
　第７１回兵庫学生陸上競技対校選手権大会
平成１７年４月６日(水) 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 辻田　尚宏　 10.88 松原　雄介　 11.14 川北　祐介　 11.17 村川　大介　 11.44 石橋　佑介　 11.44 小松　弘明　 11.61 萩岡　　徹　 11.65

風:-2.0 滋　賀･関西学院大 大　阪･関西学院大 香  川･神戸大 兵　庫･神戸大 大　阪･甲南大 高　知･神戸大 兵　庫･神戸学院大

２００ｍ 坂田　恵介　 22.70 中村　慶太　 22.88 野中　慎平　 22.91 渡邊　正剛　 23.46 金山　充孝　 23.52 石橋　佑介　 23.60 岸田　恭明　 23.72 大塚　健司　 23.88

風:-1.3 兵　庫･神戸大 兵　庫･関西学院大 大　阪･関西学院大 兵　庫･神戸国際大 島　根･甲南大 大　阪･甲南大 兵　庫･神戸国際大 兵　庫･流通科学大

４００ｍ 酒井　大介　 48.56 岩井　浩紀　 48.60 奥村　康三　 48.79 清水　拓真　 51.52 岩﨑　隆孝　 52.85 高田　秀昭　 56.45

石  川･関西学院大 三  重･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大 兵　庫･流通科学大 兵　庫･近畿福祉大

８００ｍ 住田　　充　  1:55.38 梶　　浩和　  2:00.49 内藤　隆秀　  2:05.17 細川　謙太　  2:08.92

兵　庫･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･兵庫県立大 兵　庫･甲南大

１５００ｍ 上田　　佳　  4:02.27 岡本　拓史　  4:04.25 河野　宏樹　  4:06.89 小野　正浩　  4:07.61 山下　孝雄　  4:07.74 東小薗　慎介  4:08.45 藤原　良成　  4:14.72 田淵　雄士　  4:16.26

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

５０００ｍ 植月　孝行　 15:15.05 佐々木　和裕 15:15.92 浅山　瑠樹　 15:35.53 鴨川　　亮　 15:39.29 山本　直諒　 15:45.69 服部　考志　 16:17.44 宮村　大志　 16:19.12 境　　芳樹　 16:38.80

兵　庫･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･流通科学大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸大

１１０ｍＨ(1.067m) 神谷　雄太郎 15.08 安積　　彰　 15.15 山崎　泰彰　 15.15 藤井　啓介　 15.50 高橋　忠裕　 15.89 岡見　吉隆　 17.45

風:+0.5 長　崎･関西学院大 京　都･関西学院大 兵　庫･神戸大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･神戸大 兵　庫･甲南大

４００ｍＨ(0.914m) 加藤　貴大　 53.34 栄　　悠樹　 53.44 佐々木　大輔 53.44 田中　博幸　 54.83 細川　謙太　 56.42

兵　庫･関西学院大 兵　庫･関西学院大 栃　木･関西学院大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大

４×１００ｍ 関西学院大･大　阪 41.29 甲南大･大　阪 43.63 流通科学大･兵　庫 44.54 神戸大･高　知 44.55

   野中　慎平　  大　阪    石橋　佑介　  大　阪    久山　真史　  兵　庫    小松　弘明　  高　知

   辻田　尚宏　  滋　賀    奥村　康三　  兵　庫    大塚　健司　  兵　庫    川北　祐介　  香  川

   松原　雄介　  大　阪    金山　充孝　  島　根    岩﨑　隆孝　  兵　庫    村川　大介　  兵　庫

   中村　慶太　  兵　庫    清水　拓真　  兵　庫    前田　真一　  兵　庫    森本　貴昭　  高　知

４×４００ｍ 関西学院大･兵　庫  3:18.96 甲南大･兵　庫  3:23.40

   加藤　貴大　  兵　庫    清水　拓真　  兵　庫

   松井　隆朗　  兵　庫    奥村　康三　  兵　庫

   佐々木　大輔  栃　木    金山　充孝　  島　根

   遠崎　広樹　  兵　庫    細川　謙太　  兵　庫

走高跳 井奥　一樹　 2m10 西田　　勇　 1m95 安積　　彰　 1m85 田中　貞実　 1m80 井上　拓也　 1m70

大　阪･神戸大 大　阪･神戸大 京　都･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･神戸大

走幅跳 太田　祥司　   6m94 池田　圭佑　   6m80 石橋　佑介　   6m71 竹内　一真　   6m56 白井　豪太郎   6m46 岡見　吉隆　   6m37 久山　真史　   6m36 井上　智裕　   6m11

滋　賀･関西学院大 +0.4 福  井･関西学院大 +0.0 大　阪･甲南大 +0.0 三  重･関西学院大 -1.3 香  川･神戸大 -0.5 兵　庫･甲南大 -0.5 兵　庫･流通科学大 -1.0 大　阪･神戸大 -0.5

三段跳 岡見　吉隆　  13m98 細川　謙太　  13m92 石橋　佑介　  12m04
兵　庫･甲南大 +1.5 徳  島･関西学院大 +1.7 大　阪･甲南大 +1.7

砲丸投(7.260kg)岸本　雄一　  13m82 仁木　悠介　  12m58 田中　貞実　  11m65 山本　聡志　  10m41 岡見　吉隆　   8m39 小木曽　裕之   7m07
大　阪･関西学院大 徳  島･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･神戸大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大

円盤投(2.000kg)海谷　　徹　  36m38 岸本　雄一　  34m72 田中　貞実　  31m99 井上　拓也　  30m38 高橋　忠裕　  26m86 岡見　吉隆　  26m37 山本　聡志　  25m25 小木曽　裕之  19m39
和歌山･関西学院大 大　阪･関西学院大 兵　庫･関西学院大 兵　庫･神戸大 兵　庫･神戸大 兵　庫･甲南大 兵　庫･神戸大 兵　庫･甲南大

やり投(0.800kg)稲田　和也　  61m54 白井　豪太郎  55m49 高城　秀平　  55m35 嬰木　亮吉　  48m78 上島　啓之　  48m77 岡見　吉隆　  34m24 小木曽　裕之  26m12
愛　媛･関西学院大 香  川･神戸大 香  川･関西学院大 兵　庫･近畿福祉大 兵　庫･神戸大 兵　庫･甲南大 兵　庫･甲南大

総合の部 関西学院大 174点 神戸大 58点 甲南大 57点 兵庫県立大 8点 流通科学大 7点 近畿福祉大 4点 神戸国際大 3点 神戸学院大 1点

トラックの部 関西学院大 108点 甲南大 37点 神戸大 28点 兵庫県立大 8点 流通科学大 7点 神戸国際大 3点 神戸学院大 1点 近畿福祉大 1点

フィールドの部 関西学院大 66点 神戸大 30点 甲南大 20点 近畿福祉大 3点

最優秀選手 井奥　一樹　神戸大学　　（大会４連覇達成）

[NHR：兵庫学生新・NGR・大会新]


