
第５7回丹有地区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)

関西学院大学三田キャンパス競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生男子１００ｍ 藤井　俊樹 12"6 井上　敬太 12"7 坂口　大悟 12"9 近藤　諒 12"9 三森　雄介 12"9 田中　優 13"1

(7月23日) 上野台 +1.5 春日 +1.5 三田学園 +1.5 市島 +1.5 けやき台 +1.5 篠山 +1.5

２年生男子１００ｍ 大野　晶平 11"5 川本　匠 11"8 赤井　勝哉 12"2 片岡　皓基 12"3 亀﨑　洋平 12"3 瀬戸口　渉 12"3

(7月22日) ゆりのき台 +3.5 三田学園 +3.5 氷上 +3.5 藍 +3.5 八景 +3.5 ゆりのき台 +3.5

３年生男子１００ｍ 若江　玲治 11"4 阿部　祥大 11"5 江富　寛明 11"8 横内　大貴 11"9 藤中　翼 11"9 清水　泰介 12"0

(7月22日) 八景 +0.9 ゆりのき台 +0.9 狭間 +0.9 ゆりのき台 +0.9 山南 +0.9 篠山 +0.9

共通男子２００ｍ 若江　玲治(3) 23"5 天野　暁允(3) 23"8 大野　晶平(2) 24"3 赤井　勝哉(2) 25"1 西川　陽介(3) 25"1 友金　輝幸(3) 25"8

(7月23日) 八景 +1.1 富士 +1.1 ゆりのき台 +1.1 氷上 +1.1 市島 +1.1 けやき台 +1.1

共通男子４００ｍ 横内　一貴(3) 54"4 天野　暁允(3) 55"2 西田　有輝(3) 55"5 藤田　海渡(3) 56"2 倉　未来(3) 57"4 西村　大作(2) 59"2

(7月22日) ゆりのき台 富士 藍 三田学園 篠山東 篠山東

共通男子８００ｍ 西田　有輝(3) 2'07"5 井之本　椋太(3) 2'09"2 倉　未来(3) 2'12"3 森本　寛崇(3) 2'13"0 宇田　朋哉(3) 2'13"9 河本　直也(3) 2'14"9

(7月23日) 藍 ゆりのき台 篠山東 三田学園 ゆりのき台 篠山東

１年生男子１５００ｍ 井上　隼輔 5'03"0 小西　良太 5'03"7 岡田　昂大 5'04"5 今西　翔一郎 5'05"3 岩本　健二 5'07"0 白石　翔大 5'08"0

(7月22日) 篠山東 長坂 八景 篠山 狭間 長坂

共通男子１５００ｍ 佐野　克斗(3) 4'19"7 井之本　椋太(3) 4'26"1 山下　裕太郎(3) 4'28"4 園田　悠介(3) 4'31"0 佐野　佑太(2) 4'37"0 田野　誠也(2) 4'44"1

(7月22日) 藍 ゆりのき台 ゆりのき台 丹南 藍 三田学園

共通男子３０００ｍ 佐野　克斗(3) 9'23"1 北野　大裕(3) 9'32"6 大槻　昇平(3) 9'35"3 佐野　拓馬(2) 9'41"1 東浦　克幸(3) 9'48"7 園田　悠介(3) 9'50"4

(7月23日) 藍 柏原 市島 藍 けやき台 丹南

共通男子１１０ｍＨ 阿部　祥大(3) 16"5 藤中　翼(3) 17"5 畑　博之(3) 17"6 武村　庸平(3) 18"4 岸本　和馬(3) 18"8 中前　雄大(3) 19"2

(7月23日) ゆりのき台 +0.6 山南 +0.6 篠山 +0.6 ゆりのき台 +0.6 氷上 +0.6 長坂 +0.6

低学年男子４×１００ｍＲ ゆりのき台 50"0 春日 52"1 けやき台 52"7 山南 52"9 長坂 53"5 丹南 53"6

(7月22日) 瀬戸口　渉(2) 高木　準(2) 大下　翔吾(2) 加藤　大志(2) 倉垣　貴矢(2) 中川　太一(2)

永田　拓(1) 井上　敬太(1) 三森　雄介(1) 大垣　公輔(1) 新谷　悠太(1) 坂口　衛(1)

原　純平(1) 坂本　章博(1) 中島　弘樹(1) 竹内　直樹(1) 小西　良太(1) 雪岡　太一(1)

大野　晶平(2) 岡田　哲典(2) 永井　憲(2) 岸本　恭平(2) 仲　勇人　(2) 杉田　修武(2)

共通男子４×１００ｍＲ ゆりのき台 46"4 八景 47"5 藍 48"3 篠山東 48"5 春日 48"7 篠山 49"0

(7月23日) 横内　大貴(3) 亀﨑　洋平(2) 片岡　真之介(3) 西村　大作(2) 婦木　誠弥(3) 光山　幸佑(3)

堂本　貴之(3) 若江　玲治(3) 覺前　徹也(3) 倉　未来(3) 吉住　太貴(3) 三原　健(3)

