
平成30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30年4月14日（土）

　成績一覧表 （大会コード：18282304） 姫路市陸上競技場(ｳｨﾝｸ陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

田村  隆翔(2) 11.86 副田    舜(2) 11.86 大石  崇寿(2) 11.93 柳本  一樹(3) 11.94 松井  公佑(3) 12.15 藤井  龍弥(3) 12.24 岩本  大夢(2) 12.32 山本  右京(2) 12.37
近大豊岡 -4.4 八鹿 -3.6 豊岡総合 -4.4 豊岡総合 -2.7 豊岡 -4.4 浜坂 -4.4 豊岡総合 -2.7 近大豊岡 -3.6
塚原  啓太(2) 23.50 副田    舜(2) 23.85 田村  隆翔(2) 24.02 桶谷  圭吾(2) 24.43 松井  公佑(3) 24.71 藤井  龍弥(3) 24.78 成田  大斗(2) 24.95 太田  睦和(2) 25.00
豊岡 -4.9 八鹿 -1.5 近大豊岡 -3.8 八鹿 -1.5 豊岡 -3.8 浜坂 -3.8 生野 -1.5 和田山 -4.2
山本  陸斗(3) 53.43 今井  亮佑(2) 54.29 松本  知樹(2) 54.98 松井  公佑(3) 55.03 加藤  一真(2) 55.30 中島  滉太(3) 57.73 田中龍之介(2) 57.89 片岡    凌(2) 59.08
浜坂 豊岡総合 八鹿 豊岡 浜坂 浜坂 香住 和田山
岡坂宗一郎(3)  2:00.66 中嶋    佑(2)  2:00.89 松本  寛生(2)  2:15.87
近大豊岡 豊岡 生野
四角  友昭(2)  4:19.61 田中    遥(3)  4:27.62 嘉屋  碧輝(2)  4:38.98 片岡    凌(2)  4:47.24 岡本  賢治(2)  4:47.25 茨    直輝(3)  4:50.02 松本  寛生(2)  4:52.40 藤原　汰成(3)  5:01.47
豊岡 浜坂 八鹿 和田山 香住 香住 生野 和田山
三木  天慈(3) 17:15.49 牧谷  亮希(2) 17:25.06 高階  学士(2) 17:31.58 諸道  貫太(3) 17:54.39 松岡  拓斗(3) 18:07.38 中村  大智(3) 18:31.33 谷岡  将伍(3) 18:36.43 上島  悠輔(3) 18:44.93
豊岡 浜坂 豊岡総合 浜坂 浜坂 浜坂 豊岡 八鹿
中村  一慧(2) 22.18
浜坂
塚原  啓太(2) 56.25 中嶋    佑(2) 56.85 黒崎  柚紀(2)  1:00.42 柴田    岳(3)  1:05.35
豊岡 豊岡 豊岡総合 香住
古西  大海(2) 10:52.82 谷口  真大(3) 11:09.19 福井  雄斗(2) 11:17.21
香住 八鹿 豊岡
谷口  優翔(2) 28:59.31
豊岡
豊　　岡 44.85 豊岡総合 44.86 近畿大豊岡 45.27 香　　住 46.68 浜　　坂 47.84
   塚原  啓太(2)    大石  崇寿(2)    山本  右京(2)    柴田    岳(3)    向井  柊大(3)
   松井  公佑(3)    柳本  一樹(3)    田村  隆翔(2)    今西  陽樹(2)    小西  悠人(3)
   上谷  朋樹(2)    岩本  大夢(2)    川端    論(2)    濱本啓太郎(3)    清水  勝大(2)
   中嶋    佑(2)    今井  亮佑(2)    芝  慎太郎(3)    田中龍之介(2)    中村  眞弥(2)
豊　　岡  3:32.83 浜　　坂  3:40.62 豊岡総合  3:42.97 八　　鹿  3:51.79
   塚原  啓太(2)    藤井  龍弥(3)    今井  亮佑(2)    副田    舜(2)
   松井  公佑(3)    山本  陸斗(3)    柳本  一樹(3)    松本  知樹(2)
   四角  友昭(2)    加藤  一真(2)    大石  崇寿(2)    桶谷  圭吾(2)
   中嶋    佑(2)    中島  滉太(3)    岩本  大夢(2)    村上    輝(2)
小井塚亮太(3) 1m75 山本  悠介(3) 1m75 中村  彰吾(2) 1m70 大石  真也(2) 1m70 野崎敬一朗(2) 1m65
八鹿 生野 豊岡総合 八鹿 八鹿
東    寛人(2) 4m00
豊岡
細見  明夢(3)   6m15 太田  直希(3)   5m99 川端    論(2)   5m55 永瀬  武蔵(3)   5m14
生野 +3.5 和田山 +0.2 近大豊岡 +3.0 近大豊岡 +2.6
小林賢士郎(2)  14m11 細見  明夢(3)  12m41 川端    論(2)  11m78 永瀬  武蔵(3)  10m60
豊岡 +0.6 生野+2.8 *F1 近大豊岡 +2.6 近大豊岡 +2.9
藤原    彪(2)   9m76 青木  武蔵(2)   8m69
香住 和田山
和田    剛(3)  23m78 青木  武蔵(2)  23m65
近大豊岡 和田山

岩切  思温(3)  48m29 児島  弘明(3)  44m72 安達  琢朗(3)  42m90 西田  光紀(3)  37m98 中村  一慧(2)  28m12
八鹿 八鹿 生野 出石 浜坂

総　　　   務： 水田　雅幸 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： 中村　　暁 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： 荒内　秀明 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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