
　第７０回兵庫学生陸上競技対校選手権大会
平成１６年４月６日(火) 決勝一覧表

競技場：尼崎市記念公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 藤原　康明 10.84 川北　祐介 11.18 田中　博幸 11.42 萩岡　　徹 11.42 白水　孝幸 11.60 金山　充孝 11.64 蝦名　雄司 11.71

風:-1.5 大　阪･関西学院大 香  川･神戸大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸学院大 兵　庫･関西学院大 島　根･甲南大 兵　庫･流通科学大

２００ｍ 辻田　尚宏 21.82 松原　雄介 22.10 中村　幸治 22.53 奥村　康三 22.54 中村　慶太 22.74 萩岡　　徹 23.14 金山　充孝 23.24

風:-2.5 滋　賀･関西学院大 大　阪･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･神戸学院大 島　根･甲南大

４００ｍ 酒井　大介 46.93 中垣　知樹 48.77 遠崎　広樹 48.88 奥村　康三 49.45 清水　拓真 51.30 坂田　恵介 51.57 内山　貴啓 52.11 細川　謙太 53.63

石  川･関西学院大 NGR 兵　庫･神戸学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大

８００ｍ 森本　篤志  1:53.99 住田　　充  1:54.51 永野　哲郎  1:56.20 宍戸　吉夫  1:59.53

兵　庫･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大

１５００ｍ 上田　　佳  4:07.32 岡本　拓史  4:07.65 植月　孝行  4:08.49 吉田　浩一郎  4:09.33 藤原　良成  4:25.32 宮村　大志  4:25.39 三桝　信哉  4:28.56 中田　　亮  4:44.19

兵　庫･関西学院大 兵　庫･神戸大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸大 岡　山･近畿福祉大

５０００ｍ 浅山　瑠樹 15:22.60 河野　宏樹 15:28.51 佐々木　和裕 15:32.63 山本　直諒 15:45.83 桂　　聡史 15:46.31 原田　　護 15:54.79 山口　純一 16:27.05 網本　照男 16:40.46

兵　庫･甲南大 兵　庫･兵庫県立大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸大 兵　庫･神戸学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大

１１０ｍＨ(1.067m) 有田　悠二 14.51 岩井　憲吾 14.87 神谷　雄太郎 15.03 田中　博幸 15.25

風:-1.6 鹿児島･関西学院大 京　都･関西学院大 長　崎･関西学院大 兵　庫･甲南大

４００ｍＨ(0.914m) 佐々木　大輔 53.63 高橋　忠裕 54.41 羽田野　泰治 54.57 中尾　亮太 55.87 細川　謙太 58.99 伴　　建作 60.01

栃　木･関西学院大 兵　庫･神戸大 大　阪･関西学院大 兵　庫･神戸学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大

４×１００ｍ 甲南大･兵　庫 42.76 兵庫県立大･兵　庫 46.37

   田中　博幸  兵　庫    松本　祐典  兵　庫

   奥村　康三  兵　庫    角谷　英剛  兵　庫

   中村　幸治  兵　庫    北山　喬之  兵　庫

   金山　充孝  島　根    杉本　将之  兵　庫

４×４００ｍ 関西学院大･広　島  3:19.47 甲南大･兵　庫  3:29.80

   沖野　翔平  広　島    清水　拓真  兵　庫

   加藤　貴大  兵　庫    伴　　建作  兵　庫

   住田　　充  兵　庫    細川　謙太  兵　庫

   森本　篤志  兵　庫    金山　充孝  島　根

走高跳 井奥　一樹 2m12 安積　　彰 1m85 岩井　憲吾 1m80 田中　貞実 1m80 中村　幸治 1m75 細川　謙太

大　阪･神戸大 NGR 京　都･関西学院大 京　都･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大 NR 

走幅跳 藤井　　諭   7m08 岡井　良文   7m01 中村　幸治   6m86 安積　　彰   6m83 石橋　佑介   6m77 井上　智裕   6m31 宮武　慎一   5m83

兵　庫･神戸大 -1.4 京　都･関西学院大 +2.4 兵　庫･甲南大 +1.0 京　都･関西学院大 +1.6 兵　庫･甲南大 +0.2 大　阪･神戸大 -0.7 大　阪･神戸大 +1.3

三段跳 大上　　勉  14m39 岡井　良文  13m96 岡見　吉隆  13m95 亀田　　潤  13m14 石橋　佑介  12m02
兵　庫･神戸学院大 +2.5 京　都･関西学院大 +1.5 兵　庫･甲南大 +0.7 兵　庫･神戸大 +2.7 兵　庫･甲南大 +0.9

砲丸投(7.260kg)岸本　雄一  13m99 宮本　和典  12m21 岡崎　陽介  11m51 船引　規正  11m32 藤井　宏明  10m83 山本　聡志   9m38 大村　　寛   8m92
大　阪･関西学院大 滋　賀･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸学院大 広　島･甲南大 兵　庫･神戸大 大　阪･姫路獨協大

円盤投(2.000kg)宮本　和典  46m66 岸本　雄一  34m14 岡崎　陽介  33m50 藤井　宏明  30m96 船引　規正  29m89
滋　賀･関西学院大 NGR 大　阪･関西学院大 兵　庫･甲南大 広　島･甲南大 兵　庫･神戸学院大

ハンマー投(7.260kg)藤井　宏明  44m48 平井　朋広  42m22 岡崎　陽介  30m07 大村　　寛  21m68
広　島･甲南大 兵　庫･神戸学院大 兵　庫･甲南大 大　阪･姫路獨協大

やり投 堺　　大輔  68m89 岡崎　陽介  59m50 荒木　俊晴  56m77 高城　秀平  56m15 安川　浩平  52m06 山本　聡志  51m75 難波　　淳  51m47 上島　啓之  50m72
兵　庫･関西学院大 NGR 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸学院大 香  川･関西学院大 奈　良･神戸大 兵　庫･神戸大 岡　山･近畿福祉大 兵　庫･神戸大

総合の部 関西学院大 146点 甲南大 95点 神戸大 38点 神戸学院大 33点 兵庫県立大 10点 姫路獨協大 3点

トラックの部 関西学院大 90点 甲南大 53点 神戸大 18点 神戸学院大 13点 兵庫県立大 10点

フィールドの部 関西学院大 56点 甲南大 42点 神戸大 20点 神戸学院大 20点 姫路獨協大 3点

最優秀選手 宮本　和典 滋　賀･関西学院大

[NHR：兵庫学生新・NGR・大会新]


