
平成１８年度東播地区総合体育大会
入賞者一覧 平成18年7月21日(金) ～ 平成18年7月22日(土)

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

３年生男子１００ｍ 守屋　良洋 11"20 井上　晃貴 11"37 石井　司 11"51 東　義弘 11"54 大森　慎悟 11"57 神吉　直哉 11"68 福井　章嗣 11"71

(7月21日) 加古川中部 +2.6 荒井 +2.6 社 +2.6 緑が丘 +2.6 加古川 +2.6 二見 +2.6 荒井 +2.6

早草　大智 11"51

浜の宮 +2.6

２年生男子１００ｍ 橋目　憲人 11"85 長谷川　亮輔 11"86 釘本　拓弥 11"97 瀧内　悠司 11"99 柘植　裕貴 12"13 山本　太基 12"14 下村　浩也 12"15 西尾　和真 12"28

(7月21日) 朝霧 +2.4 別府 +2.4 白陵 +2.4 宝殿 +2.4 緑が丘 +2.4 神吉 +2.4 平岡南 +2.4 野々池 +2.4

１年生男子１００ｍ 濱谷　宜慶 12"26 井上　心太郎 12"42 山脇　尚也 12"58 小山　哲平 12"63 下村　周平 12"72 吉田　直矢 12"83 田中　新也 12"92 近藤　章人 12"99

(7月22日) 志方 +1.8 望海 +1.8 宝殿 +1.8 浜の宮 +1.8 魚住 +1.8 小野南 +1.8 小野南 +1.8 旭丘 +1.8

共通男子２００ｍ 守屋　良洋(3) 22"83 田中　翔也(3) 23"16 井上　晃貴(3) 23"25 石井　司(3) 23"34 早草　大智(3) 23"62 東　義弘(3) 23"72 福井　章嗣(3) 23"90 藤原　泰章(3) 24"02

(7月22日) 加古川中部 +1.0 宝殿 +1.0 荒井 +1.0 社 +1.0 浜の宮 +1.0 緑が丘 +1.0 荒井 +1.0 西脇 +1.0

共通男子４００ｍ 田中　翔也(3) 51"84 藤原　泰章(3) 53"10 中村　正幸(3) 54"68 谷　裕一朗(3) 55"07 澤田　大地(3) 55"62 川西　瞭太朗(3) 56"16 北本　修己(3) 57"37 土井　拓也(3) 58"27

(7月21日) 宝殿 西脇 別府 魚住 加古川山手 宝殿 神吉 両荘

共通男子８００ｍ 梶原　昂希(3) 2'01"27 森田　翔伍(3) 2'07"13 井口　耀介(3) 2'07"18 並河　泰平(3) 2'07"28 恒木　智弥(3) 2'07"82 山口　貴生(3) 2'08"16 森本　武志(2) 2'08"72 甲斐　将樹(2) 2'11"37

(7月22日) 附属明石 加古川山手 鹿島 加古川山手 魚住東 小野南 黒田庄 加古川

共通男子１５００ｍ 綾香　怜(3) 4'18"26 梶原　昂希(3) 4'18"70 高松　亮(3) 4'19"21 森田　翔伍(3) 4'19"67 秋本　優紀(2) 4'20"84 出口　遼(2) 4'21"13 民輪　晴紀(3) 4'21"17 赤松　宏樹(2) 4'21"79

(7月21日) 緑が丘 附属明石 加古川山手 加古川山手 播磨南 荒井 泉 稲美

１年生男子１５００ｍ 来田　佑真 4'37"55 田内　誠人 4'38"16 宮森　世廉 4'39"19 高見　祥宏 4'43"45 永信　明人 4'46"95 山本　大志 4'47"01 工藤　大輝 4'47"39 中村　直樹 4'52"21

