
淡路中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成18年7月22日(土) ～ 平成18年7月23日(日)

洲本市スポーツセンター陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生男子１００ｍ 高見　滉太 14"1 薩摩　準 14"2 坂東　竜之介 14"2 加田　信吾 14"3 坂本　聡志 14"8 林　鈴人 15"1 中島　大貴 15"1 坂川　翔太 15"3

(7月23日) 青雲 -0.8 青雲 -0.8 三原 -0.8 由良 -0.8 津名 -0.8 五色 -0.8 由良 -0.8 五色 -0.8

２年生男子１００ｍ 酒林　弘樹 11"9 藤本　壮 12"6 廣田　剛 13"2 中岡　拓也 13"2 新川　直矢 13"4 政処　裕介 13"6 八木　優樹 13"6 吉田　頌 13"7

(7月22日) 南淡 -2.7 由良 -2.7 青雲 -2.7 津名 -2.7 由良 -2.7 柳学園 -2.7 柳学園 -2.7 津名 -2.7

３年生男子１００ｍ 大樹　実成人 12"0 本間　勝成 12"5 稲井　悠二 12"6 田中　暄人 12"6 赤澤　和樹 12"9 橿本　啓介 13"2 小川　瑞貴 13"3 沖田　政樹 13"3

(7月22日) 青雲 -3.3 青雲 -3.3 三原 -3.3 南淡 -3.3 南淡 -3.3 五色 -3.3 由良 -3.3 洲浜 -3.3

共通男子２００ｍ 田村　勇気(3) 23"5 大樹　実成人(3) 24"0 酒林　弘樹(2) 24"6 浦瀬　翔太(3) 24"9 藤本　壮(2) 25"8 山下　和洋(3) 26"4 中岡　拓也(2) 26"4

(7月23日) 青雲 0.0 青雲 0.0 南淡 0.0 南淡 0.0 由良 0.0 洲浜 0.0 津名 0.0

共通男子４００ｍ 谷口　雅俊(3) 54"7 田村　勇気(3) 54"8 浦瀬　翔太(3) 56"0 村上　弘倫(3) 58"5 新川　直矢(2) 60"4 上田　晃聡(2) 61"0 川添　康輝(2) 63"7 福谷　秀矩(2) 65"4

(7月22日) 青雲 青雲 南淡 三原 由良 津名 南淡 津名

共通男子８００ｍ 山口　誠(3) 2'14"2 増成　隆朗(3) 2'17"5 西久保　昭文(3) 2'18"6 高城　裕哉(3) 2'19"5 山口　佳文(3) 2'21"5 小井手　孝行(2) 2'21"8 原　照幸(3) 2'23"7 田中　祐介(2) 2'35"3

(7月23日) 津名 津名 青雲 由良 洲浜 中川原 青雲 中川原

１年生男子１５００ｍ 延安　哲弘 5'13"6 小畠　亮 5'13"9 坂本　聡志 5'16"0 宮本　皓介 5'23"1 下條　正博 5'37"7 細川　直希 6'48"5

(7月22日) 津名 中川原 津名 青雲 中川原 三原

共通男子１５００ｍ 網城　竜也(3) 4'25"2 磯口　良輔(3) 4'26"4 竹田　祥多(3) 4'31"6 奥田　健二(3) 4'50"3 山口　佳文(3) 4'52"8 高城　裕哉(3) 4'56"8 髙田　千裕(3) 5'00"1 田中　祐介(2) 5'14"3

(7月22日) 津名 青雲 津名 青雲 洲浜 由良 中川原 中川原

共通男子３０００ｍ 網城　竜也(3) 9'27"3 磯口　良輔(3) 9'32"9 濱端　良輔(3) 9'41"6 柳本　貴哉(3) 9'47"9 仲　祐希(2) 9'48"4 近藤　純也(3) 10'09"7 市原　拓(3) 12'02"7

(7月23日) 津名 青雲 津名 青雲 中川原 中川原 由良

共通男子１１０ｍＨ 竹田　稜介(3) 17"5 福永　将史(2) 20"6

(7月23日) 津名 0.0 津名 0.0

低学年男子４×１００ｍＲ 青雲 52"5 由良 52"7 津名 55"4 三原 58"3

(7月22日) 山本　大地(2) 藤本　壮(2) 吉田　頌(2) 田中　貴義(2)

高見　滉太(1) 加田　信吾(1) 坂本　聡志(1) 坂東　竜之介(1)

薩摩　準(1) 中島　大貴(1) 延安　哲弘(1) 平門　祐也(1)

廣田　剛(2) 新川　直矢(2) 中岡　拓也(2) 橋本　大典(2)

共通男子４×１００ｍＲ 青雲 45"7 南淡 47"6 三原 48"6 津名 51"6 五色 53"6

(7月23日) 本間　勝成(3) 西庄　克哉(3) 阿部　一樹(3) 竹田　祥多(3) 大谷　州平(3)

大樹　実成人(3) 酒林　弘樹(2) 村上　弘倫(3) 芦尾　俊樹(3) 橿本　啓介(3)

