
第70回　西播高等学校陸上競技対校選手権大会 平成29年5月13日(土)･14日(日)
               兼 第70回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会西播地区予選会

　成績一覧表 （大会コード：17282004） ウィンク陸上競技場(姫路市立陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 吉田　弘道(3) 10.78 河野公太朗(3) 10.99 髙木　陽太(3) 11.04 元山　望人(3) 11.05 葛川　智博(3) 11.14 芦田　幸翼(3) 11.15 徳永　大樹(3) 11.20 山田　将吾(3) 11.30
風:-1.9 姫路商 龍野 姫路 市川 姫路 姫路工 姫路別所 琴丘
２００ｍ 元山　望人(3) 22.44 河野公太朗(3) 22.46 髙木　陽太(3) 22.49 葛川　智博(3) 22.64 堀田　和志(2) 22.84 安藝　光遥(3) 22.87 竹内　啓登(2) 23.01 芦田　幸翼(3) 24.19
風:-4.7 市川 龍野 姫路 姫路 姫路西 姫路商 姫路 姫路工
４００ｍ 安藝　光遥(3) 48.98 吉盛　大樹(2) 49.16 丸尾　和誠(3) 49.99 大林　航太(2) 50.10 大塚　和貴(3) 50.25 竹内　啓登(2) 50.35 植木　駿斗(3) 50.40 濵川　寛生(2) 50.46

姫路商 姫路飾西 姫路商 網干 姫路工 姫路 姫路西 姫路飾西
８００ｍ 井上　泰斗(3)  1:56.65 丸尾　和誠(3)  1:59.63 川畑　圭吾(3)  2:00.13 東郷　将史(3)  2:00.48 宮田　　亮(3)  2:01.48 森川　隼成(1)  2:04.76 圓尾　　智(3)  2:04.77 神吉　聖也(2)  2:24.55

飾磨工 姫路商 姫路南 淳心 飾磨工 赤穂 姫路商 飾磨
１５００ｍ 岩本　忠成(3)  4:04.51 堀井　陽介(3)  4:04.55 藪本　海仁(3)  4:05.78 川畑　圭吾(3)  4:08.02 薮下　温司(3)  4:08.64 松本　和幸(3)  4:09.48 小野　　翼(3)  4:12.03 中島　　蒼(2)  4:12.64

姫路西 姫路商 姫路商 姫路南 淳心 姫路西 飾磨工 赤穂
５０００ｍ 堀井　陽介(3) 15:21.81 井上　亮真(3) 15:22.23 西山　隆将(3) 15:38.20 岩本　忠成(3) 15:43.87 藪本　海仁(3) 15:44.04 薮下　温司(3) 15:46.39 森川　康汰(3) 15:57.45 岡田　柊斗(3) 16:03.70

姫路商 飾磨工 上郡 姫路西 姫路商 淳心 飾磨工 姫路商
１１０ｍH 尾﨑光太郎(3) 15.38 原田　雄斗(2) 16.01 塚谷　　翼(3) 16.12 田中進太郎(3) 16.26 佐々木一樹(3) 16.86 塩谷　啓太(3) 17.37 北浦　柊二(2) 17.85 古門　慎也(3) 18.32
風:-1.4 姫路東 飾磨 飾磨工 龍野 姫路東 市川 飾磨工 市川

４００ｍH 尾﨑光太郎(3) 54.27 三村　剛輝(2) 54.94 吉盛　大樹(2) 55.46 砂田　晟弥(1) 56.27 坂口　悠自(3) 56.31 塚谷　　翼(3) 56.44 長澤　慧悟(3) 57.71 佐伯　拓城(3)  1:00.64
姫路東 姫路東 姫路飾西 姫路商 姫路飾西 飾磨工 飾磨工 県立大附

３０００ｍSC 三輪　涼介(3)  9:32.94 水畑　　樹(3)  9:34.51 白髭　一生(2)  9:37.59 木村駿之介(3)  9:40.09 上野　拓貴(3)  9:53.85 小林　壱樹(2)  9:53.88 田畠　勝志(3)  9:58.84 岸本　拓磨(2) 10:03.84
飾磨工 県立大附 飾磨工 姫路商 姫路 姫路商 龍野 姫路商