横内　一貴(3) 坂口　亘(3) 永山　純平(3) 松本　純平(3) 滝本　健人(3) 堀毛　太一(3)

阿部　祥大(3) 岡本　直也(3) 西田　有輝(3) 新藤　寛幸(3) 松木　大志(3) 清水　泰介(3)

共通男子走高跳 堂本　貴之(3) 1m74 婦木　誠弥(3) 1m74 松本　純平(3) 1m71 佐東　憂大(3) 1m65 本多　恭也(3) 1m60

(7月23日) ゆりのき台 春日 篠山東 長坂 八景

北本　暁裕(3) 1m60

八景

共通男子走幅跳 清水　泰介(3) 5m91 横内　大貴(3) 5m87 大平　和輝(3) 5m61 三原　健(3) 5m55 片岡　真之介(3) 5m36 石田　卓矢(3) 5m32

(7月22日) 篠山 +1.0 ゆりのき台 +1.1 上野台 +0.2 篠山 +0.3 藍 +0.6 篠山東 0.0

共通男子三段跳 高瀬　智生(3) 11m64 三原　健(3) 11m64 北本　暁裕(3) 11m58 堀毛　太一(3) 11m25 片岡　真之介(3) 10m95 大田　智基(2) 10m95

(7月23日) ゆりのき台 +0.2 篠山 +0.6 八景 +0.4 篠山 +0.6 藍 +0.8 ゆりのき台 0.0

ｾｶﾝﾄﾞ　11m60 ｾｶﾝﾄﾞ　11m51 ｾｶﾝﾄﾞ　10m85 ｾｶﾝﾄﾞ　10m84

共通男子砲丸投(5kg) 角田　裕樹(3) 10m84 坂野　誠(3) 9m51 藤井　尚樹(3) 9m25 青木　由崇(3) 8m67 覺前　徹也(3) 8m67 蘆田　和也(3) 8m62

(7月23日) 篠山東 篠山 篠山 けやき台 藍 青垣

共通男子円盤投 切後　雄二(3) 38m06 藤井　尚樹(3) 35m81 赤阪　翔悟(3) 34m15 荻野　拓也(3) 33m91 角田　裕樹(3) 33m80 竹内　瑞喜(3) 32m95

(7月22日) 八景 篠山 篠山 氷上 篠山東 ゆりのき台

男子四種競技 堂本　貴之(3) 2376 松林　龍彦(3) 1825 岡本　直也(3) 1590 勢志　康之(2) 1485 市野　塊(3) 1366 竹安　優明(3) 1203

１１０ｍＨ　(7月22日) ゆりのき台 16"3(+0.3) ゆりのき台 18"9(+1.0) 八景 19"0(+0.3) 氷上 19"8(+1.0) 三田学園 20"1(+1.0) 山南 20"1(+0.3)

砲丸投 大会新 11m81 11m52 7m25 9m36 9m25 6m28

走高跳 1m74 1m55 1m45 1m40 1m35 1m50

４００ｍ 56"6 60"2 57"3 61"0 62"8 66"1

優勝 準優勝 3位 4位 5位 6位

ゆりのき台　９２点 　 篠山　　４５点 八景　　４０点 藍　４０点 篠山東　３０点 三田学園　１８点

同得点の場合は上
位入賞者数による男子総合成績
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第５7回丹有地区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)

関西学院大学三田キャンパス競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生女子１００ｍ 西田　文香 13"8 後藤　和 14"2 西畑　実樹 14"5 亀園　杏 14"5 池上　萌絵 14"7 足立　葵 14"8

(7月23日) ゆりのき台 +1.1 山南 +1.1 狭間 +1.1 狭間 +1.1 氷上 +1.1 青垣 +1.1

２年生女子１００ｍ 尾崎　愛子 13"3 水ヶ保　亜希 13"4 小田　瑠美 13"6 大西　舞 13"8 木戸　奈津希 13"8 吉田　千夏 14"1

(7月22日) けやき台 +1.8 篠山 +1.8 富士 +1.8 篠山 +1.8 篠山東 +1.8 長坂 +1.8

３年生女子１００ｍ 前川　真帆美 13"0 吉見　恵理 13"2 藤井　桃子 13"2 山形　優美 13"3 谷勝　彩花 13"3 西畑　友麻 13"4

(7月22日) 篠山 +2.6 八景 +2.6 篠山 +2.6 藍 +2.6 長坂 +2.6 富士 +2.6

共通女子２００ｍ 藤井　桃子(3) 27"6 谷勝　彩花(3) 28"0 尾崎　愛子(2) 28"1 西畑　友麻(3) 28"2 田中　奈津美(3) 28"6 水ヶ保　亜希(2) 28"6

(7月23日) 篠山 0.0 長坂 0.0 けやき台 0.0 富士 0.0 八景 0.0 篠山 0.0

共通女子８００ｍ 藪田　梨沙(2) 2'23"0 南條　愛(3) 2'23"1 本田　陽子(3) 2'26"7 平田小百合(3) 2'30"5 兵頭　亜里紗(3) 2'30"7 塩見　宜子(3) 2'35"6

