
平成27年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 平成27年4月11日（土）

　成績一覧表 （大会コード：15282304） 姫路市陸上競技場（競技場コード：281030）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

原    良行(3) 11.30 畑中  昌太(3) 11.33 前川  誠太(3) 11.34 寺川  拓海(3) 11.36 村田  将惇(3) 11.46 上村  厚太(2) 11.48 岡    裕人(2) 11.50 西村  隼也(2) 11.52
香住 +4.3 香住 +5.2 香住 +4.9 香住 +3.9 豊岡 +5.0 香住 +3.4 豊岡総合 +3.4 近大豊岡 +3.9
上村  厚太(2) 22.91 西岡    陸(3) 23.01 寺川  拓海(3) 23.10 原    良行(3) 23.16 梅田  昇樹(2) 23.44 亀松  拓人(2) 23.72 藤本  修也(2) 23.73 村田  将惇(3) 24.01
香住 +3.1 豊岡総合 +3.1 香住 +3.1 香住 +4.7 豊岡総合 +4.5 八鹿 +3.4 八鹿 +3.2 豊岡 +4.7
浅堀  楓又(3) 52.47 西岡    陸(3) 54.18 藤原  聖矢(3) 54.32 佛生  博斗(2) 54.62 藤本  修也(2) 54.67 亀松  拓人(2) 55.11 鷹野  一樹(3) 55.42 福井  優哉(2) 55.75
浜坂 豊岡総合 八鹿 豊岡 八鹿 八鹿 八鹿 豊岡
平野宗太朗(3)  2:05.38 鷹野  一樹(3)  2:05.98 浅田  貴大(2)  2:07.58 沖田  侑樹(3)  2:09.98 和田  朋晃(2)  2:10.53 安本  海斗(3)  2:15.22 岩本  和樹(2)  2:18.70 堀江  知生(2)  2:19.89
豊岡 八鹿 近大豊岡 八鹿 八鹿 浜坂 豊岡 浜坂
前田  裕紀(3)  4:19.08 浅田  貴大(2)  4:22.27 沖田  侑樹(3)  4:28.78 中尾  祐太(2)  4:30.42 戸出  悠介(3)  4:30.99 野崎  友也(2)  4:34.53 岩本  和樹(2)  4:38.18 村上　　錬(2)  4:43.86
近大豊岡 近大豊岡 八鹿 出石 豊岡 近大豊岡 豊岡 和田山
藤原  瑛伍(2) 16:25.66 中尾  祐太(2) 16:30.55 前田  裕紀(3) 16:42.97 古田  晶大(3) 16:50.97 松本  大河(3) 16:52.40 池田  大吾(2) 17:02.49 中山  諒太(3) 17:36.40 田中聡一郎(2) 17:42.75
八鹿 出石 近大豊岡 出石 豊岡総合 八鹿 八鹿 豊岡総合

１１０ｍＨ 駒居  孝章(3) 16.20 長尾  勇佑(2) 21.13
豊岡 +3.0 豊岡 +0.6

４００ｍＨ 立脇    岬(3) 57.25 小西  夕輝(3) 58.56 前田  脩佑(2) 59.35 藤原  聖矢(3) 59.97 尾上  智洋(3)  1:03.60 北村  嘉洋(2)  1:03.73 井戸崎一真(2)  1:08.00
豊岡 香住 豊岡総合 八鹿 日高 香住 豊岡
古田  晶大(3) 10:25.20 世登  晨介(3) 10:57.45 西村  成貴(2) 11:19.86
出石 八鹿 出石

香住A 43.91 豊岡総合 44.95 香住B 45.50 豊岡 45.57 近大豊岡 46.67
   原    良行(3)    西岡    陸(3)    瀬戸口  翼(3)    和田  裕貴(3)    西村  隼也(2)
   畑中  昌太(3)    前田  脩佑(2)    上村  厚太(2)    村田  将傑(3)    坂田  光謙(2)
   寺川  拓海(3)    梅田  昇樹(2)    北村  嘉洋(2)    駒居  孝章(3)    中村  雄也(2)
   前川  誠太(3)    岡    裕人(2)    磯田    駿(2)    村田  将惇(3)    朝倉  佳伸(2)
豊岡総合  3:38.86 豊岡  3:40.88 八鹿  3:42.51 香住  3:55.35 近大豊岡  3:59.27 出石  4:03.56
   岡    裕人(2)    黒田  滉人(2)    藤本  修也(2)    瀬戸口  翼(3)    浅田  貴大(2)    古田  晶大(3)
   前田  脩佑(2)    立脇    岬(3)    藤原  聖矢(3)    磯田    駿(2)    前田  裕紀(3)    中尾  祐太(2)
   梅田  昇樹(2)    佛生  博斗(2)    亀松  拓人(2)    北村  嘉洋(2)    中村  雄也(2)    中山    魁(2)
   西岡    陸(3)    福井  優哉(2)    鷹野  一樹(3)    小西  夕輝(3)    山根  滉太(3)    清水  敦史(3)

走高跳 清水  敦史(3) 1m88 森友  裕太(2) 1m80 三方  達樹(2) 1m75 山根  滉太(3) 1m70 磯田    駿(2) 1m65 沖田  健人(2) 1m65
出石 豊岡 生野 近大豊岡 香住 八鹿

棒高跳

走幅跳 畑中  昌太(3)   6m30 岩本  一希(2)   5m66 和田  裕貴(3)   5m60 3位:上田  大樹(2)   5m60 上田  貴寛(2)   5m51 高本  慎也(2)   5m46 中山    魁(2)   5m12 進元  聖矢(2)   4m18
香住 +0.5 近大豊岡 +2.3 豊岡 +4.0 生野 +2.5 香住 +0.7 八鹿 +3.3 出石 +3.5 八鹿 1.7

三段跳 小西  夕輝(3)  12m62 芹澤  恭輔(2)  12m40 瀬戸口  翼(3)  12m03 平瀬    廉(2)  10m19
香住 +2.3 豊岡 +2.8 香住 +2.4 豊岡総合 +2.1

砲丸投 榧垣  翔太(3)  13m33 村上  達彦(2)  11m34 朝倉  佳伸(2)  10m93 出口  智也(3)   8m85 味田    滉(2)   8m05 日浦  智之(3)   7m68
豊岡 豊岡 近大豊岡 豊岡 香住 浜坂

円盤投 政次  亮太(2)  38m46 渡辺    鯛(3)  33m58 田中  裕亮(3)  28m67 味田    滉(2)  24m56 山村  柚人(2)  20m85
八鹿 香住 近大豊岡 香住 香住

ハンマー投 中嶋    凌(2)  44m59
八鹿

やり投 渡辺    鯛(3)  53m16 中田  大地(2)  45m26 北山  悠馬(2)  42m57 塚本  崚平(2)  41m48 恒成    泉(2)  41m29 塩川  零士(2)  34m90 高橋  佑輔(2)  29m17 吉田  篤史(2)  28m17
香住 香住 八鹿 近大豊岡 生野 浜坂 八鹿 豊岡

総　　　   務： 肥塚　直樹 印

※気象状況は女子の欄に記載 主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　   務： 岡田　厚志 印 ﾄﾗｯｸ審判長： 西脇　泰司 印

主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 記   録  主  任： 敏森　勝也 印 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 奥道　利浩 印

後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会
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