
明石市中学校総合体育大会
入賞者一覧 平成26年6月28日(土) ～ 平成26年6月29日(日)

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

３年生男子１００ｍ 杉浦　元哉 11"80 松下　楓斗 11"87 金河　祐太 12"12 吉田　純基 12"38 尾崎　温大 12"43 十川　拓未 12"45 清水　大輔 12"58 山本　達也 12"64

(6月28日) 望海 -0.9 江井島 -0.9 魚住 -0.9 望海 -0.9 大久保北 -0.9 附中等明石 -0.9 衣川 -0.9 望海 -0.9

２年生男子１００ｍ 乗松　航輔 12"08 福島　颯太 12"47 桜井　順也 12"51 北村　知裕 12"57 池内　陵人 12"65 立花　郁人 12"65 小椋　隆生 12"66 菅野　宏紀 12"72

(6月28日) 朝霧 -1.0 二見 -1.0 衣川 -1.0 魚住東 -1.0 魚住東 -1.0 大蔵 -1.0 魚住 -1.0 附中等明石 -1.0

１年生男子１００ｍ 溝口　塁生 12"09 宗佐　瑠希也 13"31 安藤　礁吾 13"44 松尾　洋孝 13"70 平本　裕大 13"74 吉本　知史 13"79 井村　慧士 13"89 新谷　真大 14"02

(6月29日) 野々池　　大会新 -0.6 望海 -0.6 大久保 -0.6 大久保 -0.6 江井島 -0.6 野々池 -0.6 野々池 -0.6 二見 -0.6

共通男子２００ｍ 溝田　航希(3) 23"98 烏野　翔輝(3) 24"01 杉浦　元哉(3) 24"21 乗松　航輔(2) 24"24 水田　道成(3) 24"53 松下　楓斗(3) 24"69 安見　光(3) 25"40 川原　尭大(3) 25"78

(6月29日) 大蔵 -1.6 大久保北 -1.6 望海 -1.6 朝霧 -1.6 附中等明石 -1.6 江井島 -1.6 望海 -1.6 野々池 -1.6

共通男子４００ｍ 烏野　翔輝(3) 52"32 水田　道成(3) 54"18 藤原　悠帆(2) 54"48 竹内　紘生(3) 55"66 安見　光(3) 55"71 髙村　悠希(2) 57"34 岩本　千登(2) 57"37 藤山　怜士(2) 59"32

(6月28日) 大久保北　大会新 附中等明石 衣川 附中等明石 望海 野々池 朝霧 魚住東

共通男子８００ｍ 木村　翔太(3) 2'03"47 岡本　将希(3) 2'05"33 本多　晴飛(2) 2'05"37 魚本　直(3) 2'07"05 藤木　雄大(3) 2'09"00 松本　樹也(3) 2'10"16 河野　亮太(3) 2'14"08 藤原　悠帆(2) 2'26"09

(6月29日) 朝霧 魚住東 大久保 朝霧 魚住 二見 朝霧 衣川

共通男子１５００ｍ 本多　晴飛(2) 4'16"17 岡本　将希(3) 4'16"87 木村　翔太(3) 4'18"22 白江　遥人(3) 4'19"07 魚本　直(3) 4'20"10 鳥本　明大(3) 4'21"60 小林　健士郎(3) 4'24"48 橋本　英典(2) 4'26"85

(6月28日) 大久保 魚住東 朝霧 魚住 朝霧 魚住 二見 魚住東

１年生男子１５００ｍ 西田　怜矢 4'51"34 飯塚　達也 4'51"93 片山　大輔 5'06"05 林　悟史 5'13"49 津田　真明 5'19"09 横田　吏功 5'19"33 江田　健人 5'20"63 勝間　悠平 5'22"75

(6月28日) 魚住東 大久保 魚住東 江井島 附中等明石 望海 二見 魚住

共通男子３０００ｍ 白江　遥人(3) 9'17"67 鳥本　明大(3) 9'18"28 小林　健士郎(3) 9'26"16 中田　龍人(2) 9'36"98 小松　空大(3) 9'44"34 小中　龍之介(3) 9'50"87 藤原 景一(3) 9'50"88 藤谷　唯人(3) 9'51"29

(6月29日) 魚住 魚住 二見 魚住東 江井島 魚住東 附中等明石 魚住

共通男子１１０ｍＨ 泉谷　駿亮(3) 15"67 杉本　凌(3) 16"12 岩本　千登(2) 16"84 清水　大輔(3) 17"05 井上　隆太郎(3) 17"73 浅田　裕太(3) 17"79 長谷川　恵大(3) 17"85 長尾　良太(3) 18"17

