
秩父宮賜杯 第６５回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
新潟県・東北電力ビッグスワン陸上競技場

順位通過 記録 順位通過 記録 順位 記録

日程 8組2着+8 3組2着+2

魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3) 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸 3333 qqqq 10"82(-0.9)10"82(-0.9)10"82(-0.9)10"82(-0.9) 3333 qqqq 10"62(+1.7)10"62(+1.7)10"62(+1.7)10"62(+1.7) 6666 10"65(+0.0)10"65(+0.0)10"65(+0.0)10"65(+0.0)

日程 8組2着+8 3組2着+2

魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3) 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸 8888 ---- 24"70(-0.2)24"70(-0.2)24"70(-0.2)24"70(-0.2)

伊山  裕人(3)伊山  裕人(3)伊山  裕人(3)伊山  裕人(3) 関学関学関学関学 阪神阪神阪神阪神 2222 QQQQ 21"77(-0.6)21"77(-0.6)21"77(-0.6)21"77(-0.6) 8888 ---- 21"78(+0.3)21"78(+0.3)21"78(+0.3)21"78(+0.3)

三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3) 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸 4444 qqqq 21"76(+0.0)21"76(+0.0)21"76(+0.0)21"76(+0.0) 7777 ---- 21"78(+0.3)21"78(+0.3)21"78(+0.3)21"78(+0.3)

日程 8組2着+8 3組2着+2

三村  拓登(3)三村  拓登(3)三村  拓登(3)三村  拓登(3) 県立大附県立大附県立大附県立大附 西播西播西播西播 5555 ---- 49"6649"6649"6649"66

内海  湧斗(3)内海  湧斗(3)内海  湧斗(3)内海  湧斗(3) 姫路東姫路東姫路東姫路東 西播西播西播西播 4444 ---- 48"5648"5648"5648"56

澤    航平(3)澤    航平(3)澤    航平(3)澤    航平(3) 北摂三田北摂三田北摂三田北摂三田 丹有丹有丹有丹有 3333 ---- 48"6148"6148"6148"61

日程 8組2着+8 3組2着+2

村上  昂輝(3)村上  昂輝(3)村上  昂輝(3)村上  昂輝(3) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 1111 QQQQ 1'53"611'53"611'53"611'53"61 1111 QQQQ 1'51"601'51"601'51"601'51"60 2222 1'50"191'50"191'50"191'50"19 兵庫高校新兵庫高校新兵庫高校新兵庫高校新

髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1) 加古川東加古川東加古川東加古川東 東播東播東播東播 2222 QQQQ 1'55"391'55"391'55"391'55"39 2222 QQQQ 1'53"111'53"111'53"111'53"11 6 1'52"74

仲村  尚毅(2)仲村  尚毅(2)仲村  尚毅(2)仲村  尚毅(2) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 4444 ---- 1'55"881'55"881'55"881'55"88

日程 4組3着+4

浅川  倖生(3)浅川  倖生(3)浅川  倖生(3)浅川  倖生(3) 西脇工西脇工西脇工西脇工 東播東播東播東播 10101010 ---- 3'58"633'58"633'58"633'58"63

下尾  一真(3)下尾  一真(3)下尾  一真(3)下尾  一真(3) 加古川西加古川西加古川西加古川西 東播東播東播東播 9999 ---- 3'57"843'57"843'57"843'57"84

仲村  尚毅(2)仲村  尚毅(2)仲村  尚毅(2)仲村  尚毅(2) 須磨学園須磨学園須磨学園須磨学園 神戸神戸神戸神戸 11111111 ---- 3'59"313'59"313'59"313'59"31

牧浦  聖士(3)牧浦  聖士(3)牧浦  聖士(3)牧浦  聖士(3) 西脇工西脇工西脇工西脇工 東播東播東播東播 6666 ---- 3'55"923'55"923'55"923'55"92

日程 3組5着+3

中谷  圭佑(3)中谷  圭佑(3)中谷  圭佑(3)中谷  圭佑(3) 西脇工西脇工西脇工西脇工 東播東播東播東播 5555 QQQQ 14'28"7414'28"7414'28"7414'28"74 5555 14'02"5514'02"5514'02"5514'02"55

廣田  雄希(3)廣田  雄希(3)廣田  雄希(3)廣田  雄希(3) 西脇工西脇工西脇工西脇工 東播東播東播東播 6666 ---- 14'47"5814'47"5814'47"5814'47"58

