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   第69回兵庫県民体育大会   第69回兵庫県民体育大会   第69回兵庫県民体育大会   第69回兵庫県民体育大会・・・・第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 2015年5月3日(日)

兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会････第32回兵庫県小学生第32回兵庫県小学生第32回兵庫県小学生第32回兵庫県小学生ﾘﾚｰﾘﾚｰﾘﾚｰﾘﾚｰ競技大会競技大会競技大会競技大会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表
神戸神戸神戸神戸ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 西岡  春陽(2) 10.78 濱谷  宜慶(4) 10.97 原口    遼(3) 11.00 毛利  貫汰(3) 11.03 前田    凌(2) 11.09 稲田  昇平 11.10 西端  公志(1) 11.12 浅田  清貴 11.45

西宮市･関西学院大 -1.2 加古川市･関西学院大 -1.2 東灘区･滝川第二高 -1.2 西区･伊川谷北高 -1.2 西区･滝川第二高 -1.2 伊丹市･上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.2 西宮市･関西学院大 -1.2 豊岡市･豊岡市陸協 -1.2 

４００ｍ 足立  泰樹(2) 48.54 森山  昌幸(4) 48.59 鈴木  拓資(3) 49.16 上野  由貴(3) 49.23 嶋原  耕平(3) 49.24 小林  慶弘M1 49.79 志賀    颯(2) 50.05 道下  巧也(2) 50.20

丹波市･京都産業大 川西市･大阪体育大 豊岡市･立命館大 長田区･長田高 三田市･北摂三田高 姫路市･兵庫県立大 姫路市･姫路西高 西区･滝川第二高

５０００ｍ 村本  一樹(4) 14:50.15 大濱    輝(3) 14:56.09 原塚  友貴(2) 14:58.07 段床  健太 14:59.30 阿賀  康生(4) 15:01.17 赤澤  健太(3) 15:03.93 松山    治 15:08.17 加井  虎造(2) 15:24.71

姫路市･兵庫県立大 須磨区･須磨友が丘高 加古川市･西脇工高 神崎郡･神崎郡陸協 灘区･神戸大 西脇市･西脇工高 北区･ﾕﾆﾊﾞｰSC 西脇市･西脇工高

１１０ｍＨ 小林  文人(3) 14.36 小林  隼人(1) 14.59 福田  博之 14.62 永田  駿祐(4) 14.65 小池  崇之 14.89 大久保裕史(2) 14.97 松本  尚也(3) 15.08 廣瀬  達也(M2) 19.91

(1.067m) 明石市･京都教育大 -1.6 NGR 宝塚市･京都教育大 -1.6 長田区･茗友ｸﾗﾌﾞ -1.6 西宮市･大阪教育大 -1.6 赤穂市･赤穂市陸協 -1.6 東灘区･甲南大 -1.6 加古川市･加古川東高 -1.6 東灘区･大阪教育大 -1.6 

走高跳 矢嶋  隼也(3) 1m99 川嶋  健佑(4) 1m96 田屋  良晃 1m96 上鍵  政隆(2) 1m96 角田  滉貴(3) 1m96 山腰  翔一 1m93 笠井  隆一(3) 1m85 佃    優貴 1m85

明石市･明石西高 東灘区･甲南大 西宮市･KAF たつの市･龍野高 西脇市･社高 兵庫区･KAF 尼崎市･武庫荘総合高 南あわじ市･南あわじ市陸協

棒高跳 浅野  喜洋 5m00 富田  信司(2) 4m80 田熊  友樹(2) 4m60 池田  敦士(2) 4m40 乾    博貴(2) 4m20 木村  祐篤(3) 4m00 宮崎    稜(1) 4m00

東灘区･神戸市陸協 尼崎市･大阪体育大 加古郡･大阪体育大 明石市･明石商高 明石市･明石商高 尼崎市･武庫荘総合高 兵庫区･明石商高

砲丸投 池川  博史(2)  14m61 塩塚  敬太  14m16 北川  広也(3)  14m01 榧垣  翔太(3)  13m97 冨田  悠平(2)  13m70 岩戸  孝平(2)  13m37 中林  達紀  12m79 西野  迅人(3)  12m71

(6.000kg) 西区･滝川第二高 加古川市･ｳｨﾝﾄﾞｱｯﾌﾟAC 伊丹市･伊丹北高 豊岡市･豊岡高 姫路市･飾磨工高 尼崎市･市尼崎高 赤穂市･赤穂市陸協 明石市･明石城西高

