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平成29年度兵庫県実業団記録会 2018年3月17日(土)
決勝一覧表

ウィンク陸上競技場(姫路市立陸上競技場)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 3/17 １００ｍ 横山　修大(1) 10.99 髙味　珠眞(2) 11.11 池上　智貴(2) 11.14 宮下　大河(3) 11.17 小林　優一(3) 11.20 林　  大地(1) 11.27 山本　和己(1) 11.32 坂本　研介(2) 11.32

関学高･兵庫 +1.9 伊丹西高･兵庫 +1.9 鳴尾高･兵庫 +1.9 兵庫県立大･兵庫 +1.9 兵庫県立大･兵庫 +0.8 兵庫県立大･兵庫 +2.3 尼崎稲園高･兵庫 +2.3 兵庫県立大･兵庫 +1.3 
男子 3/17 ４００ｍ 小林　優一(3) 49.76 田口　竜也(2) 49.86 竹内　啓登(2) 49.97 林　  大地(1) 50.32 横山　修大(1) 50.47 原田　  準(1) 51.03 岩男　健亮(2) 51.22 越島  慶進(2) 51.27

兵庫県立大･兵庫 市尼崎高･兵庫 姫路高･兵庫 兵庫県立大･兵庫 関学高･兵庫 市尼崎高･兵庫 鳴尾高･兵庫 尼崎西高･兵庫

男子 3/17 ３０００ｍ 山上  　宝(2)  8:52.29 藤山　怜士(2)  8:57.90 林　  幸佑(4)  8:59.45 黒木　大輝(2)  8:59.45 瀬口　啓太  9:00.87 中川　隼一(1)  9:05.56 豊永　雄太(3)  9:18.42 大東　雅弥(3)  9:19.00
宝塚北高･兵庫 明石城西高･兵庫 兵庫県立大･兵庫 宝塚東高･兵庫 ﾊﾝﾓｯｸAC･福岡 姫路商高･兵庫 荒牧中･兵庫 伊丹東中･兵庫

男子 3/17 ５０００ｍ 米田　大輝 14:19.04 永信　明人 14:22.53 森川　翔平 14:24.36 橋爪　孝安 14:25.19 山端　哲世 14:27.35 石橋　安孝 14:30.03 山口　  修 14:30.47 髙田　大樹 14:38.02
大阪府警･大阪 大阪府警･大阪 山陽特殊製鋼･兵庫 SGHグループ･京都 山陽特殊製鋼･兵庫 SGHグループ･京都 山陽特殊製鋼･兵庫 山陽特殊製鋼･兵庫

男子 3/17 １００００ｍ 今西　洸斗(2) 31:02.18 大崎　陸斗(2) 31:20.36 湯川　達矢(1) 31:27.94 長谷川達也(1) 31:29.77 杉岡　洸樹(3) 31:30.30 前田　篤志(2) 31:34.56 三浦　悠斗(2) 31:35.14 桂　  翔太(3) 31:41.62
びわこ学院大･大阪 びわこ学院大･兵庫 びわこ学院大･和歌山 びわこ学院大･大阪 智辯ｶﾚｯｼﾞ高･奈良 西宮北高･兵庫 びわこ学院大･兵庫 神戸大･兵庫

男子 3/17 １１０ｍＨ 川上ヒデル(3) 14.98 森本　太喜(3) 16.24 北浦　柊二(2) 16.48 白岩　  紳(1) 17.57 松尾　州馬(1) 19.88 磯貝　幸翼(1) 20.23
(1.067m) 鳴尾高･兵庫 +2.7 尼崎北高･兵庫 +2.7 飾磨工高･兵庫 +2.7 加古川北高･兵庫 +2.7 飾磨工高･兵庫 +2.7 市尼崎高･兵庫 +2.7 

男子 3/17 走高跳 香嶋　隼哉(2) 1m95 市川　星哉(2) 1m86 岸　  昂我 1m80 牧野　  廉(2) 1m75 同順：西川　  廉(2) 1m75 同順：中野　晋也(2) 1m75 松下　皆斗(1) 1m70
飾磨工高･兵庫 飾磨工高･兵庫 BlueWaveAC･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 兵庫県立大･兵庫 兵庫県立大･兵庫 東洋大姫路高･兵庫

