
日付 種目

乗松　航輔(3)  w10.97 (+2.5) 松本　昂大(3)  w11.01 (+2.5) 野上　翼(3)  w11.17 (+2.5) 内海　航大(3)  w11.23 (+2.5) 野中　楓(3)  w11.28 (+2.5) 田口　竜也(3)  w11.29 (+2.5) 今関　伸吾(3)  w11.33 (+2.5) 藤原　匠哉(3)  w11.38 (+2.5)

朝霧 上野 豊富 瓦木 加古川 園田東 本多聞 加美

松本　昂大(3)  22.00 (+0.3) 田口　竜也(3)  22.40 (+0.3) 内海　航大(3)  22.54 (+0.3) 田中　聡(3)  22.60 (+0.3) 今関　伸吾(3)  22.70 (+0.3) 野上　翼(3)  22.75 (+0.3) 松本　侑也(3)  22.87 (+0.3) 酒井　元気(3)  22.90 (+0.3)

上野 園田東 瓦木 太子東 本多聞 豊富 加古川 丹南

松本　侑也(3)  50.30 田中　聡(3)  51.03 中川　諒(3)  51.17 婦木　一輝(3)  51.81 酒井　元気(3)  52.12 鈴木　寿基(3)  52.55 石川　祥太郎(3)  52.70 鶴本　大晴(3)  52.76

加古川 太子東 豊岡南 市島 丹南 赤穂東 御影 川西

鶴本　大晴(3)  2:03.67 岡本　楓賀(3)  2:03.93 長尾　健斗(3)  2:03.98 今井　翼(3)  2:04.91 片山　晶汰(3)  2:05.39 大月　勇典(3)  2:08.34 真鍋　周平(3)  2:08.45 上杉　健太(3)  2:11.35

川西 加古川 篠山 北神戸 上野 小園 猪名川 花田

片井　宏哉(3)  4:16.61 畠山　裕士郎(3)  4:16.62 長尾　健斗(3)  4:17.03 田中　舜也(3)  4:18.98 増田　悠希(3)  4:19.73 北野　開平(3)  4:20.28 土本　大誠(3)  4:20.49 庭月野　颯汰(3)  4:20.59

五色 龍野西 篠山 多聞東 網干 飾磨西 西脇 西脇

三宅　友哉(3)  8:56.65 片井　宏哉(3)  9:06.40 宮島　英冴(3)  9:07.37 北野　開平(3)  9:08.78 増田　悠希(3)  9:09.40 谷本　勇陽(3)  9:10.98 市原　詩音(3)  9:14.08 藤本　龍生(3)  9:14.51

陵南 五色 荒井 飾磨西 網干 浜の宮 甲陽学院 有野北

久保田　太一(3)  14.69 (+1.8) 藤井　稜真(3)  14.85 (+1.8) 花田　拓実(3)  14.95 (+1.8) 利根川　陸(3)  14.98 (+1.8) 岩本　千登(3)  15.06 (+1.8) 荒東　佑弥(3)  15.21 (+1.8) 橋本　知樹(3)  15.31 (+1.8)

大原 大原 井吹台 姫路灘 朝霧 荒牧 川西

加古川  44.64 学文  44.66 五色  44.80 本多聞  44.93 川西  45.14 園田東  45.59 朝霧  45.62 武庫  45.64

安藤　怜(3) 岩男　健亮(3) 中井　健人(3) 車力　啓志朗(3) 安田　悠生(2) 鈴木　孝志(3) 今田　直希(3) 久安　瑠星(3)

野中　楓(3) 有川　雄太(3) 石田　大和(3) 今関　康明(3) 鶴本　大晴(3) 高木　一世(3) 乗松　航輔(3) 平岡　雄也(3)

松本　侑也(3) 立石　圭(3) 灘　大和(3) 八木　星弥(3) 溝口　拓海(2) 島田　舜太(2) 長瀬　健也(3) 桑田　和哉(3)

山崎　彰久(3) 池上　智貴(3) 新田　裕佑(3) 今関　伸吾(3) 橋本　知樹(3) 田口　竜也(3) 岩本　千登(3) 松村　拓海(3)