(7月21日) 稲美 加古川山手 稲美北 三木東 吉川 小野南 北条 魚住東

共通男子３０００ｍ 志方　文典(3) 8'52"45 綾香　怜(3) 9'16"99 岡田　明應(3) 9'19"98 小西　芳紀(3) 9'20"78 出口　遼(2) 9'22"88 高松　亮(3) 9'26"46 藤田　強気(2) 9'28"45 舛賀　計彦(3) 9'34"94

(7月22日) 泉　大会新 緑が丘 泉 小野 荒井 加古川山手 緑が丘 志方

共通男子１１０ｍＨ 高岡　純(3) 15"36 日高　優規(3) 15"77 神吉　直哉(3) 16"03 河野　智秀(3) 16"17 澤田　光二郎(3) 16"19 中嶋　一磨(3) 16"38 加藤　夏輝(3) 16"57 北本　修己(3) 16"82

(7月22日) 志方 +1.3 宝殿 +1.3 二見 +1.3 稲美北 +1.3 播磨南 +1.3 加古川山手 +1.3 緑が丘 +1.3 神吉 +1.3

低学年男子４×１００ｍＲ 平岡南 48"68 小野南 48"72 浜の宮 48"80 宝殿 48"87 望海 49"03 二見 50"06 西脇 50"43 魚住 51"49

(7月21日) 岡本　康暉(2) 西川　誓志(2) 谷田　剛(2) 塩谷　夏歩(2) 石田　健人(2) 高山　慧澄(2) 樋口　貴也(2) 岡村　明(2)

笠井　俊佑(1) 田中　新也(1) 小山　哲平(1) 石田　崇人(1) 井上　心太郎(1) 萩本　颯(1) 片岡　篤志(1) 下村　周平(1)

大西　辰弥(1) 吉田　直矢(1) 鈴木　和真(1) 山脇　尚也(1) 上川　航平(1) 高橋　明大(1) 垣内　量守(1) 立木　慶佑(1)

下村　浩也(2) 濱井　吉大(2) 文野　湧綺(2) 松田　一美(2) 源嶋　慎也(2) 木村　貴幸(2) 宮本　康利(2) 佐野　真治(2)

共通男子４×１００ｍＲ 浜の宮 45"22 宝殿 45"22 西脇 45"50 荒井 45"86 加古川山手 46"81 魚住 47"04 加古川中部 47"23 緑が丘 56"30

(7月22日) 大西　健太(3) 日高　優規(3) 松原　佑典(3) 山口　周穂(3) 小林　裕生(3) 大浦　遼平(3) 齋藤　椋耶(3) 大場　将樹(3)

竹田　悠人(3) 安田　大輔(3) 松本　拓磨(3) 井上　晃貴(3) 澤田　大地(3) 阪口　翔悟(3) 沼田　裕貴(3) 田中　翔大(3)

田中　勇貴(3) 瀧内　悠司(2) 高瀬　勇作(3) 福井　章嗣(3) 本岡　隼人(2) 宮脇　孝弥(2) 二軒谷　将以(2) 太田　琢也(3)

早草　大智(3) 田中　翔也(3) 藤原　泰章(3) 川崎　貴則(3) 中嶋　一磨(3) 谷　裕一朗(3) 守屋　良洋(3) 東　義弘(3)

共通男子走高跳 鷲尾　尚輝(3) 1m80 宮脇　孝弥(2) 1m70 高瀬　康起(3) 1m65 前村　篤志(3) 1m60 文野　湧綺(2) 1m60 河津　信介(3) 1m60 谷奥　栄太(2) 1m55 山本　貴大(3) 1m50

(7月22日) 兵教大附 魚住 西脇南 氷丘 浜の宮 鹿島 衣川 三木

共通男子棒高跳 田中　祐樹(3) 3m20 水野　陸(3) 3m10 池田　龍一(2) 3m00 谷　高広(3) 2m80 清田　和真(2) 2m60 前田　滉喜(2) 2m60