(6月29日) 江井島 -2.1 野々池 -2.1 朝霧 -2.1 衣川 -2.1 望海 -2.1 大久保 -2.1 衣川 -2.1 魚住東 -2.1

共通男子４×１００ｍＲ 朝霧 45"79 江井島 46"09 望海 46"32 魚住 47"26 附中等明石 47"29 大久保北 48"12 野々池 48"14

(6月29日) 長瀬　健也(2) 橋本　耕征(3) 井上　隆太郎(3) 垰本　拓海(3) 吉田　拓真(3) 島崎　克隆(2) 杉本　凌(3)

乗松　航輔(2) 松下　楓斗(3) 安見　光(3) 平崎　悠雅(3) 十川　拓未(3) 須田　晃生(2) 髙村　悠希(2)

魚本　直(3) 泉谷　駿亮(3) 山本　達也(3) 森岡　憲祐(3) 菅野　宏紀(2) 利根川 愼之介(3) 川原　尭大(3)

木村　翔太(3) 橘　裕二郎(3) 杉浦　元哉(3) 金河　祐太(3) 水田　道成(3) 烏野　翔輝(3) 名田　悠輝(3)

低学年男子４×１００ｍＲ 野々池 49"14 大久保 50"59 大蔵 52"12 江井島 52"34 魚住 52"35 魚住東 52"47 二見 52"66 朝霧 52"95

(6月28日) 大野　晋太朗(2) 鳥居　竜成(2) 吉村　鴻希(2) 森口　萌葉(2) 小椋　隆生(2) 糸井　雅晴(2) 岡　諒人(2) 今田　直希(2)

溝口　塁生(1) 松尾　洋孝(1) 中村　寧男(1) 平本　裕大(1) 宮崎　航輔(1) 檜原　健斗(1) 新谷　真大(1) 田中　慈人(1)

吉本　知史(1) 安藤　礁吾(1) 飯岡　歩杜(1) 安井　悠馬(1) 福元　暁士郎(1) 冨安　春都(1) 山本　樹(1) 河野　舜(1)

辻　泰希(2) 北垣　佑(2) 立花　郁人(2) 藤本　光翔(2) 信濃　優輝(2) 北村　知裕(2) 日高　雅史(2) 岩本　千登(2)

共通男子走高跳 塩地　直人(3) 1m74 山本　翔馬(3) 1m71 田中　有哉(3) 1m65 吉川　輝(3) 1m60 藤原　大海(3) 1m55 田村　修平(3) 1m55 川本　真治(2) 1m55 山本　凌(3) 1m50

(6月29日) 江井島 大蔵 魚住東 衣川 大蔵 大蔵 二見 二見

共通男子走幅跳 溝田　航希(3) 6m35 橘　裕二郎(3) 6m06 森岡　憲祐(3) 5m79 谷川　太一(3) 5m54 名田　悠輝(3) 5m45 荒川　幸輝(3) 5m40 金河　祐太(3) 5m39 小松　寛弥(3) 5m39

(6月28日) 大蔵 +0.1 江井島 +2.1 魚住 +0.1 魚住 -0.4 野々池 +0.6 大蔵 0.0 魚住 +0.2 衣川 -0.8

共通男子三段跳 橘　裕二郎(3) 12m13 塩地　直人(3) 12m02 荒川　幸輝(3) 11m77 小椋　隆生(2) 11m74 溝口　将也(2) 11m56 上田　祥平(3) 11m55 森岡　憲祐(3) 11m52 名田　悠輝(3) 11m42

(6月29日) 江井島 +0.9 江井島 +2.0 大蔵 +3.0 魚住 +2.8 二見 +0.9 二見 +2.4 魚住 +1.6 野々池 +2.2

共通男子砲丸投(5kg) 立花　郁人(2) 10m69 滝原　雄大(3) 10m63 盛田　武瑠(3) 9m68 逸見　彰真(2) 9m49 橋本　耕征(3) 9m48 清水　貴哉(3) 9m03 森川　和哉(3) 8m73 信川　敦海(3) 8m71

(6月29日) 大蔵 魚住 二見 二見 江井島 魚住 二見 江井島

共通男子円盤投 盛田　武瑠(3) 30m47 清水　貴哉(3) 29m89 滝原　雄大(3) 29m77 谷口　雅輝(3) 29m25 逸見　彰真(2) 27m96 橋本　耕征(3) 26m25 塩崎　耕平(3) 24m91 森川　和哉(3) 24m21

(6月28日) 二見 魚住 魚住 衣川 二見 江井島 江井島 二見

男子四種競技 泉谷　駿亮(3) 2333 杉本　凌(3) 2113 井上　隆太郎(3) 2094 川本　真治(2) 1699 坪井　拓海(3) 1475 秋山　太志(3) 1405 溝口　将也(2) 1372 金田　葵(3) 1361