藤原  滋記(2)藤原  滋記(2)藤原  滋記(2)藤原  滋記(2) 西脇工西脇工西脇工西脇工 東播東播東播東播 3333 QQQQ 14'35"0714'35"0714'35"0714'35"07 13131313 14'24"3914'24"3914'24"3914'24"39

日程 8組2着+8 3組2着+2

間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3) 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸 1111 QQQQ 14"76(+0.7)14"76(+0.7)14"76(+0.7)14"76(+0.7) 2222 QQQQ 14"66(-0.1)14"66(-0.1)14"66(-0.1)14"66(-0.1) 5555 14"59(-0.4)14"59(-0.4)14"59(-0.4)14"59(-0.4)

日程 8組2着+8 3組2着+2

松本  岳大(3)松本  岳大(3)松本  岳大(3)松本  岳大(3) 加古川東加古川東加古川東加古川東 東播東播東播東播 1111 QQQQ 52"7252"7252"7252"72 1111 QQQQ 51"3651"3651"3651"36 1111 50"9150"9150"9150"91

間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3) 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸 1111 QQQQ 52"6952"6952"6952"69 1111 QQQQ 51"8351"8351"8351"83 2222 50"9850"9850"9850"98

小林  文人(3)小林  文人(3)小林  文人(3)小林  文人(3) 明石城西明石城西明石城西明石城西 東播東播東播東播 3333 ---- 53"6953"6953"6953"69

加世田達弥(3)加世田達弥(3)加世田達弥(3)加世田達弥(3) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 5555 ---- 53"8753"8753"8753"87

日程 4組3着+4

村上  優輝(3)村上  優輝(3)村上  優輝(3)村上  優輝(3) 西脇工西脇工西脇工西脇工 東播東播東播東播 4444 qqqq 9'06"779'06"779'06"779'06"77 5555 9'00"469'00"469'00"469'00"46

中野    光(3)中野    光(3)中野    光(3)中野    光(3) 姫路商姫路商姫路商姫路商 西播西播西播西播 9999 ---- 9'30"469'30"469'30"469'30"46

日程 2組6着+4

天川康太郎(3)天川康太郎(3)天川康太郎(3)天川康太郎(3) 飾磨工飾磨工飾磨工飾磨工 西播西播西播西播 4444 QQQQ 22'23"3222'23"3222'23"3222'23"32 6666 21'48"5021'48"5021'48"5021'48"50

西川  尚孝(3)西川  尚孝(3)西川  尚孝(3)西川  尚孝(3) 佐用佐用佐用佐用 西播西播西播西播 12121212 ---- 23'40"7223'40"7223'40"7223'40"72
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種　目 氏　　名 (学年)

平成２４年７月２９日～８月２日

男　子

所　属 地区
予　　選 準 決 勝 決　　勝

備　考

Q:順位による通過、q:記録による通過、R:救済による通過



秩父宮賜杯 第６５回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
新潟県・東北電力ビッグスワン陸上競技場

平成２４年７月２９日～８月２日

男　子

順位通過 記録 順位通過 記録 順位 記録

日程 8組2着+8 3組2着+2

1111 QQQQ 40"8240"8240"8240"82 1111 QQQQ 40"4740"4740"4740"47 1111 40"5140"5140"5140"51

平尾  裕希(1)平尾  裕希(1)平尾  裕希(1)平尾  裕希(1) 間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3) ①①①① 間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3)間處  将太(3)  

三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3) 三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3) ②②②② 三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)三崎  大樹(3)  

段林  翔希(2)段林  翔希(2)段林  翔希(2)段林  翔希(2) 段林  翔希(2)段林  翔希(2)段林  翔希(2)段林  翔希(2) ③③③③ 段林  翔希(2)段林  翔希(2)段林  翔希(2)段林  翔希(2)  

魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3) 魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3) ④④④④ 魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)魚里  勇介(3)  

3333 ---- 41"3841"3841"3841"38

多田    駆(3)多田    駆(3)多田    駆(3)多田    駆(3)

稲田  昇平(3)稲田  昇平(3)稲田  昇平(3)稲田  昇平(3)

西端  公志(1)西端  公志(1)西端  公志(1)西端  公志(1)

伊山  裕人(3)伊山  裕人(3)伊山  裕人(3)伊山  裕人(3)

日程 8組2着+8 3組2着+2

2222 QQQQ 3'14"613'14"613'14"613'14"61 4444 ---- 3'15"903'15"903'15"903'15"90

大久保裕史(3)大久保裕史(3)大久保裕史(3)大久保裕史(3) 大久保裕史(3)大久保裕史(3)大久保裕史(3)大久保裕史(3)      

