
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会（西播）
入賞者一覧 平成18年5月13日(土) ～ 平成18年5月14日(日)

太子町総合公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年生男子１００ｍ 黒田　昌資 12"5 大薗　拓未 13"6 石井　貴之 13"7 藤井　遙大 13"8 表口　周平 14"0 山口　雅也 14"1 竹平　龍矢 14"3

(5月13日) 新宮 +0.7 赤穂西 +0.5 双葉 +1.0 新宮 +0.2 新宮 +0.5 龍野東 +0.7 双葉 +0.6

清水　龍一 14"3

赤穂 +0.3

廣野　雄大 14"3

新宮 +0.7

長谷川　隆信 14"3

新宮 +0.4

樫本　有司 14"3

上月 +0.6

２年生男子１００ｍ 竹内　僚 12"4 眞殿　卓磨 12"6 梁瀬　智弘 12"7 柏木　一希 12"8 川西　時生 12"9

(5月14日) 新宮 +1.3 龍野東 +0.2 坂越 +0.2 太子東 +2.0 龍野西 +2.8

北谷　健 12"6 鈴木　祥麻 12"8 土屋　日向 12"9

赤穂西 +2.8 太子東 +2.8 双葉 +0.2

植田　諒 12"8

坂越 +2.0

３年生男子１００ｍ 構　恭太 11"3 満武　和樹 12"0 植木　貴大 12"1 道前　貴宏 12"2 清瀬　昂大 12"3 三留　智人 12"4

(5月14日) 新宮 +1.8 上郡 +2.6 赤穂西 +2.6 新宮 +2.9 新宮 +2.0 太子西 +2.0

奥谷　友規 12"1 岸野　文哉 12"3 千葉　裕史 12"4

坂越 +2.0 揖保川 +2.6 揖保川 +2.0

共通男子２００ｍ 構　恭太(3) 24"0 道前　貴宏(3) 24"7 奥谷　友規(3) 25"1 樫本　渉(3) 25"2 竹内　僚(2) 25"6 深澤　和真(3) 25"8 岡本　隆宏(3) 26"0

(5月13日) 新宮 +0.8 新宮 +0.6 坂越 +1.2 上月 +1.2 新宮 +0.8 上郡 +1.2 上月 +0.6

清瀬　昂大(3) 25"2

新宮 +0.6

共通男子４００ｍ 児島　聖(3) 54"2 樫本　渉(3) 54"9 田村　公裕(3) 56"4 名村　友秀(2) 60"3 北谷　健(2) 61"4 朝生　将臣(2) 67"8

(5月14日) 赤穂東 上月 太子東 龍野東 赤穂西 太子西

山本　昂(3) 60"3

龍野東

共通男子８００ｍ 児島　聖(3) 2'09"4 古本　敦大(3) 2'12"4 立川　遼(3) 2'14"9 大野　愛斗(3) 2'19"6 米田　大樹(2) 2'20"2 高森　広夢(2) 2'23"0 山内　善雅(3) 2'25"8 小林　洋貴(3) 2'27"1

(5月13日) 赤穂東 上月 上郡 上月 上郡 太子東 上郡 佐用

１年生男子１５００ｍ 小川　誉高 4'52"3 内波　郁弥 4'52"4 福山　知司 5'03"8 水野　雄二 5'12"9 濱田　啓成 5'13"5 山本　剛士 5'20"0 田淵　瞬 5'21"9 石井　就登 5'24"3

(5月14日) 龍野西 双葉 上月 新宮 双葉 太子西 上郡 太子西

２．３年生男子１５００ｍ 藤井　薫(3) 4'27"8 名賀　佑紀(3) 4'29"6 木下　智貴(2) 4'30"0 立川　遼(3) 4'33"0 立川　拓(3) 4'33"2 赤羽　燿(2) 4'36"3 坂本　広樹(3) 4'38"8 岡本　直也(2) 4'40"3

(5月14日) 新宮 山崎東 赤穂東 上郡 上郡 一宮南 新宮 上月

共通男子３０００ｍ 吉村　喜一(3) 9'33"0 伊賀　順平(3) 9'40"0 藤井　薫(3) 9'42"8 立川　拓(3) 9'47"2 名賀　佑紀(3) 9'47"4 坂本　広樹(3) 9'50"9 赤羽　燿(2) 9'57"9 小松　功拓(2) 9'58"0

