
淡路総体陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22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 魚里　勇介 12"4 南　翔太 13"4 島田　翔太 13"6 小嶋　涼太 14"0 正司　尚暉 14"1 松山　拓央 14"6 冨本　議仁 14"7 賀本　岳陽 14"7

(7月22日) 青雲　　大会タイ -0.7 南淡 -0.7 南淡 -0.7 青雲 -0.7 津名 -0.7 由良 -0.7 津名 -0.7 由良 -0.7

２年生男子１００ｍ 廣瀬　綱磯 12"4 小西　亮多 12"5 山本　昂生 12"6 熊田　創己 13"6 加田　信吾 13"6 高見　滉太 13"7 坂川　翔太 14"9

(7月21日) 青雲 -0.9 南淡 -0.9 由良 -0.9 五色 -0.9 由良 -0.9 青雲 -0.9 五色 -0.9

３年生男子１００ｍ 酒林　弘樹 11"3 藤本　壮 11"8 廣田　剛 11"9 新川　直矢 12"6 吉田　頌 12"6 政処　裕介 12"6 八木　優樹 13"0 山本　大地 13"1

(7月21日) 南淡  　　大会新 +1.1 由良 +1.1 青雲 +1.1 由良 +1.1 津名 +1.1 柳学園 +1.1 柳学園 +1.1 青雲 +1.1

共通男子２００ｍ 酒林　弘樹(3) 23"9 藤本　壮(3) 24"3 中岡　拓也(3) 24"6 廣田　剛(3) 24"7 廣瀬　綱磯(2) 26"0 山本　昂生(2) 26"6 福永　将史(3) 27"3 林　達也(3) 27"6

(7月22日) 南淡 -1.4 由良 -1.4 津名 -1.4 青雲 -1.4 青雲 -1.4 由良 -1.4 津名 -1.4 南淡 -1.4

共通男子４００ｍ 中岡　拓也(3) 54"0 新川　直矢(3) 58"2 川添　康輝(3) 58"5 上田　晃聡(3) 59"0 加田　信吾(2) 60"0 山本　大地(3) 60"8 大樹　聖也(2) 61"8

(7月21日) 津名 由良 南淡 津名 由良 青雲 青雲

共通男子８００ｍ 上田　晃聡(3) 2'14"7 小井手　孝行(3) 2'16"6 坂本　聡志(2) 2'21"2 山下　孝(3) 2'23"7 山家　康平(3) 2'25"3 島田　優輝(1) 2'31"8 森下　暢己(3) 2'39"0 平門　祐也(2) 2'40"9

(7月22日) 津名 中川原 津名 青雲 由良 青雲 由良 三原

１年生男子１５００ｍ 島田　優輝 4'59"8 田中　幹人 5'00"0 福永　健人 5'09"1 西岡　尚希 5'20"2 仲　恭平 5'30"4 斉藤　慎治 5'33"3 泉　博貴 5'40"3 新川　真彦 5'45"8

(7月21日) 青雲 中川原 津名 津名 中川原 柳学園 由良 由良

共通男子１５００ｍ 仲　祐希(3) 4'24"8 西岡　賢一(3) 4'28"5 福谷　秀矩(3) 4'29"1 宮本　皓介(2) 4'30"0 山下　孝(3) 5'00"3 小畠　亮(2) 5'01"6 山家　康平(3) 5'18"2 森下　暢己(3) 5'35"1

(7月21日) 中川原 津名 津名 青雲 青雲 中川原 由良 由良

共通男子３０００ｍ 西岡　賢一(3) 9'32"6 仲　祐希(3) 9'32"9 宮本　皓介(2) 9'39"3 福谷　秀矩(3) 9'49"7 田中　祐介(3) 10'35"6 奥野　優(3) 11'42"0

(7月22日) 津名 中川原 青雲 津名 中川原 青雲

共通男子１１０ｍＨ 福永　将史(3) 19"3 髙田　康志郎(1) 20"1 谷　一樹(3) 21"2 冨本　議仁(1) 22"0 江本　賢治(1) 25"8 宮本　裕二(1) 26"4

(7月22日) 津名 +0.5 青雲 +0.5 青雲 +0.5 津名 +0.5 南淡 +0.5 南淡 +0.5

低学年男子４×１００ｍＲ 青雲 52"5 南淡 52"8 津名 54"9

(7月21日) 薩摩　準(2) 中山　遼(2) 延安　哲弘(2)

髙田　康志郎(1) 南　翔太(1) 正司　尚暉(1)

小嶋　涼太(1) 島田　翔太(1) 冨本　議仁(1)

高見　滉太(2) 印部　信吾(2) 坂本　聡志(2)