円盤投 石井  光一(3)  44m60 山下  大助  43m90 和田  拓巳  43m48 山根  崇志  41m10 岡崎  一輝(3)  41m09 長谷川祥大(3)  40m94 福井  智幸(3)  40m01 西川  良郎(2)  36m26

(1.750kg) 須磨区･滝川高 宝塚市･宝塚市陸協 朝来市･但馬AC 加古川市･復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 尼崎市･尼崎西高 長田区･兵庫高 尼崎市･市尼崎高 長田区･夢野台高

１００ｍ 野中    楓(3) 11.33 内海  航大(3) 11.42 溝口  塁生(2) 11.47 田口  竜也(3) 11.70 藤原  匠哉(3) 11.76 井上  雄貴(3) 11.80 松本  梨央(3) 11.83 酒井  元気(3) 11.91

加古川市･加古川中 -1.5 西宮市･瓦木中 -1.5 明石市･野々池中 -1.5 尼崎市･園田東中 -1.5 多可郡･加美中 -1.5 姫路市･大白書中 -1.5 揖保郡･太子東中 -1.5 篠山市･丹南中 -1.5 

４００ｍ 田中    聡(3) 51.14 乗松  航輔(3) 51.19 中川    諒(3) 51.57 松本  侑也(3) 51.75 中村  優太(3) 52.66 婦木  一輝(3) 53.14 鈴木  寿基(3) 53.92 小谷  聖成(3) 54.24

揖保郡･太子東中 明石市･朝霧中 豊岡市･豊岡南中 加古川市･加古川中 西宮市･塩瀬中 丹波市･市島中 赤穂市･赤穂東中 北区･有野北中

３０００ｍ 三宅  友哉(3)  8:54.24 西宇  佑騎(3)  8:57.92 片井  宏哉(3)  8:58.15 宮島  英冴(3)  9:03.62 小林  祐介(3)  9:05.58 岸本健太郎(2)  9:08.88 坪田  開龍(3)  9:12.46 藤本  龍生(3)  9:19.66

加古川市･陵南中 加古川市･加古川山手中 洲本市･五色中 高砂市･荒井中 三木市･三木中 西区･平野中 姫路市･大白書中 北区･有野北中

１１０ｍＨ 藤原    誉(3) 15.55 浅尾  一成(3) 15.66 荒東  佑弥(3) 15.85 三村  剛輝(3) 15.90 花田  拓実(3) 15.98 橋本  知樹(3) 16.12 利根川  陸(3) 16.28 今西  良拡(3) 16.68

(0.914m) 西脇市･西脇南中 -2.4 加古川市･平岡中 -2.4 伊丹市･荒牧中 -2.4 姫路市･大津中 -2.4 西区･井吹台中 -2.4 川西市･川西中 -2.4 姫路市･姫路灘中 -2.4 川西市･東谷中 -2.4 

走高跳 藤井  稜真(3) 1m80 香嶋  隼哉(3) 1m77 三木健太郎(3) 1m77 嘉瀬  太一(3) 1m71 茨木  海良(3) 1m71 玉城  直人(3) 1m68 7位:宮本    笙(3) 1m68 7位:竹内  勇梓(3) 1m68

北区･大原中 揖保郡･太子西中 姫路市･大白書中 尼崎市･立花中 加古郡･稲美中 須磨区･鷹取中 西宮市･甲陵中 西区･神戸長坂中

砲丸投 加島  辰哉(3)  14m17 執行  大地(2)  13m41 立花  郁人(3)  13m34 西村  卓也(3)  12m77 松田  海里(3)  12m69 永井  千啓(3)  12m48 山田  龍斗(3)  11m96 久保  勇貴(3)  11m94

(5.000kg) 西宮市･深津中 西区･平野中 明石市･大蔵中 丹波市･春日中 加古川市･志方中 加古川市･加古川中 加古郡･播磨南中 西宮市･深津中

４×１００ｍ 西宮市 42.53 加古川市 42.85 西区 42.98 尼崎市 43.13 姫路市 43.27 三田市 43.27 洲本市 43.51 佐用郡 44.31

  弘光  裕希(3)   森田  涼介(3)   枝川  尚輝(2)   野間  敬司(3)   井上  雄貴(3)   若本    樹(3)   石田  大和(3)   松本  瑞樹(2)

  内海  航大(3)   濱谷  宜慶(4)   前田    凌(2)   田口  竜也(3)   細井  颯馬(2)   大良  浩輝(3)   川俣  和平(3)   八木  一平

