
明石市民大会
入賞者一覧 平成23年4月29日(金) 

県立明石公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学生　男子１００ｍ 松下　楓斗 14"15 尾崎　温大 14"22 烏野　翔輝 14"74 大内　涼平 15"42 廣瀬　凌輔 15"92 川畑　昂大 16"04 野々下　奎太 16"04 平原　豪士 16"12

(4月29日) 江井島 -2.3 大久保 -2.3 大久保 -2.3 和坂 -2.3 大久保南 -2.3 和坂 -2.3 大久保 -2.3 和坂 -2.3

小学生　男子１５００ｍ 木村　翔太 4'54"63 岸本　竜生 5'11"49 森口　萌葉 5'12"82 魚本　直 5'14"70 坂口晃一 5'15"17 藤井　拓輝 5'18"84 坂口　友一 5'19"79 萬代　祐生 5'22"24

(4月29日) 松が丘 二見北 江井島 松が丘 大久保 和坂 大久保 大久保

小学生男子４×１００ｍＲ 大久保 56"50 和坂 60"26

(4月29日) 野々下　奎太 大野　晋太朗

烏野　翔輝 安井　一貴

寺岡　逸斗 平原　豪士

尾崎　温大 大内　涼平

中学生　男子１００ｍ 谷下　潤(3) 12"27 武鑓　穂高(3) 12"34 森田　大樹(3) 12"35 坂元　郁弥(3) 12"38 溝田　大河(2) 12"59 中村　啓吾(2) 12"70 横田　晶弘(3) 12"70 諸冨　皐(3) 12"71

(4月29日) 大久保北 -2.3 野々池 -2.3 魚住 -2.3 衣川 -2.3 大蔵 -2.3 魚住 -2.3 附中等明石 -2.3 大蔵 -2.3

中学生　男子２００ｍ 森田　大樹(3) 23"90 武鑓　穂高(3) 24"64 大柿　泰知(3) 24"97 諸冨　皐(3) 25"05 藤原　心海(3) 25"26 横田　晶弘(3) 25"47 矢嶋　隼也(2) 25"83 髙橋　大輝(3) 25"91

(4月29日) 魚住 -0.4 野々池 -0.4 二見 -0.4 大蔵 -0.4 朝霧 -0.4 附中等明石 -0.4 二見 -0.4 大久保 -0.4

中学生　男子４００ｍ 谷下　潤(3) 54"14 山澤　祥太(3) 54"31 小川　雅樹(3) 55"68 溝田　大河(2) 55"76 藤原　心海(3) 56"02 冨依　奏汰(3) 57"45 仲田　雄哉(3) 60"03 杉岡　雅希(3) 60"88

(4月29日) 大久保北 衣川 大久保 大蔵 朝霧 朝霧 魚住 魚住東

中学生　男子８００ｍ 藤原　伸哉(3) 2'09"29 河野　脩司(3) 2'10"03 高原　翔太(3) 2'10"87 鉄谷　英(3) 2'12"80 秋山　竜弥(3) 2'13"45 小林　正和(3) 2'13"99 下川　和樹(3) 2'14"74 藤田　晃規(3) 2'19"35

(4月29日) 衣川 大久保 魚住東 附中等明石 江井島 大蔵 大久保 附中等明石

中学生　男子３０００ｍ 下川　和樹(3) 9'34"16 河野　脩司(3) 9'48"78 荻野　昌志(3) 9'54"92 橋本　昌志(3) 9'55"86 前田　隼弥(2) 9'58"02 山内　恒輝(2) 10'01"77 板谷　尚樹(2) 10'07"25 武川　航(2) 10'09"19

(4月29日) 大久保 大久保 二見 大蔵 大久保 野々池 朝霧 大蔵

中学生　男子１１０ｍＨ 橋爪　潤(3) 17"09 山口　風馬(3) 18"31 三好　航平(2) 18"34 小南　諒太(2) 19"91 秋田　直矢(2) 20"64 杉山　海都(2) 21"72 中　康貴(2) 22"05