藤井　稜真(3)  1.91 竹内　勇梓(3)  1.85 香嶋　隼哉(3)  1.75 南川　魁生(3)  1.70 小林　祐誌(3)  1.70

大原 神戸長坂 太子西 瓦木 加美

川本　真治(3)  1.75 杉本　翔太(3)  1.70 嘉勢　太一(3)  1.70

二見 青垣 立花

鈴木　優澄(3)  1.70

日新

大﨑　洋介(3)  4.10 藤田　一天(3)  3.60 岸田　一成(3)  3.50 原　義人(3)  3.50 小林　大輝(3)  3.40

播磨南 本庄 日新 日新 香住第一

佐貫　源紀(3)  6.84 (+1.1) 野中　楓(3)  6.63 (+1.8) 栄田　楓登(3)  6.46 (0.0) 大六　拓海(3)  6.46 (0.0) 夏目　逸平(3)  6.22 (+1.8) 下里　瑠偉(3)  6.18 (+0.7) 内藤　裕希(3)  w6.11 (+2.3) 小林　健人(3)  6.08 (+2.0)

有野北 加古川 御影 大原 原田 上甲子園 篠山東 西脇

大六　拓海(3)  13.36 (+0.8) 溝口　将也(3)  13.23 (+0.9) 田中　亮伍(3)  13.15 (+1.0) 下里　瑠偉(3)  12.81 (+1.5) 木谷　陽己(3)  12.72 (+0.9) 佐貫　源紀(3)  w12.70 (+2.2) 河原　大地(3)  12.66 (+1.3) 岩崎　大輔(3)  12.37 (+1.5)

大原 二見 鳴尾 上甲子園 明峰 有野北 長坂 二見

加島　辰哉(3)  14.39 関　竜冴(3)  14.00 立花　郁人(3)  13.61 松田　海里(3)  13.58 永田　悠人(3)  13.36 山田　龍斗(3)  12.87 永井　千啓(3)  12.79 山本　真也(3)  12.57

深津 唐櫃 大蔵 志方 本山南 播磨南 加古川 花田

永井　千啓(3)  39.94 小林　大成(3)  37.50 加島　辰哉(3)  36.98 山田　龍斗(3)  36.07 湧上　泰歩(3)  35.52 早形　徳真(3)  35.26 山本　真也(3)  33.40 足立　一真(3)  32.97

加古川 加古川 深津 播磨南 日新 柏原 花田 青垣

主催団体名 兵庫陸上競技協会　 陸協名 神戸陸上競技協会 記録主任 信近　清志

競技会名 第62回兵庫県中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2015/9/27 佐藤貢・小宿義幸

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 栗林　秀行

9月27日 400m

9月26日 800m

7位 8位

３年男子 9月27日 100m

9月26日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月26日 110mH

9月26日 4x100mR

9月27日 1500m

9月26日 3000m

9月26日 走幅跳

9月27日 三段跳

9月27日 走高跳

9月26日 棒高跳

9月26日 砲丸投

9月27日 円盤投

審判長



日付 種目

主催団体名 兵庫陸上競技協会　 陸協名 神戸陸上競技協会 記録主任 信近　清志

競技会名 第62回兵庫県中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2015/9/27 佐藤貢・小宿義幸

競技場名 神戸総合運動公園陸上競技場 栗林　秀行

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

審判長

永井　寧々(3)  12.39 (+0.5) 長濵　奈々美(3)  12.42 (+0.5) 谷根　優花(3)  12.56 (+0.5) 石原　未鈴(3)  12.62 (+0.5) 谷　若奈(3)  12.69 (+0.5) 久保　夏鈴(3)  12.72 (+0.5) 髙島　寿莉亜(3)  12.83 (+0.5) 齊藤　朋佳(3)  12.86 (+0.5)

二見 飾磨西 荒井 鈴蘭台 青雲 大原 山陽 荒牧

長濵　奈々美(3)  w25.33 (+2.2) 久保　夏鈴(3)  w25.39 (+2.2) 谷　若奈(3)  w25.72 (+2.2) 芦田　陽菜(3)  w25.75 (+2.2) 古段　佐南(3)  w26.11 (+2.2) 谷根　優花(3)  w26.23 (+2.2) 松本　千咲(3)  w26.29 (+2.2)

飾磨西 大原 青雲 春日 本山南 荒井 荒井

永井　寧々(3)  w25.39 (+2.2)