男子 3/17 走幅跳 原　  義人(2) 6m22 大森　晴仁(2) 6m18 難波　隆輝(1) 6m14 柏木　俊希(1) 6m09 元持　侑哉(2) 6m08 宮澤　賢汰(2) 6m04 田中　祐輔(1) 5m99 赤松　佑人(1) 5m79
尼崎北高･兵庫 +1.8 宝塚西高･兵庫 +3.3 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大･兵庫 +3.9 兵庫高･兵庫 +3.0 宝塚西高･兵庫 +2.9 相生産高･兵庫 +3.0 飾磨工高･兵庫 +2.4 飾磨工高･兵庫 +1.8 

男子 3/17 砲丸投 森　　大地  13m59 渡邊　星矢   9m09
(7.260kg) 高砂市陸協･兵庫 HYOGOTFC･兵庫

男子 3/17 砲丸投 石原　唯斗(1)  14m77 坂本　  駿(2)  13m51 江上　拓弥(2)  10m75 藤田　敬也(1)  10m28 川西　悠斗(2)  10m22
(6.000kg) 姫路商高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 尼崎稲園高･兵庫 東洋大姫路高･兵庫 尼崎稲園高･兵庫

男子 3/17 円盤投 平田　泰一(1)  34m33 渡邊　星矢  22m73
(2.000kg) 兵庫県立大･兵庫 HYOGOTFC･兵庫

男子 3/17 円盤投 永森　智也(1)  34m23 河野　  諭(2)  31m48 宮内　貴規(2)  24m02 滝原　広大(1)  22m19
(1.750kg) 姫路商高･兵庫 鳴尾高･兵庫 加古川北高･兵庫 明石城西高･兵庫

男子 3/17 やり投 和田    優(2)  50m06 橋本　　仁(2)  48m74 眞井　海輝(1)  47m50 古川　真夢(2)  46m46 森下　達矢(4)  45m73 平田　泰一(1)  44m70 井上麟太郎(1)  43m77 前田　温人(2)  43m21
(0.800kg) 尼崎西高･兵庫 高砂南高･兵庫 高砂高･兵庫 神崎高･兵庫 兵庫県立大･兵庫 兵庫県立大･兵庫 兵庫高･兵庫 太子高･兵庫

女子 3/17 １００ｍ 前堀　里奈(2) 12.85 久保　夏鈴(2) 12.96 立岩　杏珠(1) 13.05 大濱　  萌(2) 13.21 池田　紗弥(2) 13.37 野間　  楓(1) 13.42 沖　　鈴華(2) 13.46 前田　祥奈(2) 13.55
兵庫高･兵庫 +3.3 兵庫高･兵庫 +3.3 姫路商高･兵庫 +3.3 兵庫高･兵庫 +3.3 明石城西高･兵庫 -0.4 武庫川女大･兵庫 -0.4 県農高･兵庫 -0.7 明石城西高･兵庫 -0.4 

女子 3/17 ４００ｍ 平野芙佑花(2) 57.97 永井　  晶(1) 59.25 石谷　綾菜(2) 59.32 有末　涼穂(2)  1:00.59 建部　美月(2)  1:01.71 大濱　  萌(2)  1:03.33 上田　千晃(1)  1:04.27 溝口　  花(1)  1:04.67
姫路商高･兵庫 姫路商高･兵庫 姫路商高･兵庫 姫路商高･兵庫 兵庫県立大･兵庫 兵庫高･兵庫 関学高･兵庫 兵庫高･兵庫

女子 3/17 ３０００ｍ 今枝　紗弥(3) 10:19.45 平原　千聖(2) 10:41.24 大坂　菜摘 10:43.61 山田眞由美(1) 10:47.84 岡本  　悠(2) 10:50.96 井川　夏実(2) 10:51.05 村岡　茉奈(2) 11:06.05 樋口　紗季(1) 11:06.96
西脇工高･兵庫 兵庫高･兵庫 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌHD･大阪 兵庫高･兵庫 兵庫高･兵庫 北条高･兵庫 神崎高･兵庫 姫路高･兵庫