５０００ｍＷ 中川　貴嗣(2) 21:43.39 村上　倖輝(3) 21:58.56 北田　瑞樹(3) 23:40.40 吉武　蒼真(3) 24:45.79 古林　拓夢(2) 25:48.68 中野　悠聖(2) 26:06.25 中野　涼聖(2) 26:59.63 川口　聡詞(2) 30:24.21
飾磨工 佐用 飾磨工 赤穂 龍野 佐用 佐用 赤穂

４×１００ｍ 龍    野 41.64 姫    路 42.32 姫 路 工 42.70 姫 路 西 42.94 姫路飾西 43.32 東洋大姫路 43.59 市    川 43.75 姫 路 東 44.09
   田中進太郎(3)　　NGR    吉識賢太郎(2)    松本　航貴(1)    名倉　涼太(2)    牧田　竜来(3)    生田　翔大(1)    當房　政也(3)    前田　誠元(3)
   河野公太朗(3)    髙木　陽太(3)    大塚　和貴(3)    利根川　陸(2)    井上　雄貴(2)    八幡　光星(2)    増田　理央(3)    濵　  和希(2)
   出渕　直人(3)    竹内　啓登(2)    寄川　舜平(3)    植木　駿斗(3)    是兼　匠輝(3)    山本　航大(2)    塩谷　啓太(3)    尾﨑光太郎(3)
   柴田　桂吾(3)    葛川　智博(3)    芦田　幸翼(3)    堀田　和志(2)    吉盛　大樹(2)    石尾　龍斗(2)    元山　望人(3)    松下　功樹(2)

４✕４００ｍ 姫 路 商  3:19.39 姫    路  3:21.54 姫路飾西  3:22.04 姫 路 西  3:23.21 姫 路 東  3:25.75 赤    穂  3:31.20 飾 磨 工  3:31.59 龍    野  3:33.73
   砂田　晟弥(1)    竹内　啓登(2)    出射　潤也(3)    利根川　陸(2)    濵　  和希(2)    細井　皓介(3)    長澤　慧悟(3)    貝賀　一仁(2)
   安藝　光遥(3)    奥田　真也(2)    濵川　寛生(2)    植木　駿斗(3)    松下　功樹(2)    竹内　蒼真(3)    宮田　　亮(3)    柴田　桂吾(3)
   吉田　弘道(3)    葛川　智博(3)    坂口　悠自(3)    小野裕二郎(3)    尾﨑光太郎(3)    谷　　颯人(1)    井川　成弥(3)    出渕　直人(3)
   丸尾　和誠(3)    髙木　陽太(3)    吉盛　大樹(2)    堀田　和志(2)    三村　剛輝(2)    中野　優一(3)    塚谷　　翼(3)    南　　洸志(3)

走高跳 香嶋　隼哉(2) 1m92 市川　星哉(2) 1m86 竹岡　駿平(3) 1m83 甲斐　優貴(3) 1m80 三木健太郎(2) 1m80 竹田　瑛信(3) 1m75 同順:藤原孝之辰(1) 1m75 松下　皆斗(1) 1m75
飾磨工 飾磨工 飾磨工 相生産 姫路西 姫路工 姫路商 東洋大姫路

松井　俊樹(3) 1m75
姫路工

棒高跳 嶋田　相希(2) 3m10 谷　  治大(1) 2m80
相生産 姫路東

走幅跳 吉田　弘道(3)   7m30 寄川　舜平(3)   6m54 宗利　雅仁(3)   6m50 吉田　弥樹(3)   6m33 是兼　匠輝(3)   6m25 福島　大登(3)   6m21 菅長　海良(1)   6m16 井上　拓実(1)   6m14
姫路工 +2.6 姫路工 +1.3 福崎 +1.6 姫路飾西 +1.4 飾磨工 +2.6 相生 +1.9 太子 +1.3