坂本  晴輝(1)坂本  晴輝(1)坂本  晴輝(1)坂本  晴輝(1) 坂本  晴輝(1)坂本  晴輝(1)坂本  晴輝(1)坂本  晴輝(1)      

松本  岳大(3)松本  岳大(3)松本  岳大(3)松本  岳大(3) 松本  岳大(3)松本  岳大(3)松本  岳大(3)松本  岳大(3)      

髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1) 髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)髙栁  俊隆(1)      

5555 ---- 3'16"163'16"163'16"163'16"16

矢吹綜一郎(3)矢吹綜一郎(3)矢吹綜一郎(3)矢吹綜一郎(3)

岸本  昂大(2)岸本  昂大(2)岸本  昂大(2)岸本  昂大(2)

宮部真之介(2)宮部真之介(2)宮部真之介(2)宮部真之介(2)

加世田達弥(3)加世田達弥(3)加世田達弥(3)加世田達弥(3)

記録 記録

日程 標準2m01

北村  勇飛(3)北村  勇飛(3)北村  勇飛(3)北村  勇飛(3) 社社社社 東播東播東播東播 1m951m951m951m95

日程 標準4m70

濱崎    優(3)濱崎    優(3)濱崎    優(3)濱崎    優(3) 明石商明石商明石商明石商 東播東播東播東播 4m704m704m704m70 4m804m804m804m80

田熊  友樹(2)田熊  友樹(2)田熊  友樹(2)田熊  友樹(2) 明石商明石商明石商明石商 東播東播東播東播 4m504m504m504m50

富田  信司(2)富田  信司(2)富田  信司(2)富田  信司(2) 明石商明石商明石商明石商 東播東播東播東播 NMNMNMNM

日程 標準7m15

廣田英一郎(3)廣田英一郎(3)廣田英一郎(3)廣田英一郎(3) 加古川西加古川西加古川西加古川西 東播東播東播東播 6m89(+0.3)6m89(+0.3)6m89(+0.3)6m89(+0.3)

渡邉  康裕(3)渡邉  康裕(3)渡邉  康裕(3)渡邉  康裕(3) 長田長田長田長田 神戸神戸神戸神戸 7m16(-0.4)7m16(-0.4)7m16(-0.4)7m16(-0.4) 7m01(-0.5)7m01(-0.5)7m01(-0.5)7m01(-0.5)

日程 標準14m65

谷  真三朗(3)谷  真三朗(3)谷  真三朗(3)谷  真三朗(3) 神戸甲北神戸甲北神戸甲北神戸甲北 神戸神戸神戸神戸 14m70(+1.1)14m70(+1.1)14m70(+1.1)14m70(+1.1) 14m75(+0.0)14m75(+0.0)14m75(+0.0)14m75(+0.0)

日程 標準15m30

森下  大地(3)森下  大地(3)森下  大地(3)森下  大地(3) 滝川滝川滝川滝川 神戸神戸神戸神戸 15m6815m6815m6815m68 16m5116m5116m5116m51

香山  勇輝(3)香山  勇輝(3)香山  勇輝(3)香山  勇輝(3) 市尼崎市尼崎市尼崎市尼崎 阪神阪神阪神阪神 15m2015m2015m2015m20 15m0015m0015m0015m00

日程 標準60m00

城本  真輔(3)城本  真輔(3)城本  真輔(3)城本  真輔(3) 星陵星陵星陵星陵 神戸神戸神戸神戸 53m0653m0653m0653m06

QQQQ 9999

走幅跳
7/31 7/31 通過10名 → 7m13

----

棒高跳
7/29 7/30 通過18名

QQQQ 6666

----

----

④④④④

姫 路 商姫 路 商姫 路 商姫 路 商 西播西播西播西播

①①①①

②②②②

③③③③

通過8名 → 15m20

兵庫高校新兵庫高校新兵庫高校新兵庫高校新

通過18名 

8/28/1 8/2

②②②②     

滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸

関    学関    学関    学関    学 阪神阪神阪神阪神

④④④④

7/29 7/30 7/31

やり投
8/1

----

10101010qqqq

8/1

9999
三段跳

8/2 8/2

砲丸投
7/31

2222QQQQ

備　考

通過18名

④④④④ ④④④④

決　　勝

通過 順位

通過16名

走高跳
8/1 8/1

----

加古川東加古川東加古川東加古川東 東播東播東播東播

所　属 地区
予　　選

③③③③

①①①①

②②②② ②②②②

④④④④     

③③③③

③③③③

④④④④

    