(7月23日) けやき台 大会新 ゆりのき台 大会新 篠山 長坂 ゆりのき台 青垣

共通女子１５００ｍ 南條　愛(3) 4'57"8 藪田　梨沙(2) 5'01"6 藤本　稀恵(2) 5'13"1 辻　保奈美(3) 5'15"0 平田小百合(3) 5'20"2 塩見　宜子(3) 5'22"0

(7月22日) ゆりのき台 大会新 けやき台 篠山 篠山 長坂 青垣

共通女子１００ｍＨ 吉見　恵理(3) 15"7 山本　奈保(3) 15"9 菊池　那実恵(3) 16"3 山添　静加(3) 16"4 土手　奈津美(3) 16"6 雪岡　暖(3) 17"2

(7月23日) 八景 0.0 篠山 0.0 長坂 0.0 けやき台 0.0 長坂 0.0 丹南 0.0

低学年女子４×１００ｍＲ 篠山 55"5 ゆりのき台 55"7 けやき台 57"4 山南 57"5 氷上 57"7 狭間 58"2

(7月22日) 水ヶ保　亜希(2) 長井　彩香(2) 島津　絵梨奈(2) 木下　果奈(2) 前田　美波(2) 橋本あやめ(2)

大森　麻由(1) 西田　文香(1) 門脇　優花(1) 後藤　和(1) 池上　萌絵(1) 西畑　実樹(1)

山口　あかり(1) 小山　莉加子(1) 島次　仁美(1) 立石　和那(1) 足立　夏希(1) 伊藤　奈都美(1)

大西　舞(2) 吉田　真子(2) 烏川　麻依子(2) 柳川瀬　ひかる(2) 佐竹　麻里奈(2) 渡辺りつ子(2)

共通女子４×１００ｍＲ けやき台 53"6 八景 53"8 長坂 54"2 富士 55"6 篠山 55"8 丹南 55"8

(7月23日) 千川　なつ美(3) 田中　奈津美(3) 吉田　千夏(2) 東谷　美瑞姫(2) 藤井　桃子(3) 藤原　美佳(3)

髙見　佳子(3) 吉見　恵理(3) 土手　奈津美(3) 小田　瑠美(2) 前川　真帆美(3) 雪岡　暖(3)

目代　絵理(3) 仲谷　美香(3) 菊池　那実恵(3) 小玉　寧音(2) 山本　奈保(3) 岡原　麻衣子(3)

尾崎　愛子(2) 仲　麻奈実(3) 谷勝　彩花(3) 西畑　友麻(3) 畑　千晶(3) 前川　詩乃(3)

共通女子走高跳 目代　絵理(3) 1m43 神谷　美絵(3) 1m43 出田　美月　　　(3) 1m40 藤原　美佳(3) 1m35 川口　菜花(3) 1m35

(7月23日) けやき台 ゆりのき台 長坂 丹南 氷上

橋本　采子(3) 1m35 東角　亞紀子(2) 1m35

篠山 長坂

共通女子走幅跳 前川　真帆美(3) 5m27 畑　千晶(3) 5m26 福田　亜耶乃(3) 5m05 土手　奈津美(3) 5m00 髙見　佳子(3) 4m73 仲　麻奈実(3) 4m67

(7月22日) 篠山　大会新 +0.7 篠山　大会新 +0.2 氷上 +0.4 長坂 +0.9 けやき台 +1.5 八景 0.0

共通女子砲丸投 難波　信子(3) 10m89 杉本　唯美子(3) 10m52 田中　晴菜(3) 9m97 西垣　絵梨(3) 9m71 池田　紋子(3) 9m56 小谷本　里穂(2) 9m32

(7月23日) けやき台 けやき台 篠山 山南 篠山 八景

共通女子円盤投 難波　信子(3) 25m66 丸山　恭葉(3) 25m45 田中　晴菜(3) 24m55 荒川　莉子(3) 24m06 小島　みづき(3) 23m68 岡本　杏奈(2) 22m74

(7月22日) けやき台 けやき台 篠山 長坂 青垣 篠山

女子四種競技 目代　絵理(3) 2131 西垣　絵梨(3) 1975 吉田　千夏(2) 1883 東角　亞紀子(2) 1859 西部　悠(3) 1846 松元　瑛里(3) 1695

１００ｍＨ　(7月22日) けやき台 16"8(0.0) 山南 17"3(+1.2) 長坂 17"2(0.0) 長坂 16"8(+1.2) けやき台 17"1(+1.2) 篠山 18"4(+1.2)

走高跳 1m46 1m30 1m20 1m35 1m25 1m25

砲丸投 8m74 9m99 8m76 6m78 9m08 8m74

２００ｍ 29"3(+1.6) 29"5(+1.6) 28"5(+1.6) 29"7(+1.6) 30"1(+1.6) 30"0(+1.6)

優勝 準優勝 3位 4位 5位 6位

けやき台　７６点 　 篠山　　７４．５点 三田長坂　　４２．５点 ゆりのき台　３５点 八景　２０点 山南　　１９点
女子総合成績
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