
第６０回西播地区中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

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 西川　晃輝 12"4 圓田　高也 13"3 衣笠　元伸 13"3 本郷 新 13"3 井口 優介 13"4 尾野 恵祐 13"7 渡邊 一樹 13"9 渡辺 優太 13"9

(7月22日) 揖保川 -2.1 太子西 -2.1 新宮 -2.1 双葉 -2.1 太子東 -2.1 赤穂東 -2.1 坂越 -2.1 双葉 -2.1

１年生男子１５００ｍ 井戸　浩貴 4'33"6 圓田　高也 4'35"4 熊橋　弘将 4'50"4 中尾 光宏 5'03"0 門田　大輝 5'04"8 本郷 新 5'07"1 山本 竜也 5'12"4 溝田 殊基 5'12"8

(7月21日) 新宮 太子西 新宮 一宮南 太子西 双葉 赤穂東 上郡

２年生男子１００ｍ 黒田　昌資 11"9 表口　周平 12"2 松村 祐希 12"3 大薗　拓未 12"5 山口　雄也 12"5 北条　翔平 12"6 河原　淳也 12"7 木村　奨 12"8

(7月21日) 新宮 0.0 新宮 0.0 赤穂東 0.0 赤穂西 0.0 龍野東 0.0 太子東 0.0 坂越 0.0 上郡 0.0

３年生男子１００ｍ 植田　諒 11"4 鈴木　崇史 11"7 小野　蓮 12"0 竹内　僚 12"0 有吉　直哉 12"1 坂越　勇紀 12"3 梶　達矢 12"5 岸元　優季 12"5

(7月21日) 坂越 0.0 双葉 0.0 赤穂東 0.0 新宮 0.0 龍野西 0.0 坂越 0.0 赤穂東 0.0 揖保川 0.0

低学年男子４×１００ｍＲ 太子東 50"4 赤穂東 51"6 双葉 51"7 坂越 53"2 太子西 53"3 新宮 55"8 上郡 58"8

(7月21日) 高島　光司(2) 松村 祐希(2) 中沢　弘樹(2) 坂本　拓海(2) 竹田　知之(2) 表口　周平(2) 安倍　広樹(2)

井口 優介(1) 尾野 恵祐(1) 本郷 新(1) 渡邊 一樹(1) 圓田　高也(1) 衣笠　元伸(1) 神田 和樹(1)

横田 敦史(1) 大津 浩平(1) 渡辺 優太(1) 上野 一馬(1) 門田　大輝(1) 三村　拓登(1) 巻野 恭武(1)

北条　翔平(2) 平岡　悠哉(2) 濱田　啓成(2) 河原　淳也(2) 山本　勝也(2) 黒田　昌資(2) 川島　歩真(1)

共通男子２００ｍ 植田　諒(3) 23"6 黒田　昌資(2) 24"7 小野　蓮(3) 24"8 表口　周平(2) 25"0 柏木　一希(3) 25"0 宗進　一優(3) 25"3 宮本　航(3) 25"4

(7月22日) 坂越 -1.6 新宮 -1.6 赤穂東 -1.6 新宮 -1.6 太子東 -1.6 赤穂西 -1.6 御津 -1.6

共通男子４００ｍ 眞殿　卓磨(3) 54"0 梁瀬　智弘(3) 54"4 柏木　一希(3) 54"9 名村　友秀(3) 56"5 岸本　研秀(3) 57"6 村上　健也(3) 57"8 津田　将明(3) 57"8

(7月21日) 龍野東 坂越 太子東 龍野東 一宮南 千種 御津

共通男子８００ｍ 眞殿　卓磨(3) 2'08"1 石原　夏樹(3) 2'08"9 米田　大樹(3) 2'10"0 岸本　研秀(3) 2'11"6 福井　康大(3) 2'12"9 村上　健也(3) 2'13"4 福山　知司(2) 2'13"6 廣野　雄大(2) 2'14"3

(7月22日) 龍野東 揖保川 上郡 一宮南 一宮南 千種 上月 新宮

共通男子１５００ｍ 小川　誉高(2) 4'11"9 津田　圭祐(3) 4'17"9 岡本　直也(3) 4'19"7 木下　智貴(3) 4'22"5 赤羽　燿(3) 4'25"1 米田　大樹(3) 4'26"4 荒尾　康平(3) 4'26"9 岸本　拓夢(3) 4'27"6

(7月21日) 龍野西  　　大会新 双葉 上月 赤穂東 一宮南 上郡 千種 龍野西

共通男子３０００ｍ 小川　誉高(2) 9'14"4 津田　圭祐(3) 9'26"0 小松　功拓(3) 9'27"2 岡本　直也(3) 9'33"9 木下　智貴(3) 9'37"6 赤羽　燿(3) 9'37"8 露本　光貴(3) 9'42"5 岸本　拓夢(3) 9'47"0