①①①①     

準 決 勝

①①①①

②②②② ②②②②

③③③③

決　　勝
備　考種　目 所　属 地区

予　　選

4×100ｍ

4×400ｍ

7/31

①①①①

①①①①

種　目

QQQQ

氏　　名 (学年)

③③③③

Q:順位による通過、q:記録による通過、R:救済による通過



秩父宮賜杯 第６５回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
新潟県・東北電力ビッグスワン陸上競技場

平成２４年７月２９日～８月２日

男　子

記録

日程 7/30

神戸神戸神戸神戸 21.5点21.5点21.5点21.5点 21.5点21.5点21.5点21.5点

川上    徹(3)川上    徹(3)川上    徹(3)川上    徹(3) 社社社社 東播東播東播東播 18181818 5163点5163点5163点5163点
11"45(+0.2) - 6m77(+0.4) - 11m61 - 51"9811"45(+0.2) - 6m77(+0.4) - 11m61 - 51"9811"45(+0.2) - 6m77(+0.4) - 11m61 - 51"9811"45(+0.2) - 6m77(+0.4) - 11m61 - 51"98

16"50(-0.4) - 49m17 - 1m65 - 4'57"5816"50(-0.4) - 49m17 - 1m65 - 4'57"5816"50(-0.4) - 49m17 - 1m65 - 4'57"5816"50(-0.4) - 49m17 - 1m65 - 4'57"58

潮﨑    傑(1)潮﨑    傑(1)潮﨑    傑(1)潮﨑    傑(1) 滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二 神戸神戸神戸神戸 12121212 5270点5270点5270点5270点
11"62(-0.7) - 6m84(+1.9) -  9m27 - 52"3311"62(-0.7) - 6m84(+1.9) -  9m27 - 52"3311"62(-0.7) - 6m84(+1.9) -  9m27 - 52"3311"62(-0.7) - 6m84(+1.9) -  9m27 - 52"33

16"10(-0.2) - 47m07 - 1m92 - 4'50"4316"10(-0.2) - 47m07 - 1m92 - 4'50"4316"10(-0.2) - 47m07 - 1m92 - 4'50"4316"10(-0.2) - 47m07 - 1m92 - 4'50"43

竹垣内  龍(3)竹垣内  龍(3)竹垣内  龍(3)竹垣内  龍(3) 三田祥雲館三田祥雲館三田祥雲館三田祥雲館 丹有丹有丹有丹有 15151515 5221点5221点5221点5221点
11"02(+1.4) - 6m23(+0.0) - 10m61 - 52"4411"02(+1.4) - 6m23(+0.0) - 10m61 - 52"4411"02(+1.4) - 6m23(+0.0) - 10m61 - 52"4411"02(+1.4) - 6m23(+0.0) - 10m61 - 52"44

②110mH - やり投 - 走高跳 - 1500m

八種競技
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下司  剛久(3)下司  剛久(3)下司  剛久(3)下司  剛久(3) 明石城西明石城西明石城西明石城西 東播東播東播東播 9999 5343点5343点5343点5343点
15"49(-0.2) - 39m06 - 1m83 - 4'39"8315"49(-0.2) - 39m06 - 1m83 - 4'39"8315"49(-0.2) - 39m06 - 1m83 - 4'39"8315"49(-0.2) - 39m06 - 1m83 - 4'39"83

11"31(-0.3) - 6m55(+1.7) - 10m27 - 50"6411"31(-0.3) - 6m55(+1.7) - 10m27 - 50"6411"31(-0.3) - 6m55(+1.7) - 10m27 - 50"6411"31(-0.3) - 6m55(+1.7) - 10m27 - 50"64

種　目 氏　　名 (学年) 所　属 地区
決　　勝 ①100m - 走幅跳 - 砲丸投 - 400m

順位

15"41(+0.0) - 48m16 - 1m74 - 4'59"7615"41(+0.0) - 48m16 - 1m74 - 4'59"7615"41(+0.0) - 48m16 - 1m74 - 4'59"7615"41(+0.0) - 48m16 - 1m74 - 4'59"76

学校名
総合得点

2位2位2位2位 1位1位1位1位

総合 ﾄﾗｯｸ

滝川第二滝川第二滝川第二滝川第二

Q:順位による通過、q:記録による通過、R:救済による通過