(5月13日) 双葉 上月 新宮 上郡 山崎東 新宮 一宮南 千種

共通男子１１０ｍＨ 井出　舜一郎(3) 17"2 西川  幸宏(3) 18"1 宮本　宗宜(3) 20"5 植木　貴大(3) 21"4 山岡　慎平(3) 21"6

(5月14日) 太子西 +1.0 龍野東 +1.9 双葉 +2.0 赤穂西 +1.9 双葉 +2.0

共通男子４×１００ｍＲ 新宮 47"0 龍野東 49"4 揖保川 49"7 太子西 50"0 太子東 50"5 佐用 54"7

(5月14日) 道前　貴宏(3) 林　孟臣(3) 神　悠也(3) 井出　舜一郎(3) 八幡  達也(3) 山口　晶(3)

清瀬　昂大(2) 眞殿　卓磨(2) 岸野　文哉(3) 早見　太輔(3) 柏木　一希(2) 市川　直樹(2)

竹内　僚(2) 瀧北　健太(3) 岩上　祥大(3) 川久保　武(2) 鈴木　祥麻(2) 小林　洋貴(3)

構　恭太(3) 西川  幸宏(3) 千葉　裕史(3) 三留　智人(3) 田村　公裕(3) 笹谷　拓穂(3)

上郡 49"4

森　諭士(3)

満武　和樹(3)

深澤　和真(3)

山中　和也(3)

上月 49"4

岡本　隆宏(3)

中井　淳人(3)

古本　敦大(3)

樫本　渉(3)

共通男子走高跳 芦谷　阿沙人(3) 1m50 柏木　一希(2) 1m40

(5月14日) 揖保川 太子東

前田　裕介(2) 1m40

揖保川

山根　秀明(2) 1m40

坂越

１年生男子走幅跳 北条　翔平 4m02 竹平　龍矢 4m00 中沢　弘樹 3m87 藤井　遙大 3m75 八木　大悟 3m70 高島　光司 3m67 山根　真一 3m51 長谷川　隆信 3m43

(5月13日) 太子東 +0.5 双葉 +0.1 双葉 +0.3 新宮 +1.2 双葉 +0.2 太子東 +0.5 双葉 +0.1 新宮 +0.4

２・３年生男子走幅跳 満武　和樹(3) 5m52 土屋　日向(2) 5m24 林　孟臣(3) 5m15 八幡  達也(3) 5m00 宗進　一優(2) 4m92 盛岡　尚也(2) 4m63 川西　時生(2) 4m46 市川　直樹(2) 4m40

(5月13日) 上郡 +0.4 双葉 +0.7 龍野東 +0.3 太子東 +0.4 赤穂西 +0.2 佐用 +0.1 龍野西 +0.5 佐用 +0.4

共通男子三段跳 岸野　文哉(3) 10m54 林　孟臣(3) 10m44 藤本　貴士(2) 10m30 有吉　直哉(2) 9m97 津村　直樹(3) 9m85 本多　優磨(2) 9m50

(5月14日) 揖保川 -0.2 龍野東 +0.1 赤穂東 +0.8 龍野西 +0.8 赤穂東 -1.6 御津 +0.4

共通男子砲丸投 奥田　寛央(3) 8m69 黒田　一(1) 7m29 玉田　卓(2) 6m45 水口　亮(1) 5m77

(5月14日) 赤穂西 龍野東 太子東 龍野東

共通男子砲丸投(5kg) 清水　政仁(3) 11m61 井奥　将吾(3) 10m70 藤原　祥平(2) 10m41 山中　和也(3) 10m21 坪田　宏次朗(2) 7m87 川村　謙吾(2) 7m52

(5月14日) 新宮 揖保川 御津 上郡 坂越 坂越

共通男子円盤投 吉川　智隆(3) 32m92 藤原　祥平(2) 32m12 坪田　宏次朗(2) 30m48 閑井　健人(3) 25m34 佐藤　悠磨(2) 23m16 鈴木　祥麻(2) 23m00 玉田　卓(2) 20m24 黒田　一(1) 17m98

(5月13日) 龍野東 御津 坂越 揖保川 新宮 太子東 太子東 龍野東

男子四種競技 津田　峻志(3) 1528 川久保　武(2) 1290

１１０ｍＨ　(5月13日) 御津 20"7(+0.5) 太子西 17"9(+0.5)

砲丸投 8m61 6m55

走高跳 1m50 1m25

４００ｍ 58"6 64"1
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