(4月29日) 江井島 +1.1 江井島 +1.1 江井島 +1.1 二見 +1.1 大蔵 +1.1 朝霧 +1.1 魚住東 +1.1

中学生　男子４×１００ｍＲ大蔵 47"32 魚住 47"55 衣川 47"80 江井島 48"83 附中等明石 49"09 二見 49"13 大久保 50"17

(4月29日) 山田　直輝(2) 木下　航介(3) 山澤　祥太(3) 秋山　竜弥(3) 横田　晶弘(3) 霜見　和輝(3) 山市　淳平(2)

溝田　大河(2) 中村　啓吾(2) 坂元　郁弥(2) 森口　青葉(2) 赤尾　凌(3) 松本　優斗(3) 高辻　宏明(3)

西野　迅人(2) 丸尾　義幸(2) 今村　和也(2) 小林　祐樹(2) 鉄谷　英(3) 岡本　修弥(3) 髙橋　大輝(3)

諸冨　皐(3) 森田　大樹(3) 峯　卓馬(3) 山口　風馬(3) 松原　紘生(3) 大柿　泰知(3) 小川　雅樹(3)

一般・高校生　男子１００ｍ小林　広平 10"97 小林　文人 11"34 石田　崇人 11"59 神吉　由馬 11"62 井上　心太郎 11"79 村上　拓巳 11"82 庄司　純平 11"94 石本　将平 12"11

(4月29日) 京都産業大 -0.6 明石城西高 -0.6 明石高専 -0.6 明石商業高 -0.6 明石商業高 -0.6 明石城西高 -0.6 明石清水高 -0.6 明石西高 -0.6

一般・高校生　男子２００ｍ関本　泰章 22"81 仲埜　大輝 23"02 中村　祐紀 23"35 福井　亮太 23"87 町田　大地 24"05 岡田　大輝 24"33 青木　佑司 24"59 古賀　遼 24"62

(4月29日) 明石高専 -0.2 明石西高 -0.2 明石城西高 -0.2 明石商業高 -0.2 明石商業高 -0.2 明石西高 -0.2 明石北高 -0.2 明石高専 -0.2

一般・高校生　男子４００ｍ仲埜　大輝 52"34 萩原　勇亮 53"32 河合　伸輝 53"53 岡元　智也 54"59 上川　航平 54"82 入谷　彰宣 55"54 前田　悠介 55"74 岡崎　文俊 55"97

(4月29日) 明石西高 明石高専 明石城西高 明石商業高 明石北高 明石城西高 明石清水高 明石南高

一般・高校生　男子８００ｍ佐藤　拓哉 2'06"32 岡崎　文俊 2'08"61 児玉　貴之 2'09"51 勝田　悠太 2'10"03 橋本　政昇 2'12"85 藤原　笙多 2'14"30 藤板　和宏 2'14"98 太田　将太郎 2'32"53

(4月29日) 明石高 明石南高 明石高専 明石城西高 明石南高 明石商業高 明石北高 明石高専

一般・高校生　男子１５００改発　智也 4'09"93 藤原　匠吾 4'13"25 下川　唯布輝 4'13"91 松本　治生 4'15"85 横山　一史 4'18"22 井上　涼平 4'24"09 佐藤　拓哉 4'31"34 山下　敏弘 4'32"35

(4月29日) 明石城西高 明石城西高 明石城西高 明石南高 明石西高 明石高専 明石高 明石商業高

一般・高校生　男子５０００藤原　幹大 1540"79 河野　隆之 1624"62 山根　壱真 1628"13 柳瀬　祐希 1644"11 横山　一史 1647"95 衣笠　冬磨 1648"59 段塚　裕貴 1654"40 平木　慎也 1705"48

(4月29日) 明石南高 明石城西高 明石南高 明石北高 明石西高 明石清水高 明石高専 明石南高

一般・高校生　男子１１０ｍＨ笠目　裕貴 15"72 下司　剛久 16"08 宮本　峻平 16"42 濵野　雅史 16"94

(4月29日) 大阪体育大 +0.3 明石城西高 +0.3 明石城西高 +0.3 明石高専 +0.3

一般・高校生　男子４００ｍＨ大浦　遼平 53"86 萩本　颯 53"90 野間　啓暉 56"48 古藤　拓哉 56"51 濵野　雅史 62"64 野崎　翔 67"05