田村　勇気(3) 赤澤　和樹(3) 神代　剛史(3) 竹田　稜介(3) 田中　智大(2)

谷口　雅俊(3) 浦瀬　翔太(3) 稲井　悠二(3) 萩　紘史(3) 林　鈴人(1)

共通男子走高跳 芦尾　俊樹(3) 1m65 萩　紘史(3) 1m65 谷口　雅俊(3) 1m45

(7月23日) 津名 津名 青雲

共通男子走幅跳 西庄　克哉(3) 5m56 橿本　啓介(3) 5m46 神代　剛史(3) 5m40 沖田　政樹(3) 5m25 廣田　剛(2) 5m25 植野　諒(2) 4m53 山口　祐輝(3) 4m52 小西　正幸(3) 4m50

(7月22日) 南淡 -0.6 五色 -1.7 三原 -0.9 洲浜 -1.6 青雲 0.0 津名 -0.5 三原 -0.4 南淡 +0.7

共通男子三段跳 西庄　克哉(3) 10m33 網谷　亨輔(3) 10m30 稲井　悠二(3) 10m27 原口　竜弥(3) 10m08 野中　至(1) 9m77

(7月23日) 南淡 -0.9 由良 0.0 三原 -1.1 三原 -0.3 五色 -1.1

共通男子砲丸投(5kg) 濱端　直己(3) 11m19 阿部　一樹(3) 10m59 柏木　淳希(3) 9m42 濵田　諒(3) 9m37 山崎　俊介(3) 8m68 山下　和洋(3) 8m59 杉山　潤(3) 7m18 坂東　将騎(2) 6m81

(7月23日) 由良 三原 三原 由良 青雲 洲浜 青雲 南淡

共通男子円盤投 柏木　淳希(3) 37m84 山崎　俊介(3) 34m46 濱端　直己(3) 31m41 山口　勝久(3) 28m28 杉山　潤(3) 26m71 濵田　諒(3) 23m66 飯沼　貴規(2) 17m17 上島　卓也(3) 15m94

(7月22日) 三原 青雲 由良 三原 青雲 由良 津名 南淡

男子四種競技 阿部　一樹(3) 1985 萩　紘史(3) 1797

１１０ｍＨ　(7月21日) 三原 17"0(-0.1) 津名 18"4(-0.1)

砲丸投 11m64 9m86

走高跳 1m55 1m60

４００ｍ 61"0 60"5

1位 2位 3位 4位 5位 6位

学校対抗得点 青雲 津名 三原 由良 南淡 中川原・五色

98点 82点 54点 42点 39点 11点
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淡路中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成18年7月22日(土) ～ 平成18年7月23日(日)

洲本市スポーツセンター陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生女子１００ｍ 柏木　彩江 14"0 高田　佳奈 14"2 福栄　葵 14"5 岡　優実 14"6 永田　絵未 14"6 橋本　有紗 14"6 樫本　依佳 14"6

(7月23日) 青雲 -0.9 三原 -0.9 南淡 -0.9 洲浜 -0.9 青雲 -0.9 南淡 -0.9 洲浜 -0.9

２年生女子１００ｍ 西谷　綾納 14"1 東　詩織 14"2 山口　明希 14"2 櫻井　咲 14"3 吉田　佐保里 14"4 長手　真希 14"4 除補　千可保 14"6 太田　有美 15"4

(7月22日) 津名 -2.5 南淡 -2.5 南淡 -2.5 青雲 -2.5 三原 -2.5 洲浜 -2.5 青雲 -2.5 津名 -2.5

３年生女子１００ｍ 向所　瑞枝 13"9 吉見　歩美 14"0 長野　優希 14"3 中野　真及 14"7 亀徳　彩乃 14"8 高田　恭子 15"5 納　万貴 16"0 箕輪　由樹 16"2

(7月22日) 由良 -2.9 青雲 -2.9 青雲 -2.9 津名 -2.9 津名 -2.9 南淡 -2.9 南淡 -2.9 洲浜 -2.9

共通女子２００ｍ 吉見　歩美(3) 27"9 長野　優希(3) 28"6 山口　明希(2) 28"8 西谷　綾納(2) 29"4 岩岡　みどり(3) 29"4 山田　加奈美(3) 31"2 村上　みのり(2) 31"7

(7月23日) 青雲 -0.3 青雲 -0.3 南淡 -0.3 津名 -0.3 津名 -0.3 三原 -0.3 南淡 -0.3

共通女子８００ｍ 堀　彩香(2) 2'30"0 柳原　愛弓(2) 2'33"0 木下　恵理(1) 2'33"2 賀集　幹(3) 2'33"5 田淵　元花(2) 2'40"8 井上　裕里江(2) 2'44"5 北内　まみ(3) 2'49"2 中川　知代(2) 3'03"2

