
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会（中播・西播・但馬）
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(挑戦会黒田　昌資(1) 12"6 住本　晃大(1) 13"0 前川　拓美(1) 13"1 三木　将也(1) 13"2 今坂　郷宏(1) 13"3 藤井　遙大(1) 13"8

(5月13日) 新宮 +0.7 広畑 +0.7 神崎 +0.7 大的 +0.7 四郷 +0.3 新宮 +0.3

水野　好喜(1) 13"1 大薗　拓未(1) 13"2 大平　晃久(1) 13"8

高丘 +0.7 赤穂西 +0.7 朝日 +0.7

２年生男子１００ｍ(挑戦会小野山　雄大(2) 11"9 毛呂　秀平(2) 12"1 松尾　瑞己(2) 12"2 星長　翔太(2) 12"3 奥田　拓努(2) 12"4 吉津　智裕(2) 12"5

(5月14日) 和田山 +1.9 浜坂 +1.9 広嶺 +1.9 広畑 +1.9 香住第一 +2.0 香住第一 +2.0

矢中　厚祐(2) 12"1 八幡　耀平(2) 12"2 小畑　啓(2) 12"5

豊岡南 +1.9 飾磨西 +1.9 出石 +1.9

大矢　晃義(2) 12"5

姫路東 +1.9

３年生男子１００ｍ（挑戦会太田　銀士(3) 11"2 四海　祐太(3) 11"4 石野　世射(3) 11"5 西村　尚芳(3) 11"7 實田　昂平(3) 11"8

(5月14日) 高丘 +0.9 網干 +0.9 出石 +0.9 豊岡南 +0.2 山陽 +0.9

福原　成浩(3) 11"4 構　恭太(3) 11"5 馬場　雅裕(3) 11"8

安室 +0.9 新宮 +0.9 豊岡南 +0.9

増田　勝久(3) 11"4 立岩　恭周(3) 11"8

福崎東 +0.9 山陽 +0.2

共通男子２００ｍ(挑戦会)四海　祐太(3) 23"3 太田　銀士(3) 23"4 福原　成浩(3) 23"5 實田　昂平(3) 23"6 増田　勝久(3) 23"7 石野　世射(3) 23"8 構　恭太(3) 23"9 岸本　訓史(3) 24"0

(5月13日) 網干 +0.2 高丘 +0.2 安室 +0.2 山陽 +0.2 福崎東 +0.2 出石 +0.2 新宮 +0.4 飾磨東 +0.4

立岩　恭周(3) 24"0

山陽 +0.2

２・３年生男子４００ｍ（挑戦会児島　聖(3) 54"2 樫本　渉(3) 55"3 南谷　道輝(3) 56"8 白岡　宏太(3) 57"7 田中　健士郎(2) 57"9 守本　匠努(3) 61"9 古川　祥大(3) 62"5 名村　友秀(2) 62"8

(5月14日) 赤穂東 上月 山陽 増位 増位 出石 山陽 龍野東

共通男子１１０ｍＨ（挑戦会山本　康貴(3) 16"0 堀名　冬樹(3) 16"9 井出　舜一郎(3) 17"1 黒田　翔太(3) 17"8 西川  幸宏(3) 18"2 雑賀　裕士(2) 18"3 濱田　将也(2) 19"2

(5月14日) 福崎西 +2.0 豊岡南 +2.0 太子西 +2.0 山陽 +2.0 龍野東 +2.0 和田山 -2.2 豊岡北 -2.2

松尾　将充(3) 16"9

朝日 +2.0

２．３年生男子走幅跳（挑戦会満武　和樹(3) 5m76 河本　龍徳(3) 5m66 守本　匠努(3) 5m45 岩本　朋也(3) 5m43 岩崎　聡人(3) 5m37 的場　史憲(3) 5m31 河上　力(2) 5m27

(5月13日) 上郡 +0.7 城山 +1.2 出石 +0.4 朝日 +0.6 飾磨東 +0.4 飾磨西 +0.6 花田 +0.7

佐々木　涼(2) 5m27

城山 +0.3

共通男子三段跳（挑戦会岩崎　聡人(3) 11m18 岸野　文哉(3) 11m14 林　孟臣(3) 10m71 藤本　貴士(2) 10m42 有吉　直哉(2) 10m01 津村　直樹(3) 9m85 本多　優磨(2) 9m50 吉田　瞬(3) 9m09

(5月14日) 飾磨東 +0.3 揖保川 +0.6 龍野東 -1.6 赤穂東 -0.4 龍野西 -2.3 赤穂東 -1.6 御津 +0.4 豊岡北 +0.8

共通男子砲丸投(5kg)（挑戦会清水　政仁(3) 11m66 村上　洸気(3) 11m03 藤原　祥平(2) 10m81 井奥　将吾(3) 10m80 鎌倉　武史(3) 10m68 小林　健史(3) 10m47 山中　和也(3) 10m41 山内　誠(2) 10m12

