
第３回兵庫県中学生陸上競技記録会
入賞者一覧 平成18年6月10日(土) ～ 平成18年6月11日(日)

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

２・３年生男子１００ｍ 太田　銀士(3) 11"14 四海　祐太(3) 11"36 福原　成浩(3) 11"41 長谷川　竜志(2) 11"47 若江　玲治(3) 11"55 東　義弘(3) 11"56 増田　勝久(3) 11"57 中川　雄哉(3) 11"61

(6月11日) 高丘 +3.2 網干 +3.2 安室 +3.2 有野北 +3.2 八景 +3.2 緑が丘 +3.2 福崎東 +1.0 御津 +0.8

１年生男子１００ｍ 濱谷　宜慶 12"61 井上　敬太 12"71 水野　好喜 12"73 下村　周平 12"84 坂口　大吾 12"97 住本　晃大 13"00 黒田　昌資 13"05 井上　心太郎 13"07

(6月10日) 志方 +0.9 春日 +0.9 高丘 +0.4 魚住 +0.9 三田学園 +0.9 広畑 +0.4 新宮 +0.9 望海 -0.7

２・３年生男子８００ｍ 梶原　昂希(3) 2'02"08 谷口　遼(3) 2'02"75 高橋　拓夢(3) 2'05"92 西田　有輝(3) 2'05"95 藤原　裕(3) 2'06"54 倉村　哲彰(3) 2'06"72 西家　優斗(3) 2'07"09 宇田　朋哉(3) 2'07"21

(6月11日) 附属明石 井吹台 神崎 藍 福崎東 須磨北 学文 ゆりのき台

２・３年生男子１５００ｍ 志方　文典(3) 4'09"16 佐野　克斗(3) 4'13"81 神崎　洋人(3) 4'14"21 北野　大裕(3) 4'14"30 本城　康一郎(3)4'17"33 中塚　大樹(3) 4'17"94 藤井　薫(3) 4'17"96 安達　友洋(3) 4'18"94

(6月10日) 泉 藍 増位 柏原 姫路東 福崎東 新宮 西神

１年生男子１５００ｍ 小川　誉高 4'40"09 前川　拓美 4'43"50 高見　祥宏 4'45"23 妻藤　圭祐 4'47"86 内波　郁弥 4'50"21 井上　涼平 4'51"71 永信　明人 4'52"77 横田　貴之 4'54"67

(6月10日) 龍野西 神崎 三木東 光ガ丘 双葉 豊岡南 吉川 広畑

２・３年生男子３０００ｍ 志方　文典(3) 8'49"03 北野　大裕(3) 9'00"76 後藤　雅晴(2) 9'05"13 佐野　克斗(3) 9'14"40 岡田　明應(3) 9'17"20 野村　亮太(3) 9'17"28 翁田　祐弥(3) 9'17"40 藤井　薫(3) 9'17"62

(6月11日) 泉 大会新 柏原 井吹台 藍 泉 福崎東 八千代 新宮

２・３年生男子棒高跳 森田　航太郎(3) 3m80 小澤　智博(3) 3m50 細川　員史(3) 3m40 上笹　悠(3) 3m40 荒木　良太(3) 3m30 黒田　修平(3) 3m20 岸田　省吾(3) 3m10 神丸　祐毅(3) 3m00

(6月10日) 武庫 小田北 小田北 須磨北 武庫 香寺 豊岡南 有野北

２・３年生男子走幅跳 宮前　泰輔(3) 6m04 中嶋　幸平(3) 5m84 石田　健人(2) 5m83 坪内　弘(3) 5m81 増田　勇人(3) 5m77 長谷川　竜志(2) 5m74 源嶋　慎也(2) 5m72 藤谷　啓太(2) 5m71

(6月10日) 朝日 +2.1 南ひばり丘 +1.5 和田山 +1.2 小部 +1.5 望海 +2.7 有野北 +2.4 望海 +2.9 学文 +1.4

瀬川　翔太(3) 5m71

吉川 +1.9

２・３年生男子三段跳 松岡　涼(3) 12m58 増田　勇人(3) 12m52 宮田　広幹(3) 12m31 高瀬　勇作(3) 12m08 竹田　直樹(3) 12m00 岸本　尚也(3) 11m96 秋田　雄基(3) 11m91 坪内　弘(3) 11m79

(6月11日) 西脇南 +1.0 望海 +0.6 港島 +1.5 西脇 +1.4 港島 0.0 上野 +0.6 上甲子園 +0.8 小部 +1.0

２・３年生男子砲丸投 ディーン元気(3) 13m31 好田　弘希(3) 12m98 植原　久貴(3) 11m68 前田　優志(3) 11m37 吉田　駿平(3) 11m13 永田　大智(3) 11m11 清水　政仁(3) 11m08 真面　慧(3) 10m82

(6月11日) 平野 志方 志方 播磨南 鳴尾 浜脇 新宮 有野北

２・３年生男子円盤投 ディーン元気(3) 46m30 好田　弘希(3) 42m82 南浦　正輝(3) 41m44 植原　久貴(3) 41m01 永田　大智(3) 40m56 西岡　卓弥(3) 39m71 白岡　宏太(3) 39m33 岩崎　春樹(3) 38m55

(6月10日) 平野 志方 大久保 志方 浜脇 播磨南 増位 飾磨中部

男子四種競技 宮本　幸治(3) 2623 堂本　貴之(3) 2591 前原　健人(3) 2475 仲田　祥平(2) 2379 谷　浩二朗(2) 2292 澤田　光二郎(3) 2265 横内　一貴(3) 2166 篠原　貴好(2) 2092

１１０ｍＨ　(6月10日) 井吹台 15"37(+0.4) ゆりのき台 15"86(+0.4) 平野 16"44(+0.4) 西脇 15"11(+0.4) 有野北 16"03(+0.4) 播磨南 16"26(+0.4) ゆりのき台 16"67(+0.4) 小田北 16"43(+0.4)

砲丸投 12m86 11m90 11m65 9m63 10m03 11m53 9m14 10m21

走高跳 1m60 1m80 1m83 1m65 1m60 1m50 1m45 1m45

４００ｍ 52"68 54"59 56"17 55"57 54"67 55"11 52"08 56"06
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