共通男子４×１００ｍＲ 南淡 48"0 由良 48"2 青雲 48"3 津名 49"0 柳学園 51"9 五色 53"3

(7月22日) 林　達也(3) 加田　信吾(2) 大樹　聖也(2) 吉田　頌(3) 政処　裕介(3) 熊田　創己(2)

酒林　弘樹(3) 藤本　壮(3) 廣瀬　綱磯(2) 中岡　拓也(3) 瓜生　拓夢(3) 田中　智大(3)

川添　康輝(3) 山本　昂生(2) 魚里　勇介(1) 福永　将史(3) 長野　孝亮(3) 林　鈴人(2)

小西　亮多(2) 新川　直矢(3) 廣田　剛(3) 植野　諒(3) 八木　優樹(3) 野中　至(2)

共通男子走高跳 植野　諒(3) 1m40 髙田　康志郎(1) 1m35 池田　裕樹(3) 1m35

(7月22日) 津名 青雲 青雲

共通男子走幅跳 魚里　勇介(1) 5m23 植野　諒(3) 5m01 吉田　頌(3) 4m96 川添　康輝(3) 4m66 薩摩　準(2) 4m62 亀居　剛志(2) 3m81 細川　直希(2) 2m77

(7月21日) 青雲 -0.8 津名 0.0 津名 -0.4 南淡 -0.4 青雲 -0.2 由良 0.0 三原 -0.4

共通男子三段跳 薩摩　準(2) 10m43 野中　至(2) 10m12 正司　尚暉(1) 10m03 上原　和浩(3) 10m02 田中　宏章(2) 9m91

(7月22日) 青雲 +0.4 五色 0.0 津名 +0.6 津名 +0.2 五色 +0.3

共通男子砲丸投(5kg) 古栗　清貴(3) 10m47 竹口　博貴(3) 9m73 美濃　樹生(2) 9m22 橋本　大典(3) 9m09 坂東　将騎(3) 9m06 川瀬　敬介(2) 6m65

(7月22日) 由良 青雲 由良 三原 南淡 青雲

共通男子円盤投 古栗　清貴(3) 34m00 橋本　大典(3) 32m88 坂東　将騎(3) 30m68 林　鈴人(2) 29m90 平門　祐也(2) 28m74 田淵　隼登(3) 28m44 美濃　樹生(2) 26m36 小西　亮多(2) 24m41

(7月21日) 由良 三原 南淡 五色 三原 青雲 由良 南淡

男子四種競技 谷　一樹(3) 1364 池田　裕樹(3) 1096 松平　洋人(3) 753

１１０ｍＨ　(7月21日) 青雲 19"7(-0.2) 青雲 20"1(-0.2) 三原 23"4(-0.2)

砲丸投 8m63 7m56 7m51

走高跳 1m25 1m30 1m25

４００ｍ 60"6 67"8 73"0
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淡路総体陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22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 谷間　あすか 13"8 藤本　真央 14"3 渡邊　あかり 14"5 島田　真衣 14"6 下村　麻実 15"1 國澤　由有 15"7 鯛中　優梨奈 15"9 簑田　知依 16"2

(7月22日) 南淡 -0.9 三原 -0.9 三原 -0.9 南淡 -0.9 青雲 -0.9 青雲 -0.9 五色 -0.9 津名 -0.9

２年生女子１００ｍ 田中　優希 13"5 橋本　有紗 13"5 永田　絵未 13"6 小原　真帆 13"9 岡　優実 13"9 樫本　依佳 13"9 高田　佳奈 13"9 福栄　葵 14"4

(7月21日) 三原 +2.5 南淡 +2.5 青雲 +2.5 津名 +2.5 洲浜 +2.5 洲浜 +2.5 三原 +2.5 南淡 +2.5

３年生女子１００ｍ 堀　彩香 13"0 西谷　綾納 13"4 山口　明希 13"6 吉中　春菜 13"8 櫻井　咲 13"8 吉田　佐保里 13"9 黒田　祐加 14"9 由尾　利紗 15"0

(7月21日) 南淡　　　大会タイ +1.5 津名 +1.5 南淡 +1.5 津名 +1.5 青雲 +1.5 三原 +1.5 青雲 +1.5 洲浜 +1.5

共通女子２００ｍ 堀　彩香(3) 27"5 西谷　綾納(3) 28"2 岡　優実(2) 29"0 除補　千可保(3) 29"2 山口　明希(3) 30"0 太田　有美(3) 30"0 川崎　明美(3) 30"1 梅原　茉莉子(2) 30"4

(7月22日) 南淡 -0.2 津名 -0.2 洲浜 -0.2 青雲 -0.2 南淡 -0.2 津名 -0.2 三原 -0.2 青雲 -0.2

共通女子８００ｍ 中田　茉梨夏(2) 2'28"4 柳原　愛弓(3) 2'28"6 木下　恵理(2) 2'29"7 濱田　錦(3) 2'33"1 井上　裕里江(3) 2'43"2 小松　里華(2) 2'45"1 岡本　愛美(2) 2'54"1 山口　紗菜絵(1) 2'59"4