１１０ｍＨ　(6月28日) 江井島 15"47(+0.1) 野々池 15"90(+0.1) 望海 17"22(+0.1) 二見 18"50(+0.1) 衣川 18"61(+0.1) 魚住 19"70(-0.6) 二見 19"03(+0.1) 衣川 20"73(+0.1)

砲丸投 10m23 8m74 10m72 8m26 8m89 7m39 7m35 8m28

走高跳 1m56 1m74 1m62 1m53 1m50 1m50 1m35 1m45

４００ｍ 54"82 60"93 58"02 59"54 67"25 63"14 62"53 62"49
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明石市中学校総合体育大会
入賞者一覧 平成26年6月28日(土) ～ 平成26年6月29日(日)

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

３年生女子１００ｍ 宮田　乙葉 12"71 安藤　七海 13"26 川井　麻由 13"56 三浦　美吹 13"57 井上　優花 13"69 竹腰　友美 13"73 池田　彩乃 13"74 大渕　香音 14"12

(6月28日) 朝霧　大会新 -0.4 大久保 -0.4 江井島 -0.4 二見 -0.4 魚住 -0.4 大久保 -0.4 二見 -0.4 江井島 -0.4

２年生女子１００ｍ 永井　寧々 13"16 前田　祥奈 13"33 下川　真七佳 13"65 有田　安紗季 13"71 竹内　麗奈 13"90 村上　優奈 13"94 山口　真央 13"96 岡田　真穂 14"04

(6月28日) 二見 -1.4 魚住 -1.4 野々池 -1.4 大蔵 -1.4 大蔵 -1.4 二見 -1.4 大蔵 -1.4 二見 -1.4

１年生女子１００ｍ 荒島　友紀子 14"09 山下　瑞穂 14"67 中田　実侑 14"69 竹内　遥香 14"70 富島　桃子 14"78 西浦　香乃 14"85 ﾅｼﾒﾝﾄ愛梨花 14"92 加陽　みずほ 15"03

(6月29日) 野々池 -3.3 二見 -3.3 江井島 -3.3 魚住 -3.3 二見 -3.3 朝霧 -3.3 魚住 -3.3 大久保 -3.3

共通女子２００ｍ 宮田　乙葉(3) 25"81 安藤　七海(3) 26"92 永井　寧々(2) 27"34 三浦　美吹(3) 27"44 川井　麻由(3) 27"65 井上　優花(3) 27"92 竹腰　友美(3) 28"04 池田　彩乃(3) 28"24

(6月29日) 朝霧　大会新 -0.2 大久保 -0.2 二見 -0.2 二見 -0.2 江井島 -0.2 魚住 -0.2 大久保 -0.2 二見 -0.2

共通女子８００ｍ 佐藤　千夏(3) 2'22"48 金森　成美(2) 2'24"86 妹尾　明飛(3) 2'26"91 上田　美穂(2) 2'27"28 松本　菜々美(2) 2'28"46 川中　菜々子(2) 2'31"19 梶原　一美(2) 2'34"16

(6月29日) 大久保 江井島 望海 魚住東 二見 江井島 二見

１年生女子８００ｍ 三木　友菜 2'36"32 木村　綾乃 2'36"64 平瀬　明花 2'39"98 藤田　和奏 2'40"06 山根　咲 2'40"65 由良　茜璃 2'42"37 上田　芽依 2'42"83 村上　希 2'43"16

(6月29日) 大蔵 朝霧 朝霧 望海 二見 衣川 魚住東 衣川

共通女子１５００ｍ 佐藤　千夏(3) 4'51"77 金森　成美(2) 4'53"66 川中　菜々子(2) 4'54"16 上田　美穂(2) 4'59"76 江口　緑(3) 5'02"14 妹尾　明飛(3) 5'03"69 藤原　彩羽(2) 5'04"76 久保　なつみ(3) 5'05"90

(6月28日) 大久保 江井島 江井島 魚住東 望海 望海 魚住 野々池

共通女子１００ｍＨ 藤谷　磨生(3) 16"33 有田　安紗季(2) 16"37 石田　梨緒(3) 16"83 岩崎　日菜子(3) 16"89 梅田　晏花(2) 17"69 伊原木　涼乃(3) 17"98 櫻井　杏菜(3) 18"07 友松　日南(2) 18"54

(6月29日) 朝霧 -1.0 大蔵 -1.0 江井島 -1.0 魚住 -1.0 魚住東 -1.0 魚住 -1.0 野々池 -1.0 望海 -1.0

共通女子４×１００ｍＲ 二見 51"45 朝霧 52"78 魚住 53"36 大蔵 53"52 江井島 54"10 野々池 54"12 望海 54"94 魚住東 55"24

