴田  彩奈(6)   石野  愛莉(6)

  松永  朋子(6)   明瀬  優衣(6)   西川  幸菜(6)   松尾  日向(6)   神吉  優海(6)   菊池  碧妃(6)   糟谷  真吹(6)   石野  智深(6)

女子得点 西宮市 56点 姫路市 39点 西  区 37.5点 加古川市 34点 三田市 31点 小野市 28点 明石市 27点 伊丹市 25点

総合得点 西宮市 112.5点 加古川市 99点 姫路市 83点 西  区 72.5点 明石市 63点 三田市 48点 伊丹市 46点 小野市 37点

  9:00 晴れ  23.5℃   63％ 西南西 0.5m/s 主催：一般財団法人兵庫陸上競技協会 総　　　　　務：吉　井　道　昭

 12:00 曇り  24.5℃   51％ 南 3.0m/s 　　　兵庫県体育協会 トラック審判長：吉　村　直　樹

 17:17 晴れ  23.0℃   32％ 東南東 1.8m/s 後援：神戸新聞社 跳　躍　審判長：田　中　耕　治

投てき　審判長：宮　永　正　俊

記　録　主　任：中　川　広　信
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凡例（NGR:大会新記録）