(4月29日) 京都産業大 明石城西高 明石商業高 明石城西高 明石高専 明石高専

一般・高校生　男子４×１００明石商業高 43"39 明石城西高 44"32 明石高専 44"44 明石清水高 46"72

(4月29日) 福井　亮太(3) 中村　祐紀(3) 浅川　悟大(2) 中村　賢(3)

野間　啓暉(3) 村上　拓巳(1) 石田　崇人(3) 庄司　純平(3)

井上　心太郎(3) 森本　亮文(2) 濵野　雅史(3) 山西　勇也(3)

神吉　由馬(3) 小林　文人(2) 関本　泰章(3) 前田　悠介(3)
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明石市民大会
入賞者一覧 平成23年4月29日(金) 

県立明石公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学生　女子１００ｍ 宮田　乙葉 14"61 三浦　美吹 14"85 藤田　あゆむ 14"96 山下　真依 15"35 高平　詩菜 15"42 島根　伽奈 15"98 内山　智絵 16"47 脇本　平奈　 16"60

(4月29日) 松が丘 -1.8 二見 -1.8 大久保 -1.8 大久保 -1.8 大久保 -1.8 和坂 -1.8 和坂 -1.8 和坂 -1.8

小学生　女子８００ｍ 森口　三葉 2'34"98 佐藤　千夏 2'35"15 菱谷　まあり 2'38"33 竹腰　友美 2'51"49 岩本　南美 2'57"71 岩本　真依 3'21"88 辻　杏菜 3'49"35

(4月29日) 江井島 大久保南 大久保 大久保 大久保 和坂 和坂

小学生　女子４×１００ｍＲ大久保 58"19 江井島 58"61

(4月29日) 山下　真依 佐野　栞

藤田　あゆむ 森口　三葉

森田　敬子 石田　梨緒

高平　詩菜 渡部　芙夕

中学生　女子１００ｍ 干場　和加奈(3) 13"35 森　美優(2) 13"60 嶋田　諄子(3) 13"75 東口　よし乃(3) 13"85 岡本　茉子(3) 13"97 西野　佑唯(3) 14"16 近藤　捺美(3) 14"23 岩井　実咲(3) 14"41

(4月29日) 大久保 -2.3 大久保 -2.3 二見 -2.3 朝霧 -2.3 江井島 -2.3 江井島 -2.3 野々池 -2.3 魚住 -2.3

中学生　女子２００ｍ 森　美優(2) 27"33 嶋田　諄子(3) 28"12 尾藤　七恵(2) 28"42 藤原　千咲(2) 28"65 後藤　秋穂(3) 28"82 高尾　美穂(3) 28"91 池ノ上　静華(2) 28"92 西野　佑唯(3) 28"98

(4月29日) 大久保 -0.6 二見 -0.6 野々池 -0.6 二見 -0.6 野々池 -0.6 大久保 -0.6 朝霧 -0.6 江井島 -0.6

中学生　女子８００ｍ 萬代　美沙(2) 2'20"25 安藤　富貴子(2) 2'23"03 松浦　里加(3) 2'24"10 杦本　美咲(3) 2'27"12 横手　美樹(3) 2'29"71 菅原　未彩(2) 2'31"73 藤井　朋音(2) 2'32"38 桑原　史帆(3) 2'38"97

(4月29日) 大久保 大久保 大久保 大蔵 江井島 魚住東 江井島 二見

中学生　女子１００ｍＨ 東口　よし乃(3) 16"05 加藤　未奈子(3) 16"13 山下　友実(3) 16"22 浅野　紗季(3) 16"66 清家　月菜(3) 16"68 那須　真由(3) 16"79 和田　加奈子(2) 17"31 野々下　京華(2) 17"47