女子 3/17 １００ｍＨ 加陽みずほ(1) 17.21 藤原　佑奈(1) 18.83 中元　優花(2) 18.87
(0.762m) 明石城西高･兵庫 +4.4 姫路高･兵庫 +4.4 加古川北高･兵庫 +4.4 

女子 3/17 走高跳 柴田アンナ(2) 1m53 天野　由惟(2) 1m50 平山　  梓(2) 1m50 宮脇　沙英(2) 1m45 佐藤　佳那(2) 1m45 宮脇あやみ(2) 1m40 同順：村田　麻巴(2) 1m40 岡田　澪奈(2) 1m30
姫路高･兵庫 姫路商高･兵庫 赤穂高･兵庫 加古川南高･兵庫 明石城西高･兵庫 姫路商高･兵庫 宝塚高･兵庫 宝塚高･兵庫

女子 3/17 走幅跳 小西　菜夕(1) 5m17 伊藤　理香(1) 4m82 奥村　美月(1) 4m81 小野真依子(2) 4m41 山下　  華(1) 4m33 石本　彩葉(1) 4m11 岩見　涼子(1) 4m04 赤松　佳歩(1) 3m99
市尼崎高･兵庫 -0.6 太子高･兵庫 +0.1 市尼崎高･兵庫 +3.4 姫路高･兵庫 +3.5 赤穂高･兵庫 +1.1 姫路高･兵庫 +0.2 神崎高･兵庫 +0.6 姫路高･兵庫 +1.8 

女子 3/17 砲丸投 福富栄莉奈  13m52 廣畑　万季(3)  13m03 瀬戸　杏奈(1)  11m33 奈良　彩加(2)  11m14 黒田　菜月(1)  10m92 藤城　瑠菜(1)   9m55 小椋佳奈穂(2)   7m56 古香野乃花(2)   7m03
(4.000kg) ﾌｸﾋﾞ化学･福井 武庫川女大･兵庫 姫路商高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 太子高･兵庫 県農高･兵庫 赤穂高･兵庫 赤穂高･兵庫

女子 3/17 砲丸投 岡本みなみ(3)  11m09
(2.721kg) 飾磨西中･兵庫

女子 3/17 円盤投 山尾　真悠(1)  31m78 橋本菜々子(1)  29m97 岡本みなみ(3)  27m22 中野　華鈴(1)  18m45 内田玲未奈(1)  17m30 淵上　桃子(1)  15m85
(1.000kg) 県農高･兵庫 姫路商高･兵庫 飾磨西中･兵庫 関学高･兵庫 関学高･兵庫 加古川北高･兵庫

女子 3/17 やり投 西村　莉子(M2)  52m76 北　  紗弥(2)  33m02 田上　優美(2)  33m01 小椋佳奈穂(2)  32m71 里井　彩華(2)  31m12 白神　もえ(2)  29m53 岡﨑　菜摘(2)  28m71 長谷川真直(1)  28m67
(0.600kg) 武庫川女大･兵庫 姫路高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 赤穂高･兵庫 伊丹西高･兵庫 大阪桐蔭高･大阪 明石城西高･兵庫 県農高･兵庫

総　　　　　務：小山　研一
審　　判　　長：松岡誠一郎
記　録　主　任：中川　廣信

 3月17日 11:00 晴れ  10.5℃   32％ 北東 2.5m/s
 3月17日 12:00 晴れ    12℃   43％ 北東 2.7m/s
 3月17日 13:00 晴れ  13.5℃   50％ 南西 2.4m/s
 3月17日 14:00 晴れ  12.5℃   55％ 南南西 3.1m/s
 3月17日 15:00 晴れ  13.5℃   45％ 南南西 2.0m/s
 3月17日 15:27 晴れ  12.5℃   43％ 南西 1.7m/s