(5月14日) 新宮 大津 御津 揖保川 安室 高丘 上郡 増位

共通男子円盤投（挑戦会坪田　直樹(2) 39m66 菊谷　修平(3) 37m35 白岡　宏太(3) 36m68 吉川　智隆(3) 36m39 望月　雄介(2) 34m29 藤原　祥平(2) 32m12 竹内　誠(2) 31m15

(5月13日) 飾磨東 飾磨中部 増位 龍野東 姫路東 御津 高丘

鎌倉　武史(3) 36m68
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第２回兵庫県中学生陸上競技記録会（中播・西播・但馬）
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年生女子１００ｍ（挑戦会和田　早織(1) 13"9 三枝　明佳(1) 14"2 小椋　千笑(1) 14"5 山本　綾乃(1) 14"6 生田　千夏(1) 14"7

(5月13日) 御津 +0.4 網干 +0.6 増位 +0.4 広嶺 +0.4 広畑 +0.4

篠原　茜(1) 13"9 山田　咲(1) 14"5 坂見　優奈(1) 14"6

姫路灘 +0.4 太子東 +0.4 赤穂 +0.4

２年生女子１００ｍ（挑戦会笹井　麻衣香(2) 12"8 吉本　有希(2) 12"9 太田　菜月(2) 13"0 坂野　葵(2) 13"1 栃下　明穂(2) 13"2

(5月14日) 朝日 +1.2 高丘 +1.2 飾磨西 +1.2 書写 +1.2 和田山 +1.9

村上　加奈実(2) 13"1 大西　ひかり(2) 13"2

安室 +1.2 上月 +1.9

橘　美有(2) 13"1

家島 +1.2

３年生女子１００ｍ（挑戦会横田　唯(3) 12"7 後田　美紀(3) 13"1 鈴木　結(3) 13"2 山根　瑞歩(3) 13"3 岡本　彩佳(3) 13"4

(5月14日) 双葉 +1.8 太子西 +1.8 豊岡北 +1.8 赤穂西 +3.1 安室 +3.1

村井　咲紀(3) 13"1 橘　綾香(3) 13"2 的場　綾乃(3) 13"4

増位 +1.8 四郷 +1.8 広嶺 +3.1

荒木　彩菜(3) 13"2 後田　瞳(3) 13"4

坊勢 +1.8 太子西 +3.1

共通女子２００ｍ（挑戦会横田　唯(3) 26"5 坂野　葵(2) 27"2 村井　咲紀(3) 27"8 橘　美有(2) 27"9 木村　美砂(2) 28"0 井上　菜摘(2) 28"2

(5月13日) 双葉 +0.3 書写 +0.3 増位 +0.3 家島 +0.3 安室 +0.3 網干 +0.3

小西　優子(3) 28"0 村上　加奈実(2) 28"2

姫路灘 +0.3 安室 +0.3

共通女子１００ｍＨ（挑戦会吉本　有希(2) 15"5 大内　麻衣(3) 15"6 山根　瑞歩(3) 15"7 太田　菜月(2) 15"9 秋武　希依(3) 16"2 井上　菜摘(2) 16"5 豊田　禄子(3) 16"8

(5月14日) 高丘 -1.6 増位 -1.6 赤穂西 -1.6 飾磨西 -1.6 高丘 -1.6 網干 -1.6 豊岡北 +0.4

久木元　舞(2) 16"2

増位 -1.6

２．３年生女子走幅跳（挑戦会平野　瑛葉(2) 4m73 尾﨑　梨乃(2) 4m72 松山　知世(2) 4m68 井寄　亜由美(3) 4m62 小寺　嘉七子(3) 4m56 久木元　舞(2) 4m55 三宅　春奈(3) 4m51 杉本　亜味(3) 4m35

(5月13日) 網干 +1.0 高丘 +0.9 飾磨西 +1.5 姫路東 +0.6 安室 +0.9 増位 +0.6 山陽 +0.9 広畑 +0.8

的場　綾乃(3) 4m35

広嶺 +0.6

共通女子砲丸投(2.7kg)（挑戦会松岡　円香(3) 13m50 斉藤　舞香(3) 13m15 上田　麻衣(3) 12m35 森澤　由樹子(3) 11m53 笹木　茉衣(3) 11m42 中西　香澄(3) 11m31 田中　千晴(3) 11m30 久保田　若菜(2) 11m00

(5月14日) 福崎東 福崎東 揖保川 山陽 新宮 朝日 増位 安室
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