二見

大西　ひかり(3)  2:14.29 金山　琳(3)  2:15.03 田中　愛弓(3)  2:16.20 三村　莉央(3)  2:17.57 岡田　柚希(3)  2:18.91 広内　来幸(3)  2:20.46 小西　梨香子(3)  2:20.73 木下　真白(3)  2:23.97

播磨 加古川 小野 加古川 播磨南 鈴蘭台 上ヶ原 三木

大西　ひかり(3)  4:29.84 金山　琳(3)  4:29.91 田中　愛弓(3)  4:34.30 木下　真白(3)  4:36.36 三村　莉央(3)  4:39.19 小西　梨香子(3)  4:40.34 南　茉里奈(3)  4:40.90 広内　来幸(3)  4:41.09

播磨 加古川 小野 三木 加古川 上ヶ原 龍野東 鈴蘭台

石谷　綾菜(3)  14.32 (+1.0) 田中　文菜(3)  14.52 (+1.0) 下込　朝香(3)  14.55 (+1.0) 有田　安紗季(3)  14.83 (+1.0) 平田　智(3)  15.15 (+1.0) 大澤　那苗(3)  15.16 (+1.0) 梶原　美悠(3)  15.23 (+1.0) 伊藤　つばめ(3)  15.32 (+1.0)

飾磨西 EGR 小野 龍野東 大蔵 双葉 宝殿 荒井 学文

荒井  49.43 青雲  49.56 飾磨西  49.68 大原  50.14 小野  51.03 深津  51.16 山陽  51.43 学文  52.09

佐藤　琴音(2) 浜田　詩織(3) 石谷　綾菜(3) 川南　莉奈(3) 多鹿　詩織(3) 安本　実由(3) 酒澤　朋花(1) 杉村　紗也佳(3)

松本　千咲(3) 山田　逸子(2) 大﨑　由布子(1) 光山　里佳(3) 岸本　葵(3) 細見　英永(3) 芝原　奈子(1) 藤本　優里(3)

久合田　麻結(2) 笹山　明日香(2) 吉識　史央里(2) 紙谷　早織(2) 梶尾　菜那(3) 葛谷　美結(1) 山本　弥央(2) 岩田　紗英(3)

谷根　優花(3) 谷　若奈(3) 長濵　奈々美(3) 久保　夏鈴(3) 田中　文菜(3) 平山　亜美(2) 髙島　寿莉亜(3) 伊藤　つばめ(3)

坂井　裕香(3)  1.55 梶原　美悠(3)  1.55 天野　由惟(3)  1.55 加藤　ななみ(3)  1.50 的場　なるみ(3)  1.50 片岡　みなも(3)  1.45

精道 荒井 大津 大成 緑台 青雲

吉崎　遥加(3)  1.50

黒田庄

平山　梓(3)  1.50

太子西

芦田　陽菜(3)  5.71 (+0.3) 森川　澪(3)  5.20 (+0.5) 松浦　優花(3)  w5.11 (+3.7) 宮脇　あやみ(3)  5.01 (+0.8) 山下　佳昴(3)  4.90 (+1.2) 岸本　葵(3)  4.86 (+1.8) 前田　祥奈(3)  4.82 (+1.9) 杉村　紗也佳(3)  4.79 (+0.7)

春日 原田 旭丘 朝日 今津 小野 魚住 学文

永井　楓花(3)  14.51 植原　千絢(3)  13.81 飯田　愛唯樺(3)  12.46 古結　桃子(3)  11.48 山本　彩佳(3)  11.45 石山　鈴華(3)  11.32 曽賀　陽菜(3)  11.26 大平　菜歩(3)  11.21

浜の宮 志方 播磨南 深津 深津 福崎東 東谷 有野北

永井　楓花(3)  35.39 飯田　愛唯樺(3)  31.84 大平　菜歩(3)  30.22 後藤　杏菜(3)  29.65 山本　彩佳(3)  26.88 曽賀　陽菜(3)  26.42 河野　翔子(3)  26.02 好田　悠莉(3)  25.43

浜の宮 播磨南 有野北 姫路高丘 深津 東谷 けやき台 志方

9月27日 1500m

３年女子 9月27日 100m

9月26日 200m

w (wind assist) : 追風参考

9月27日 砲丸投

9月26日 円盤投

9月27日 走高跳

9月27日 走幅跳

9月26日 100mH

9月26日 4x100mR

9月26日 800m


