
’15　兵庫陸上競技春季記録会　（大会ｺｰﾄﾞ 15280301） 男子成績一覧表

　　 兼 第70回　国民体育大会第1次兵庫県選考競技会 平成27年4月18日（土）・19日（日）
神戸ユニバー記念競技場 （競技場ｺｰﾄﾞ 281050）

日付 種目
18日 １００ｍ 多田  修平(1) 10.77 毛利  貫汰(3) 10.89 原口    遼(3) 10.93 稲田  昇平 10.94 西岡  春陽(2) 11.03 濱谷  宜慶(4) 11.04 8位:伊山  裕人(3) 11.08 8位:小西  勇太 11.08

大  阪･関西学院大 -1.4 伊川谷北高 -1.3 滝川第二高 +0.3 上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.3 関西学院大 -1.4 関西学院大 -1.3 関西学院大 -1.4 住友電工 +0.3
19日 ２００ｍ 毛利  貫汰(3) 22.32 伊山  裕人(3) 22.37 濱谷  宜慶(4) 22.45 松井  星矢(4) 22.46 白根  寿紀 22.47 笹山  佳暉(2) 22.53 7位:前田    凌(2) 22.63 7位:小中  勝貴(3) 22.63

伊川谷北高 -4.3 関西学院大 -3.9 関西学院大 -2.5 大阪体育大 -2.5 上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +0.8 淡路三原高 -1.5 滝川第二高 -3.9 県伊丹高 -2.7
18日 ４００ｍ 藤田  拓矢(M2) 48.24 大良  浩輝(3) 48.80 古澤  拓樹(4) 48.98 西川  晃輝(3) 49.46 北谷  直輝(2) 49.56 井上    剛(3) 49.62 尾関  一憲(3) 49.69 小林  慶弘(M1) 49.76

大阪教育大 三田松聖高 甲南大 京都外国語大 神戸科技高 葺合高 明石城西高 兵庫県立大
19日 ８００ｍ 水間  洋太(4)  1:52.45 竹中    惇(3)  1:52.93 植田  悠貴(3)  1:53.93 中村  航士(2)  1:54.42 岩崎    涼(2)  1:54.79 密山  裕貴 3  1:55.31 阪本  健太(3)  1:55.63 大西  隆裕(3)  1:56.37

大  阪･関西学院大 京  都･関西学院大 大  阪･神戸大 関西学院大 兵庫教育大 奈  良･智辯学園高 大  阪･関西学院大 京  都･近畿大
18日 １５００ｍ 東海真之介(3)  3:54.52 秋本  優紀  3:55.15 松岡  義基(3)  3:55.80 熊橋  弘将  3:56.32 豊島  誠也(4)  3:56.59 畠中  利樹  3:58.99 原田  拓哉(3)  4:00.33 尾上幸太郎(3)  4:01.96

関西学院大 山陽特殊製鋼 姫路商高 山陽特殊製鋼 関西学院大 山陽特殊製鋼 甲南大 奈  良･近畿大
19日 ５０００ｍ 村本  一樹(4) 14:32.11 大江  啓貴 14:33.05 森田    司 14:36.72 西澤  俊晃 14:44.79 仙頭  竜典 14:50.05 坂東    剛(1) 15:00.92 森川  翔平 15:05.19 山口    修 15:06.64

兵庫県立大 大  阪･大阪ｶﾞｽ 山陽特殊製鋼 京  都･SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 京  都･SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 関西学院大 山陽特殊製鋼 山陽特殊製鋼
18日 １００００ｍ 中島  弘貴 32:15.19 竹村  真一 32:20.81 平池  宏至 32:31.07 平井  大誠(3) 32:32.37 水野健太朗(3) 32:35.15 水谷  航太(1) 33:11.22 清水  勝彦(2) 33:13.03 石村  英幸 33:14.38

Ｇｒlab兵庫 兵庫県警察 鳩印G&T 星陵高 関学高 大阪経済大 滝川高 ﾕﾆﾊﾞｰSC
18日 １１０ｍＨ 三田  恭平 14.73 小西  勇太 14.83 福田  博之 15.04 桒原  拓也(2) 15.10 高橋  直矢(3) 15.12 大久保裕史(2) 15.19 松本  尚也(3) 15.20 廣瀬  達也(M2) 15.22

住友電工 -1.3 住友電工 -1.3 茗友ｸﾗﾌﾞ -1.3 加古川東高 -1.4 愛  媛･関西大 -1.3 甲南大 -1.3 加古川東高 -1.3 大阪教育大 -1.3
19日 ４００ｍＨ 小西  勇太 51.02 田井  祐介(M1) 54.00 大久保裕史(2) 55.50 立脇    岬(3) 55.68 清水  大稀(2) 55.72 武田  龍聖(3) 55.80 尾関  一憲(3) 55.99 水野    稜 56.14

住友電工 岡山大 甲南大 豊岡高 姫路商高 姫路商高 明石城西高 T&F.netKOBE
19日 ３０００ｍＳＣ 木村  哲也  8:48.46 篠藤    淳  8:57.06 乾    拓馬(3)  8:57.15 末山  貴文  9:11.46 野田  周吾(2)  9:15.59 原田  拓哉(3)  9:18.32 池田  雄規(4)  9:18.62 安田    慎(3)  9:21.75