(4月29日) 朝霧 -2.2 魚住 -2.2 大久保北 -2.2 大久保 -2.2 大久保 -2.2 朝霧 -2.2 大久保 -2.2 大久保北 -2.2

中学生　女子４×１００ｍＲ大久保 50"76 魚住 52"28 朝霧 53"15 二見 53"57 大蔵 53"72 野々池 53"84 大久保北 54"83

(4月29日) 高尾　美穂(3) 岩井　実咲(3) 奥住　朱香(3) 松下　夏奈子(3) 木村　美緒(3) 近藤　捺美(3) 中村　彩香(2)

干場　和加奈(3) 福井　杏梨(3) 上柿　まりあ(3) 瀬島　樹梨(3) 山本　日向(2) 尾藤　七恵(2) 小里　いづみ(2)

森　美優(2) 水根　真里奈(3) 那須　真由(3) 中渕　聖菜(3) 駒井　真子(2) 秦　理紗(3) 川畑　明菜(2)

松岡　祐希(3) 加藤　未奈子(3) 東口　よし乃(3) 嶋田　諄子(3) 田口　梓(3) 後藤　秋穂(3) 山下　友実(3)

一般・高校生　女子１００ｍ川端　真緒 13"07 兵頭　千尋 13"21 山本　詩織 13"27 入江　悠華 13"59 谷川笑美子 13"65 石井　佑奈 13"68 小埜　歩美 13"78 高田　梨央 13"90

(4月29日) 明石高 +0.1 明石西高 +0.1 明石城西高 +0.1 明石商業高 +0.1 明石高 +0.1 明石高 +0.1 明石南高 +0.1 明石商業高 +0.1

一般・高校生　女子２００ｍ渡辺　まりこ 27"95 小埜　歩美 28"64 岩佐　和子 29"22 大下　愛美 30"42

(4月29日) 明石商業高 -1.6 明石南高 -1.6 明石西高 -1.6 明石北高 -1.6

一般・高校生　女子４００ｍ秋定　理奈 62"92 檜垣　美里 63"47 萩原　光 63"74 高垣　汐里 67"68

(4月29日) 明石高 明石南高 明石商業高 明石北高

一般・高校生　女子８００ｍ藤田　千聖　 2'19"75 山口　未織 2'22"61 野々口　由起 2'34"83 笠木　綾乃 2'56"21

(4月29日) 明石城西高 明石城西高 明石城西高 明石商業高

一般・高校生　女子３０００見嶋　真紀子 10'36"76 栁瀬　理奈 10'48"82 西尾　なるみ 10'58"08 岸本　由希 11'03"40 村上　瑠生 11'11"26 河合　莉穂 11'24"17 山下　あずさ 11'56"20 浅岡　麻衣 13'12"65

(4月29日) 明石城西高 明石南高 明石南高 明石城西高 明石南高 明石城西高 明石商業高 明石商業高

一般・高校生　女子１００ｍＨ濱本　恵美 14"90 八方　啓子 16"01 大柿　知奈美 16"73 池田　真菜 16"99 砂原　チカ 17"09 俵　茉美 17"90 渡辺　まりこ 18"25 大下　愛美 18"26

(4月29日) 明石西高 -1.6 明石城西高 -1.6 明石商業高 -1.6 明石城西高 -1.6 明石北高 -1.6 明石北高 -1.6 明石商業高 -1.6 明石北高 -1.6

一般・高校生　女子４００ｍＨ濱本　恵美 63"59 有村　悠子 66"37 秋定　理奈 68"98 若林　綾佳 69"31 萩原　葵 73"25 清松　紀子 81"12

(4月29日) 明石西高 明石城西高 明石高 明石城西高 明石商業高 明石北高

一般・高校生　女子４×１００明石商業高 51"38 明石城西高 51"42 明石高 51"47

(4月29日) 入江　悠華(2) 若林　綾佳(2) 石井　佑奈(3)

渡辺　まりこ(2) 山本　詩織(3) 川端　真緒(2)

高田　梨央(2) 八方　啓子(3) 秋定　理奈(3)

大柿　知奈美(2) 有村　悠子(2) 谷川笑美子(3)
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