(7月22日) 稲美北 播磨南 稲美 平岡 神吉 稲美北

共通男子走幅跳 増田　勇人(3) 6m28 松本　拓磨(3) 6m28 河野　力也(3) 6m19 黒本　達央(3) 5m97 高瀬　勇作(3) 5m91 渡邊　郁也(3) 5m81 松岡　涼(3) 5m73 源嶋　慎也(2) 5m72

(7月21日) 望海 +1.6 西脇 +2.1 平岡南 +2.0 朝霧 +2.0 西脇 +2.0 魚住東 +1.1 西脇南 +1.6 望海 +2.2

2nd 6m12 2nd 6m09

共通男子三段跳 河野　力也(3) 12m97 松岡　涼(3) 12m82 高瀬　勇作(3) 12m56 増田　勇人(3) 12m44 夏田　寛之(3) 12m23 藤井　啓太(3) 12m22 大場　将樹(3) 11m81 高橋　将基(3) 11m78

(7月22日) 平岡南 +2.0 西脇南 +1.5 西脇 +0.5 望海 +3.4 浜の宮 +1.1 西脇 +1.3 緑が丘 +1.5 稲美北 +2.8

共通男子砲丸投 好田　弘希(3) 13m75 植原　久貴(3) 12m30 福本　浩希(3) 12m20 丸山　純平(3) 12m15 杉本　元樹(3) 12m04 森田　一輝(2) 11m99 前田　優志(3) 11m47 南浦　正輝(3) 11m29

(7月22日) 志方 志方 高砂 西脇南 八千代 神吉 播磨南 大久保

共通男子円盤投 好田　弘希(3) 47m82 南浦　正輝(3) 43m91 福本　浩希(3) 42m06 西岡　卓弥(3) 40m96 大西　冬将(3) 40m67 中山　薫(3) 38m03 森田　一輝(2) 37m43 不動　周佑(3) 36m98

(7月21日) 志方 大久保 高砂 播磨南 志方 衣川 神吉 神吉

男子四種競技 澤田　光二郎(3) 2314 日高　優規(3) 2157 大浦　遼平(3) 2082 加藤　夏輝(3) 2015 高岡　純(3) 1948 岡村　明(2) 1663 田中　一也(3) 1633 高鍋　郁也(3) 1473

１１０ｍＨ　(7月21日) 播磨南 16"41(+2.1) 宝殿 15"74(+2.1) 魚住 17"21(+2.1) 緑が丘 17"13(+2.0) 志方 15"60(+2.1) 魚住 18"77(+2.0) 望海 18"37(+2.1) 望海 20"52(+2.0)

砲丸投 11m79 9m42 9m44 9m68 8m49 8m08 8m44 8m88

走高跳 1m60 1m50 1m60 1m60 1m40 1m50 1m50 1m50

４００ｍ 55"75 56"11 55"90 58"28 58"71 58"93 61"52 61"74
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平成１８年度東播地区総合体育大会
入賞者一覧 平成18年7月21日(金) ～ 平成18年7月22日(土)

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

３年生女子１００ｍ 木澤　侑美 12"64 垣内　優 12"80 藤永　あかね 12"87 石見　まどか 12"97 山内　弘美 12"99 高松　瑞帆 13"00 田中　理絵 13"02 大岡　あゆみ 13"13

(7月21日) 松陽 +4.3 宝殿 +4.3 二見 +4.3 宝殿 +4.3 播磨南 +4.3 魚住 +4.3 志方 +4.3 別府 +4.3

２年生女子１００ｍ 池内　英里香 12"35 平松　沙希子 12"92 鎌田　紗依 12"92 藤井　千裕 12"95 船橋　由真 13"12 国井　眞紀 13"15 菅野　沙耶 13"19 大東　鈴 13"27