住友電工 山陽特殊製鋼 関西学院大 大  阪･NTT西日本 関西学院大 甲南大 関西学院大 兵庫県立大
19日 走高跳 竹村慎之介(2) 2m02 山腰  翔一 2m02 田屋  良晃 1m96 角田  滉貴(3) 1m96 白石  直大(4) 1m93 大谷  昇輝(3) 1m93 鹿野  太我(2) 1m93 8位:矢嶋  隼也(3) 1m90

奈  良･関西学院大 KAF KAF 社高 京  都･同志社大 奈  良･関西学院大 関西学院大 明石西高
8位:小林    翔(3) 1m90
兵庫工高

18日 棒高跳 1位:乾    博貴(2) 4m00 1位:池田  敦士(2) 4m00 吉川  千智(3) 3m60 佐々木崇之(2) 3m40 岡田  一将(3) 3m40 原    義人(3) 3m20 岸田  一成(3) 3m20 岡本  拓真(2) 3m20
明石商高 明石商高 武庫荘総合高 琴丘高 武庫荘総合高 日新中 日新中 武庫荘総合高

18日 走幅跳 西尾  友佑(3)   6m91 中村  駿汰(3)   6m82 正司  尚暉(3)   6m74 田中  健太(3)   6m72 高尾  悠矢(2)   6m70 青谷  直哉(3)   6m62 潮﨑    爽(2)   6m56 藤本倫太朗(3)   6m53
滝川第二高 +1.0 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 +1.4 滋  賀･びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 +1.4 川西北陵高 +2.7 加古川東高 +2.8 関学高 +1.5 滝川第二高 +1.8 市西宮高 +0.3

19日 三段跳 室橋  拓実(3)  13m88 国友  亮太(3)  13m72 砂原  朋弥(3)  13m62 郁    泰幸(3)  13m49 神田    実(3)  13m48 見嶋  佑紀(3)  13m47 末吉  拓海(1)  13m46 野口  良太(3)  13m44
北摂三田高 +2.3 関西大 -0.0 東洋大姫路高 +1.6 武庫荘総合高 +0.7 宝塚北高 -0.6 明石高 +1.3 市尼崎高 +0.7 社高 +0.1

18日 砲丸投 山本  剛士(2)  13m25 美濃  樹生(4)  10m88 西川  竜也  10m53 渡邊  星矢   9m78 岡田    俊(2)   9m60
(7.26K) 龍谷大 兵庫教育大 HYOGO TFC HYOGO TFC 兵庫大

18日 砲丸投 北川  広也(3)  13m90 榧垣  翔太(3)  13m58 岩戸  孝平(2)  13m37 冨田  悠平(2)  13m10 迎    泰輝(2)  12m65 西野  迅人(3)  12m46 山添  雄紀(3)  12m35 榊原  祐一(3)  12m06
(6.0K) 伊丹北高 豊岡高 市尼崎高 飾磨工高 神戸科技高 明石城西高 市尼崎高 西宮南高

19日 円盤投 久保田健一郎(2)  41m97 和田  拓巳  38m34 坂口  将太  29m42 西川  竜也  28m91 今西  一貴(2)  28m72 池田  孝介  27m38
(2.0K) 関西大 但馬AC S.T.T. HYOGO TFC 甲南大 復刻ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

19日 円盤投 廣田  歩夢(2)  44m38 石井  光一(3)  43m46 岡崎  一輝(3)  41m71 福井  智幸(3)  40m65 長谷川祥大(3)  40m59 瀧島  一輝(3)  39m77 岩戸  孝平(2)  37m61 中村  美史(1)  37m32
(1.75K) 姫路商高 滝川高 尼崎西高 市尼崎高 兵庫高 武庫荘総合高 市尼崎高 市尼崎高

19日 ハンマー投 市浦  英樹  53m67 長谷川大輔  40m77
(7.26K) 加西市陸協 加古川市陸協

19日 ハンマー投 服部  優允(2)  54m03 福井  智幸(3)  52m44 寺岡  尚哉(3)  52m37 豊山  宇宙(3)  49m10 村上  龍星(3)  47m64 中田  航平(3)  46m70 辻村周平太(2)  46m24 中川  達斗(2)  43m97
(6.0K) 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 東洋大姫路高 柏原高 淡路三原高 自由ヶ丘高 姫路工高

18日 やり投 久保  篤史(3)  56m82 池川  博史(2)  53m65 山田  智也(3)  53m53 駒走  圭紀(2)  52m31 石井  光一(3)  51m42 松谷  勇志  51m04 遠藤  穂高(3)  50m63 渡辺    鯛(3)  49m39
相生高 滝川第二高 芦屋高 西宮東高 滝川高 TIC valley 尼崎西高 香住高

総　　　務：   吉  井  道  昭 印

天候 気温 湿度 風向 風速 主　催 ／ 兵 庫 陸 上 競 技 協 会 ﾄﾗｯｸ審判長： 　吉　村　直　樹 印

開始時(9:00) 晴れ 18.0℃ 40% 東 0.8m

正　午 晴れ 20.5℃ 25% 南西 1.6m 後　援 ／ 神 戸 新 聞 社 跳躍審判長： 　田　中　耕　治 印

終了時(19:15) 曇り 18.0℃ 53% 西南西 1.0m

開始時(9:00) 雨 16.5℃ 70% 北北東 0.4m 投擲審判長： 　宮　永　正　俊 印

正　午 曇り 19.5℃ 76% 東南東 0.4m

終了時(17:54) 曇り 19.0℃ 76% 西北西 1.8m 記 録 主 任： 　中　川　広　信 印

4／18（土）

4／19（日）

１位 ２位 ７位 ８位３位 ４位 ５位 ６位