三段跳 吉田　弘道(3)  14m22 松井　俊樹(3)  13m66 宗利　雅仁(3)  13m49 岡本　颯斗(1)  13m13 是兼　匠輝(3)  13m06 福島　大登(3)  13m01 岩城　裕介(3)  13m00 岩木　喬之(2)  12m56
姫路商 +2.6 姫路工 +2.3 姫路工 +3.2 姫路南 +3.8 姫路飾西 +3.6 飾磨工 +5.8 神崎 +3.2 姫路東 +2.4

砲丸投 矢吹紘二郎(3)  14m30 志水　拓都(3)  12m57 石原　唯斗(1)  12m39 森　  拓也(3)  11m97 中安　琢登(2)  11m96 吉田　明大(3)  11m72 佐々木一樹(3)  10m97 永森　智也(1)  10m65
(6.000kg) 姫路商 姫路工 姫路商 姫路工 姫路工 自由ヶ丘 姫路東 姫路商
円盤投 森　  拓也(3)  42m89 大塚　剛史(3)  42m23 前田　誠元(3)  36m66 吉田　明大(3)  35m75 中安　琢登(2)  34m31 望月　翔太(2)  33m45 矢吹紘二郎(3)  32m81 中井　伸伍(2)  32m71

(1.750kg) 姫路工 姫路商 姫路東 自由ヶ丘 姫路工 自由ヶ丘 姫路商 龍野
ハンマー投 吉田　明大(3)  61m80 藤本　智大(3)  60m92 矢吹紘二郎(3)  58m66 志水　拓都(3)  57m05 本郷　勇輝(3)  48m96 杉原　　海(2)  48m66 中安　琢登(2)  46m49 藤井　恵悟(3)  41m99
(6.000kg) 自由ヶ丘 NGR 自由ヶ丘 姫路商 姫路工 太子 姫路商 姫路工 姫路工
やり投 藤本　智大(3)  52m43 大橋　海翔(3)  50m13 久保　洵介(3)  49m23 前田　誠元(3)  46m24 中野　圭悟(3)  45m11 森　  拓也(3)  44m68 前田　温人(2)  44m30 岡本　哲朗(3)  41m33

(0.800kg) 自由ヶ丘 姫路工 相生 姫路東 香寺 姫路工 太子 飾磨工
竹内　蒼真(3)  4697 原田　雄斗(2)  4325 岸本　大輝(3)  4196 半田　尊樹(2)  3417
赤穂 飾磨 姫路飾西 赤穂
11.77-5m75 11.37-5m57 12.05-5m80 11.92-5m63

8m58-51.09 7m03-53.05 7m59-53.58 7m35-55.13

17.28-40m94 16.05-29m00 18.14-32m36 35m48-1m38

1m68-4:33.46 1m62-4:58.37 1m68-4:46.41 4:46.48

総 合 姫 路 商 133.5点 飾 磨 工 94点 姫 路 工 89点 姫 路 東 53点 姫　　路 44点 姫路飾西 42点 姫 路 西 36点 龍　　野 35点

ﾄ ﾗ ｯ ｸ 姫 路 商 82点 飾 磨 工 66点 姫　　路 44点 龍　　野 34点 姫 路 東 32点 姫 路 西 32点 姫路飾西 28点 市　　川 19点

ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 姫 路 工 75点 姫 路 商 51.5点 自由ヶ丘 34点 飾 磨 工 28点 姫 路 東 21点 相 生 産 13点 相　　生 8点 姫路飾西 8点

混 成 赤　　穂 13点 飾　　磨 7点 姫路飾西 6点

※気象状況は女子の欄に記載 主  催：兵庫県高等学校体育連盟 主  管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部 総　　　    務： 　水田　雅幸 印

30校     NGR:大会新記録 　　　　兵庫県教育委員会 後　援：(株)神戸新聞社 記   録  主  任： 　敏森　勝也 印

367名     ● :県大会出場権獲得者 　　　　兵庫陸上競技協会 　　　　(株)ﾗｼﾞｵ関西 トラック審判長： 　西脇　泰司 印

　　　　姫路市教育委員会 　　　　(株)ｻﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ ﾌｨｰﾙﾄﾞ審 判 長： 　奥道　利浩 印

　　　　姫路市陸上競技協会
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男 子

優秀選手

吉田 明大(3) 自由ヶ丘