(7月22日) 南淡 青雲 南淡 青雲 三原 津名 三原 津名

共通女子１５００ｍ 中田　茉梨夏(2) 5'05"4 木下　恵理(2) 5'06"0 田淵　元花(3) 5'06"2 濱田　錦(3) 5'06"4 小松　里華(2) 5'29"7 井上　裕里江(3) 5'32"3 中尾　ひらり(2) 5'32"8 上田　陽美(2) 5'55"7

(7月21日) 南淡 南淡 青雲 青雲 津名 三原 三原 柳学園

共通女子１００ｍＨ 柏木　彩江(2) 16"0 安田　渚(2) 17"3 吉中　春菜(3) 17"5 田中　優希(2) 18"6 畑　敦美(3) 19"2 村上　みのり(3) 20"0 吉田　佐保里(3) 20"9

(7月22日) 青雲 0.0 南淡 0.0 津名 0.0 三原 0.0 五色 0.0 南淡 0.0 三原 0.0

低学年女子４×１００ｍＲ 三原 55"0 青雲 57"3 津名 59"1

(7月21日) 高田　佳奈(2) 浜田　有美(2) 小原　真帆(2)

渡邊　あかり(1) 下村　麻実(1) 中田　茉奈(1)

藤本　真央(1) 國澤　由有(1) 簑田　知依(1)

田中　優希(2) 松瀬　彩(2) 舩越　巳加(2)

共通女子４×１００ｍＲ 南淡 52"7 青雲 53"5 津名 54"1 洲浜 56"3 三原 56"7 五色 59"7

(7月22日) 金谷　英佳(3) 櫻井　咲(3) 吉中　春菜(3) 岡　優実(2) 伊達　愛(3) 福岡　真帆(3)

堀　彩香(3) 永田　絵未(2) 太田　有美(3) 樫本　依佳(2) 吉田　佐保里(3) 畑　敦美(3)

東　詩織(3) 除補　千可保(3) 阪本　納奈代(3) 由尾　利紗(3) 土井　千恵美(1) 原田　咲菜(3)

山口　明希(3) 柏木　彩江(2) 西谷　綾納(3) 長手　真希(3) 川崎　明美(3) 菅本　美咲(3)

共通女子走高跳 勝浦　穂(3) 1m40 永田　絵未(2) 1m35 中原　麻歩(3) 1m30 内藤　万結(1) 1m25 土井　千恵美(1) 1m25 原口　奈津希(2) 1m15

(7月22日) 南淡 青雲 津名 青雲 三原 三原

共通女子走幅跳 金谷　英佳(3) 4m49 渡邊　あかり(1) 4m47 橋本　有紗(2) 4m44 長手　真希(3) 4m29 櫻井　咲(3) 4m18 黒田　祐加(3) 3m88 赤井　衣里阿(3) 3m84 伊達　愛(3) 3m79

(7月21日) 南淡 +3.5 三原 +1.1 南淡 +0.8 洲浜 +1.2 青雲 +2.1 青雲 +2.4 洲浜 +0.7 三原 +0.8

共通女子砲丸投 靭負　友里加(3) 9m44 片桐　麻衣(1) 9m36 林　彩花(3) 8m65 林　優美(2) 8m41 中田　美里(3) 8m24 浜田　有美(2) 7m63 登　汐莉(3) 7m09 長谷　好恵(2) 5m16

(7月22日) 津名 洲浜 南淡 南淡 青雲 青雲 津名 洲浜

共通女子円盤投 福岡　真帆(3) 23m68 浜田　有美(2) 21m90 倉尾　菜摘(2) 20m65 礒岡　志帆(2) 19m53 林　優美(2) 17m63 高橋　美貴(3) 17m58 林　彩花(3) 17m23 登　汐莉(3) 16m95

(7月21日) 五色 青雲 津名 青雲 南淡 五色 南淡 津名

女子四種競技 柏木　彩江(2) 1985 勝浦　穂(3) 1901 川崎　明美(3) 1599 安田　渚(2) 1595 除補　千可保(3) 1480 中原　麻歩(3) 1467

１００ｍＨ　(7月21日) 青雲 15"6(+0.5) 南淡 17"1(+0.5) 三原 18"3(+0.5) 南淡 17"5(+0.5) 青雲 19"1(+0.5) 津名 19"6(+0.5)

走高跳 大会新 1m20 大会新 1m40 1m25 1m15 1m15 1m35

砲丸投 6m62 7m47 7m40 6m87 6m62 8m60

２００ｍ 27"8(+0.6) 30"0(+0.6) 30"3(+0.6) 29"7(+0.6) 28"9(+0.6) 33"5(+0.6)
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