(7月21日) 加古川中部 +3.1 大久保 +3.1 松陽 +3.1 鹿島 +3.1 荒井 +3.1 小野南 +3.1 加古川 +3.1 二見 +3.1

１年生女子１００ｍ 柳　真代 13"29 永安　麻優 13"31 内橋　美沙 13"52 濱本　恵美 13"52 浅野　史帆 13"53 宇都宮 絵莉 13"56 小山　結花 13"62 山本　詩織 13"82

(7月22日) 宝殿 +1.5 白陵 +1.5 西脇南 +1.5 江井島 +1.5 平岡南 +1.5 平岡南 +1.5 荒井 +1.5 魚住 +1.5

共通女子２００ｍ 池内　英里香(2) 25"93 木澤　侑美(3) 26"33 藤永　あかね(3) 26"52 鎌田　紗依(2) 26"82 西川　綾加(3) 26"91 平松　沙希子(2) 27"03 溝口　美由紀(3) 27"06 高松　瑞帆(3) 27"29

(7月22日) 加古川中部 +2.0 松陽 +2.0 二見 +2.0 松陽 +2.0 宝殿 +2.0 大久保 +2.0 宝殿 +2.0 魚住 +2.0

共通女子８００ｍ 薮下　明音(3) 2'12"19 原　夏紀(2) 2'16"01 前田　華枝(3) 2'16"54 岩本　未奈(3) 2'20"25 渡辺　真央(1) 2'20"92 武田　尚衣(2) 2'21"00 下山　かなえ(3) 2'22"83 小林　夕乃(3) 2'25"44

(7月22日) 加古川山手　大会新 平岡 大久保 神吉 大久保 荒井 旭丘 旭丘

共通女子１５００ｍ 薮下　明音(3) 4'33"75 下山　かなえ(3) 4'39"48 前田　華枝(3) 4'39"68 岩本　未奈(3) 4'46"28 高柳　恵(2) 4'46"32 渡辺　真央(1) 4'46"50 武田　尚衣(2) 4'48"35 長谷川　梨奈(3)4'49"72

(7月21日) 加古川山手 旭丘 大久保 神吉 加古川山手 大久保 荒井 旭丘

共通女子１００ｍＨ 丸山　結花(3) 14"35 田中　理絵(3) 14"73 大西　佑佳(3) 15"22 中田　香織(3) 15"40 藤井　明花(3) 15"43 花川　亜都美(2) 15"63 脚ノ　早紀(3) 15"72 井上　まどか(2) 15"92

(7月22日) 播磨南   東播中学新、大会新 +0.7 志方 +0.7 稲美 +0.7 播磨南 +0.7 大久保 +0.7 大久保 +0.7 野々池 +0.7 二見 +0.7

低学年女子４×１００ｍＲ 宝殿 52"35 荒井 52"49 二見 54"24 播磨南 54"44 平岡 54"81 加古川 55"14 大久保 55"72

(7月21日) 関本　京美(2) 名村　萌花(2) 大東　鈴(2) 諏訪　ゆみ(2) 平田　澪奈(2) 佐藤　亜耶(2) 村山　優歩(2)

稲岡　瑞希(1) 小山　結花(1) 山田　千晶(1) 澤田　菜摘(1) 白石　成美(1) 坪田　真優(1) 吉野　日香里(1)

柳　真代(1) 駒井　佑香(1) 兵頭　千尋(1) 松平　楓(1) 時里　真子(1) 波壁　麻結(1) 檜垣　美里(1)

里中　朱音(2) 船橋　由真(2) 若宮　美咲(2) 福富　栄莉奈(2) 吉田　結(2) 菅野　沙耶(2) 田中　真梨子(2)

共通女子４×１００ｍＲ 宝殿 50"24 播磨南 50"43 松陽 51"00 加古川中部 51"29 大久保 51"80 二見 52"12 小野南 52"60 魚住 52"78

(7月22日) 岸本　亜沙美(3) 中田　香織(3) 宮本　那奈(3) 木村　沙紀(3) 高辻　恭子(2) 穐山　萌代(3) 橋本　阿弥(3) 山本　詩織(1)