  西端  公志(1)   野中    楓(3)   福田    駿(3)   我如子雅也(3)   野上    翼(3)   岡田  純哉(3)   高鍋  空登(3)   岡本  琉衣(3)

  前田  康介(3)   松本  侑也(3)   毛利  貫汰(3)   福岡  大生   岡田  敏彦   澤    航平(2)   犬持    智(3)   濱田  貴文(2)

４×１００ｍ 八幡(姫路市) 54.98 大久保(明石市) 55.37 小野(小野市) 55.74 加古川(加古川市) 55.85 別所(三木市) 56.59 米田(高砂市) 56.85 重春(西脇市) 57.18 三草(加東市)  1:00.80

  寺本    翔(6)   馬場    翼(6)   藤本  真大(6)   木村  陽斗(6)   野田銀之介(6)   上垣  達也(6)   臼井  元汰(5)   西山  竣大(5)

  上川  昂洋(6)   烏野  拓弥(6)   上野  聡太(6)   美田  成彦(6)   宮脇  卓也(6)   常本  雅哉(6)   宇仁菅祥太(6)   伊藤    凌(6)

  鎌田  直哉(6)   加門  皓輔(6)   阪本  尚輝(6)   真殿  悠輔(6)   福西  奏太(6)   佐伯    仁(6)   村上    峻(5)   渡邉  稔治(6)

  竹田  皓青(6)   松田  昇磨(6)   上岡  大輝(6)   神澤圭太朗(6)   神田  龍河(6)   保田  真吾(6)   村井  悠悟(6)   圓井  隆汰(6)

男子得点 加古川市 76点 西宮市 50.5点 明石市 45点 西  区 39.5点 姫路市 39点 尼崎市 36点 東灘区 25点 須磨区 18点

総合得点 加古川市 124点 姫路市 100点 西宮市 91.5点 明石市 87点 尼崎市 77点 西  区 73.5点 丹波市 39点 須磨区 38点

総　　　　　務：吉　井　道　昭

天候 気温 風向／風速 湿度 主催：一般財団法人兵庫陸上競技協会 トラック審判長：吉　村　直　樹

開始時(9:00) 晴れ 24.0℃ 南南西・2.8m/s 53% 　　　兵庫県体育協会 跳　躍　審判長：田　中　耕　治

正午 曇り 24.5℃ 　南　・0.2m/s 54% 後援：神戸新聞社 投てき　審判長：宮　永　正　俊

終了時(17:26) 雨 22.5℃ 南南西・0.8m/s 74% 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69回兵庫県民体育大会   第69回兵庫県民体育大会   第69回兵庫県民体育大会   第69回兵庫県民体育大会・・・・第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会第68回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 2015年5月3日(日)

兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会兼 第70回国民体育大会第3次選考競技会････第32回兵庫県小学生第32回兵庫県小学生第32回兵庫県小学生第32回兵庫県小学生ﾘﾚｰﾘﾚｰﾘﾚｰﾘﾚｰ競技大会競技大会競技大会競技大会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表
神戸神戸神戸神戸ユニバーユニバーユニバーユニバー記念競技場記念競技場記念競技場記念競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 三宅奈緖香 12.07 久貝    瞳(4) 12.36 山本  奈穂(3) 12.39 堂脇  優香(3) 12.44 中野    瞳 12.46 張      藝(3) 12.49 宮田  乙葉(1) 12.49 藤原  沙耶(2) 12.49

加西市･住友電工 -1.6 尼崎市･園田学園女大 -1.6 長田区･長田高 -1.6 西区･伊川谷北高 -1.6 須磨区･神戸市陸協 -1.6 加古川市･園田高 -1.6 明石市･夙川高 -1.6 西宮市･夙川高 -1.6 

４００ｍ 加藤美音流(2) 57.08 杉浦  真弥(3) 57.57 津山    葵(2) 57.58 森本友紀子 57.88 西田  京未(3) 59.16 ﾒﾄﾞﾗﾉ ﾐﾂｴ (3) 59.20 則枝  由姫(3) 59.67 松本  美紀(2) 59.70

尼崎市･園田学園女大 西宮市･夙川高 西宮市･夙川高 北区･園田学園女大AC 三田市･北摂三田高 加古川市･園田学園女大 中央区･山手女高 北区･神戸鈴蘭台高

３０００ｍ 戸田  朱音(2)  9:57.20 山本  千絵(2)  9:58.42 竹川  弥生 10:03.05 高谷  愛奈(3) 10:06.25 手嶋乃莉子(1) 10:08.39 志水  麻紗 10:09.58 大樽  瑞葉(1) 10:09.59 内山  菜月(3) 10:21.92