(7月23日) 南淡 青雲 南淡 三原 青雲 三原 御原 津名

共通女子１５００ｍ 堀　彩香(2) 5'06"5 賀集　幹(3) 5'08"4 空山　佳世(3) 5'15"4 濱田　錦(2) 5'19"7 高田　恭子(3) 5'38"2 小松　里華(1) 5'41"0 福池　琴美(2) 6'16"7 中田　美帆(3) 6'20"5

(7月22日) 南淡 三原 青雲 青雲 南淡 津名 三原 津名

共通女子１００ｍＨ 柏木　彩江(1) 16"6 船越　理恵(3) 17"1 吉田　佐保里(2) 17"3 北内　まみ(3) 17"9 平野　楓(1) 18"2 吉中　春菜(2) 18"3 安田　渚(1) 18"3 勘田　麻紀(3) 18"9

(7月23日) 青雲 +0.4 三原 +0.4 三原 +0.4 御原 +0.1 南淡 +0.1 津名 +0.4 南淡 +0.4 御原 +0.1

低学年女子４×１００ｍＲ 南淡 56"7 津名 57"0 洲浜 57"5 三原 58"6

(7月22日) 金谷　英佳(2) 吉中　春菜(2) 由尾　利紗(2) 伊達　愛(2)

橋本　有紗(1) 山際　杏奈(1) 樫本　依佳(1) 高田　佳奈(1)

福栄　葵(1) 舩越　巳加(1) 岡　優実(1) 岡本　愛美(1)

川西　すみれ(2) 西谷　綾納(2) 長手　真希(2) 松浦　悠衣(2)

共通女子４×１００ｍＲ 青雲 53"6 南淡 53"8 三原 55"1 津名 56"5 御原 56"9

(7月23日) 櫻井　咲(2) 以頭　朋子(3) 川崎　明美(2) 尾下　実希(3) 小野　絵里加(3)

吉見　歩美(3) 堀　彩香(2) 吉田　佐保里(2) 岩岡　みどり(3) 北内　まみ(3)

長野　優希(3) 東　詩織(2) 山田　加奈美(3) 亀徳　彩乃(3) 勘田　麻紀(3)

除補　千可保(2) 山口　明希(2) 船越　理恵(3) 中野　真及(3) 油本　咲(3)

共通女子走高跳 坂東　里菜(3) 1m45 勝浦　穂(2) 1m40 永田　絵未(1) 1m35 溝渕　莉加(3) 1m30 竹田　瑞(3) 1m30 上田　薫(3) 1m30 蔭山　由吏(3) 1m25 川崎　明美(2) 1m25

(7月23日) 南淡 南淡 青雲 三原 津名 御原 御原 三原

共通女子走幅跳 長手　真希(2) 4m38 中野　真及(3) 4m30 櫻井　咲(2) 4m27 金谷　英佳(2) 4m20 尾下　実希(3) 4m14 原口　奈津希(1) 4m03 小野　絵里加(3) 3m95 松浦　悠衣(2) 3m71

(7月22日) 洲浜 -2.2 津名 -2.1 青雲 -2.1 南淡 -1.3 津名 -0.8 三原 -3.6 御原 -2.7 三原 -0.8

共通女子砲丸投 向所　瑞枝(3) 11m24 油本　咲(3) 10m78 以頭　朋子(3) 10m51 山田　史恵(3) 9m66 箕輪　由樹(3) 8m56 靭負　友里加(2) 8m51 林　彩花(2) 8m31 中田　美里(2) 7m97

(7月23日) 由良 御原 南淡 御原 洲浜 津名 南淡 青雲

共通女子円盤投 油本　咲(3) 26m82 山田　史恵(3) 24m73 鈴木　理加(3) 22m96 中島　千杏希(3) 22m13 以頭　朋子(3) 21m99 武田　ありさ(3) 20m06 福岡　真帆(2) 18m81 登　汐莉(2) 15m95

(7月22日) 御原 御原 由良 由良 南淡 青雲 五色 津名

女子四種競技 船越　理恵(3) 1821 勝浦　穂(2) 1561 上田　薫(3) 1476 川崎　明美(2) 1446 勘田　麻紀(3) 1355 福田　有紀(2) 1292 平野　楓(1) 1223 中原　麻歩(2) 1173

１００ｍＨ　(7月21日) 三原 17"1(+0.1) 南淡 18"0(+0.1) 御原 19"0(+0.1) 三原 18"8(+0.1) 御原 19"8(+0.1) 津名 19"3(+0.1) 南淡 18"6(+0.1) 津名 20"0(+0.1)

走高跳 1m15 1m40 1m35 1m25 1m30 1m20 1m20 1m20

砲丸投 9m37 5m99 7m86 6m26 7m23 6m94 5m10 6m76

２００ｍ 29"4(-2.1) 32"4(-2.1) 33"4(-2.1) 30"8(-2.1) 32"7(-2.1) 32"5(-2.1) 32"8(-2.1) 33"4(-2.1)

1位 2位 3位 4位 5位 6位

学校対抗得点 南淡 青雲 三原 津名 御原 由良

75点 66点 46点 37点 31点 19点
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