(6月29日) 岡田　真穂(2) 瀧井　美優(3) 赤穂　真奈美(3) 吉川　みゆ(3) 石田　梨緒(3) 北村　杏音(2) 寺口　沙英(3) 谷口　夏実(3)

池田　彩乃(3) 宮田　乙葉(3) 高田　あみ(3) 村上　夏菜(3) 川井　麻由(3) 下川　真七佳(2) 友松　日南(2) 小川　優里(2)

三浦　美吹(3) 藤谷　磨生(3) 井上　優花(3) 川西　成美(3) 米倉　みづき(3) 櫻井　杏菜(3) 池田　紗弥(2) 梅田　晏花(2)

永井　寧々(2) 西浦　香乃(1) 岩崎　日菜子(3) 米田　彩美(3) 大渕　香音(3) 内山　智絵(2) 西村　桜(3) 田中　百香(3)

低学年女子４×１００ｍＲ 大久保 55"06 江井島 55"14 大蔵 55"57 二見 55"73 野々池 56"15 魚住 56"49 魚住東 57"19 朝霧 57"50

(6月28日) 小谷　萌笑(2) 岡田　朋華(2) 山口　真央(2) 京谷　瑠花(2) 房安　美由紀(2) 河口　あいか(2) 木下　さくら(2) 石井　梨花(2)

加陽　みずほ(1) 中田　実侑(1) 三木　友菜(1) 山下　瑞穂(1) 荒島　友紀子(1) ﾅｼﾒﾝﾄ愛梨花(1) 長谷川　理恵(1) 平瀬　明花(1)

福本　華花(1) 藤原　美桜(1) 永峰　珠恵(1) 富島　桃子(1) 戎　優花(1) 竹内　遥香(1) 増井　美咲(1) 今森　美空(1)

山口　紗也加(2) 西本　なごみ(2) 竹内　麗奈(2) 村上　優奈(2) 渡辺　美空(2) 前田　祥奈(2) 綿谷　琳(2) 久米　奈津希(2)

共通女子走高跳 西村　桜(3) 1m60 岩田　花菜(3) 1m51 岡田　紗恭子(3) 1m40 中村　汐里(2) 1m40 新　香穂(3) 1m35 高田　あみ(3) 1m35 浅田　みなみ(2) 1m35 櫻間　萌可(3) 1m35

(6月29日) 望海 二見 大久保北 二見 魚住 魚住 大蔵 望海

共通女子走幅跳 前田　祥奈(2) 5m14 高田　あみ(3) 4m98 西村　桜(3) 4m97 村上　夏菜(3) 4m86 内山　智絵(2) 4m53 藤谷　磨生(3) 4m53 寺下　玲香(3) 4m51 岡田　朋華(2) 4m42

(6月28日) 魚住 +1.3 魚住 +1.5 望海 +2.3 大蔵 +1.6 野々池 +1.1 朝霧 +1.0 魚住 +1.3 江井島 +2.3

共通女子砲丸投 山下　真依(3) 10m54 朝倉　朱里(3) 9m37 寺口　沙英(3) 9m16 中里　友紀(2) 9m07 髙橋　亜希(2) 8m97 千葉　梨香子(3) 8m93 橋谷　怜奈(3) 8m79 北村　杏音(2) 8m60

(6月29日) 大久保北 魚住 望海 二見 二見 江井島 二見 野々池

共通女子円盤投 熊澤　ひなり(3) 26m28 橋谷　怜奈(3) 24m31 松村　莉紗(3) 24m20 朝倉　朱里(3) 23m23 的場　彩(3) 22m81 髙橋　亜希(2) 22m76 垣内　星里奈(3) 21m60 家根谷　智香(3) 19m89

(6月28日) 大久保北 二見 江井島 魚住 魚住 二見 二見 衣川

女子四種競技 山下　真依(3) 2396 石田　梨緒(3) 2101 寺口　沙英(3) 1972 梅田　晏花(2) 1883 伊藤　奈緒(3) 1776 岩田　花菜(3) 1732 櫻井　杏菜(3) 1696 川西　成美(3) 1531

１００ｍＨ　(6月28日) 大久保北 16"31(0.0) 江井島 16"37(0.0) 望海 16"63(0.0) 魚住東 16"83(0.0) 二見 17"04(0.0) 二見 18"58(+0.1) 野々池 17"05(0.0) 大蔵 18"17(0.0)

走高跳 大会新 1m38 1m41 1m25 1m35 1m25 1m47 1m15 1m20

砲丸投 11m17 7m46 9m52 7m21 6m96 6m56 7m63 6m36

２００ｍ 28"11(-2.8) 29"15(-2.8) 30"09(-2.8) 30"33(-2.8) 29"85(-2.8) 31"12(-2.8) 30"26(-2.8) 30"41(-2.8)
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