溝口　美由紀(3) 山内　弘美(3) 鎌田　紗依(2) 山下　茜(3) 藤井　明花(3) 井手　宥沙(3) 国井　眞紀(2) 大野　綾沙(3)

垣内　優(3) 浜脇　れみ(3) 鎌田　友梨英(3) 榎本　早希(3) 平松　沙希子(2) 丸尾　優佳(3) 稲継　未来(2) 藤原　妹加(3)

石見　まどか(3) 丸山　結花(3) 木澤　侑美(3) 池内　英里香(3) 花川　亜都美(2) 藤永　あかね(3) 石原　朋昌(3) 高松　瑞帆(3)

共通女子走高跳 緋山　瞳(3) 1m45 水田　佳寿美(2) 1m45 黒川　唯衣(3) 1m45 石川　円実(3) 1m40 吉永　早(3) 1m40 穐山　萌代(3) 1m41 野口　紗也加(2) 1m35

(7月22日) 附属明石 大久保北 播磨南 播磨南 陵南 二見 ※６位の記録は 大久保北

杉野　千裕(3) 1m41 　県大会出場決定

宝殿 　ジャンプオフのもの

共通女子走幅跳 井手　宥沙(3) 5m11 浜脇　れみ(3) 5m04 山内　弘美(3) 5m00 鎌田　友梨英(3) 4m96 有田　優里(3) 4m94 宮本　那奈(3) 4m91 中嶋　麻衣(3) 4m85 垣内　優(3) 4m84

(7月21日) 二見 +2.0 播磨南 +1.2 播磨南 +2.8 松陽 +1.4 西脇 +2.1 松陽 +2.0 西脇南 +0.8 宝殿 +2.0

共通女子砲丸投 宮崎　真帆(3) 11m77 畠　誉子(3) 11m49 増田　たまみ(2) 11m47 坂本　愛咲華(2) 11m27 宮永　明日香(2) 11m21 榎本　ｱﾌｧｰﾌ(3) 11m01 垣田　さやか(3) 10m99 加地　茜(3) 10m79

(7月22日) 高砂 稲美北 氷丘 西脇 志方 播磨南 江井島 高砂

共通女子円盤投 増田　たまみ(2) 29m60 宮崎　真帆(3) 27m92 榎本　ｱﾌｧｰﾌ(3) 26m93 佐伯　郁実(3) 25m69 萩原　美咲(2) 24m61 宮永　明日香(2) 24m38 早瀬　さやか(3) 24m13 畠　誉子(3) 23m57

(7月21日) 氷丘 高砂 播磨南 播磨南 平岡 志方 朝霧 稲美北

女子四種競技 丸山　結花(3) 2682 坂本　愛咲華(2) 2381 脚ノ　早紀(3) 2295 福富　栄莉奈(2) 2289 松井　紗也(3) 2247 水田　佳寿美(2) 2168 金島　佳央理(3) 2057 木原　愛美(2) 1910

１００ｍＨ　(7月21日) 播磨南 14"65(+1.5) 西脇 16"16(+1.5) 野々池 15"48(+1.5) 播磨南 16"25(+1.5) 朝霧 16"05(+1.5) 大久保北 16"63(+1.7) 西脇南 16"48(+1.7) 平岡 17"24(+1.9)

走高跳 1m35 1m35 1m30 1m35 1m25 1m46 1m25 1m30

砲丸投 10m72 11m95 10m40 10m17 9m56 8m50 8m68 7m66

２００ｍ 26"46(+3.3) 28"82(+3.3) 29"05(+3.3) 28"35(+3.3) 27"40(+3.3) 29"46(+3.3) 28"42(+3.3) 29"00(+2.2)

女

子

フ

ィ

ー

ル

ド

女

子

混

成

女

子

ト

ラ

ッ

ク