西脇市･西脇工高 姫路市･姫路商高 姫路市･安室RC 須磨区･須磨友が丘高 川西市･神戸学院大 尼崎市･尼崎市陸協 川西市･神戸学院大 長田区･夢野台高

１００ｍＨ 中島ひとみ(2) 14.00 飯田  郁未(4) 14.27 堂脇  優香(3) 14.28 松田  彩佳(3) 14.44 丸本  佳苗(3) 14.46 小松  未奈(3) 14.67 牧  すずな(2) 14.71 髙島佳乃子(3) 14.78

(0.840m) 伊丹市･園田学園女大 +0.6 東灘区･甲南大 +0.6 西区･伊川谷北高 +0.6 西区･滝川第二高 +0.6 豊岡市･豊岡高 +0.6 加古川市･園田学園女大 +0.6 姫路市･滝川第二高 +0.6 尼崎市･尼崎稲園高 +0.6 

走幅跳 中野    瞳 5m94 上垣麻衣子(4) 5m79 足立    舞(2) 5m72 平田  瑞希(3) 5m59 宇都宮絵莉(3) 5m54 濱本  果音(1) 5m54 河下  莉子(2) 5m49 川原  把菜(2) 5m45

須磨区･神戸市陸協 -0.0 西宮市･武庫川女子大 -1.1 丹波市･武庫川女子大 +2.3 姫路市･姫路東高 +1.7 加古川市･園田学園女大 -2.1 東灘区･甲南大 -0.8 尼崎市･園田高 +0.7 西区･滝川第二高 +0.9 

やり投 後藤  悠希(2)  45m23 松田知恵里(4)  43m75 武本  紗栄(1)  42m04 福貴  央渚(3)  41m38 宇都宮絵莉(3)  40m96 上野  瑞穂(3)  39m70 廣澤  舞緒(3)  39m05 井戸  梓織  38m69

(0.600kg) 丹波市･京都教育大 尼崎市･園田学園女大 尼崎市･市尼崎高 姫路市･飾磨高 加古川市･園田学園女大 明石市･明石西高 中央区･神戸科技高 加古川市･加古川市陸協

１００ｍ 谷根  優花(3) 12.57 永井  寧々(3) 12.58 古西  清乃(2) 12.59 中野  菜乃(2) 12.65 谷    若奈(3) 12.68 長濱奈々美(3) 12.79 上月  亜美(3) 12.83 岡  由利子(3) 12.92

高砂市･荒井中 +1.3 明石市･二見中 +1.3 姫路市･白鷺中 +1.3 加古川市･浜の宮中 +1.3 洲本市･青雲中 +1.3 姫路市･飾磨西中 +1.3 西区･井吹台中 +1.3 西宮市･学文中 +1.3 

１５００ｍ 金山    琳(3)  4:35.66 大西ひかり(3)  4:36.71 田中  愛弓(3)  4:38.38 小林    朝(2)  4:41.33 南  茉里奈(3)  4:43.23 神澤    桃(2)  4:43.27 荒井  優奈(3)  4:44.88 小西梨香子(3)  4:44.88

加古川市･加古川中 加古郡･播磨中 小野市･小野中 赤穂市･赤穂西中 たつの市･龍野東中 三木市･三木東中 須磨区･啓明学院中 西宮市･上ヶ原中

１００ｍＨ 石谷  綾菜(3) 14.41 有田安紗季(3) 14.82 柴田アンナ(3) 14.87 下込  朝香(3) 14.92 竹川  陽菜(3) 15.24 橘川    雅(3) 15.40 坂井  裕香(3) 15.51 池田  莉子(3) 15.52

(0.762m) 姫路市･飾磨西中 +2.2 明石市･大蔵中 +2.2 姫路市･白鷺中 +2.2 たつの市･龍野東中 +2.2 西区･平野中 +2.2 小野市･小野中 +2.2 芦屋市･精道中 +2.2 南あわじ市･三原中 +2.2 

走高跳 芦田  陽菜(3) 5m57 高良  彩花(3) 5m53 田中  文菜(3) 5m30 下込  朝香(3) 5m15 池上  舞子(3) 5m12 森川    澪(3) 5m06 宮脇あやみ(3) 5m05 小山  飛鳥(2) 5m02

丹波市･春日中 +0.6 西宮市･西宮浜中 -0.1 小野市･小野中 -0.4 たつの市･龍野東中 +1.9 姫路市･姫路東中 +1.5 灘区･原田中 +0.0 姫路市･朝日中 -1.1 須磨区･高倉中 -1.6 

砲丸投 永井  楓花(3)  13m58 植原  千絢(3)  12m47 曽賀  陽菜(3)  12m25 石山  鈴華(3)  11m87 有村    萌(3)  11m66 飯田愛唯樺(3)  11m23 塩崎  朱梨(3)  11m18 山本  彩佳(3)  10m99

(2.721kg) 加古川市･浜の宮中 加古川市･志方中 川西市･東谷中 神崎郡･福崎東中 西区･平野中 加古郡･播磨南中 高砂市･竜山中 西宮市･深津中

４×１００ｍ 明石市 48.10 姫路市 48.75 西宮市 48.82 洲本市 48.94 西区 48.95 東灘区 49.16 加古川市 49.30 丹波市 49.66

  馬場  瑞希(2)   古西  清乃(2)   中村  菜月(3)   山田  逸子(2)   山口  菜摘(2)   瀧口  紗矢(2)   榎本  樹羅(2)   福西  里桜(3)

  宮田  乙葉(1)   長濱奈々美(3)   岡  由利子(3)   横山  加奈(2)   上月  亜美(3)   古段  佐南(3)   中野  菜乃(2)   芦田  陽菜(3)

  下川真七佳(3)   岡本みのり(3)   藤原  沙耶(2)   増井  千恵(3)   松田  彩佳(3)   中野絵理子(3)   池内英里香   足立    舞(2)

  永井  寧々(3)   横田  華恋(2)   津山    葵(2)   谷    若奈(3)   岸本  若菜(2)   藤井彩和子(1)   小泉  景子(4)   鈴木タリネ(3)

棒高跳 那須  眞由(1) 3m60 竹上ほの香(1) 3m40 荒木  志保(3) 3m20 奥井  実咲(4) 3m00 田中    愛(2) 2m60 廣岡  玲美(2) 2m60 吉岡野々穂(2) 2m40 村岡かすみ(3) 2m40

明石市･園田学園女大 尼崎市･園田学園女大 加古郡･明石商高 明石市･武庫川女子大 西宮市･明石商高 西区･明石商高 明石市･明石商高 小野市･小野工高

４×１００ｍ 八幡(姫路市) 57.05 荒井(高砂市) 57.56 誉田(たつの市) 57.60 市場(小野市) 57.65 別府西(加古川市) 58.91 重春(西脇市) 59.26 滝野南(加東市) 59.32 福崎(神崎郡) 59.58

  松本奈那美(6)   八木  美羽(6)   髙濱  琴美(6)   日髙  里菜(6)   丸山  悠月(6)   清水  美妃(6)   宮崎  桃花(6)   楠田  一葉(6)

  寺本    葵(6)   松井あずみ(6)   東元  瑶佳(6)   岡田  栞菜(6)   西村    彩(5)   山本  亜弥(6)   成田  芽生(6)   香西  美咲(6)

  上岡  愛美(6)   中山  愛梨(6)   西村  明莉(6)   川平    怜(6)   坂本  若菜(5)   遠藤  清美(6)   高尾  美空(6)   清水  聡乃(6)

  近藤  桃花(6)   竹内  海鈴(6)   松本  明羽(6)   鷲野  梨花(6)   松本  彩華(6)   大畑  澄佳(6)   藤原  静稀(6)   後藤  美帝(6)

女子得点 姫路市 61点 加古川市 48点 明石市 42点 尼崎市 41点 西宮市 41点 西  区 34点 丹波市 23点 須磨区 20点

総合得点 加古川市 124点 姫路市 100点 西宮市 91.5点 明石市 87点 尼崎市 77点 西  区 73.5点 丹波市 39点 須磨区 38点

総　　　　　務：吉　井　道　昭

天候 気温 風向／風速 湿度 主催：一般財団法人兵庫陸上競技協会 トラック審判長：吉　村　直　樹

開始時(9:00) 晴れ 24.0℃ 南南西・2.8m/s 53% 　　　兵庫県体育協会 跳　躍　審判長：田　中　耕　治

正午 曇り 24.5℃ 　南　・0.2m/s 54% 後援：神戸新聞社 投てき　審判長：宮　永　正　俊

終了時(17:26) 雨 22.5℃ 南南西・0.8m/s 74% 記　録　主　任：中　川　広　信
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凡例（NGR:大会新記録）