(7月22日) 龍野西 双葉 千種 上月 赤穂東 一宮南 山崎南 龍野西

共通男子１１０ｍＨ 堀　優貴(3) 15"8 大薗　拓未(2) 16"9 土屋　日向(3) 17"0 宮本　航(3) 17"1 川久保　武(3) 17"4 山根　秀明(3) 17"6 藤井　遙大(2) 18"5 竹平　龍矢(2) 19"2

(7月22日) 御津 -1.0 赤穂西 -1.0 双葉 -1.0 御津 -1.0 太子西 -1.0 坂越 -1.0 新宮 -1.0 双葉 -1.0

共通男子４×１００ｍＲ 坂越 46"2 御津 47"5 双葉 47"8 赤穂東 48"0 赤穂西 48"8 上郡 48"9 新宮 49"3 龍野東 50"0

(7月22日) 水谷　聡(3)　　大会タイ 宮本　航(3) 竹平　龍矢(2) 梶　達矢(3) 松本　拓也(3) 藤本　弦樹(2) 竹内　僚(3) 岩田　康平(2)

坂越　勇紀(3) 日野　眞人(3) 土屋　日向(2) 藤本　貴士(3) 大薗　拓未(3) 木村　奨(2) 廣野　雄大(2) 名村　友秀(2)

梁瀬　智弘(3) 森澤　栄介(3) 石井　貴之(2) 山本　貴仁(3) 北谷　健(3) 清水　龍平(2) 長谷川　隆信(2) 山口　雄也(2)

植田　諒(3) 堀　優貴(3) 鈴木　崇史(3) 小野　蓮(3) 宗進　一優(3) 西脇　陽治(2) 藤井　遙大(2) 眞殿　卓磨(3)

オープン男子１００ｍ 水谷　聡(3) 12"4 久保　太志(3) 12"7 川西　時生(3) 13"3 上垣 亮太(2) 13"9 平山　惠士(3) 14"0 五百井　音(2) 14"1 合田　隼人(2) 14"2

(7月22日) 坂越 -1.3 坂越 -0.7 龍野西 -1.3 太子東 -1.1 一宮南 -1.1 太子西 -1.7 太子東 -1.1

木村　翔太(3) 14"0 沖田　裕紀(2) 14"2

坂越 -1.3 太子西 -1.3

坂本　博紀(3) 14"2

坂越 -0.7

オープン男子１５００ｍ 藤田　和麻(3) 4'39"3 内波　郁弥(2) 4'44"3 水野　雄二(2) 4'49"4 谷口　将崇(2) 4'49"7 小林　誠司(2) 4'50"0 濱田　啓成(2) 4'57"0 久内　康央(2) 4'58"0 瀬村　和雅(2) 5'00"2

(7月21日) 一宮南 双葉 新宮 一宮南 赤穂東 双葉 一宮南 赤穂東

オープン男子３０００ｍ 熊橋　弘将(1) 10'28"4 横田　昇(3) 10'31"6 吉田　尚幸(2) 10'36"7 八幡　英樹(3) 10'59"4 山根　真一(2) 11'07"6 織金　和希(2) 11'17"7 広居　和希(2) 11'23"2 淮田 彗太郎(1) 11'23"4

(7月22日) 新宮 赤穂東 上月 太子東 双葉 山崎東 山崎東 上郡
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第６０回西播地区中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

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 村下　桜 14"2 一木 綾乃 14"5 高見 梨菜 14"7 西後 香苗 14"9 竹本　弥生 14"9 神吉 まあや 15"0 横田　有香 15"0 米倉　舞美 15"2

(7月22日) 龍野東 -1.0 赤穂東 -1.0 上月 -1.0 県立大附属 -1.0 新宮 -1.0 県立大附属 -1.0 新宮 -1.0 太子西 -1.0

２年生女子１００ｍ 和田　早織 12"4 横田　亜莉沙 13"5 丸山　和恵 13"6 石川　菜穂子 13"9 山本　紗矢香 14"1 山本　麻愉 14"1 村上　志保 14"2 坂見　優奈 14"3

(7月21日) 御津 大会新西播タイ0.0 揖保川 0.0 龍野東 0.0 赤穂東 0.0 赤穂西 0.0 赤穂東 0.0 新宮 0.0 赤穂 0.0

３年生女子１００ｍ 大西　ひかり 13"1 松原　美保 13"6 山下　真璃 13"7 山村　美紀 13"8 山本　有希子 13"8 三尾　麻名実 14"0 皆木　恵梨 14"1 安藤　梓 14"2

(7月21日) 上月 0.0 赤穂東 0.0 御津 0.0 坂越 0.0 双葉 0.0 龍野東 0.0 上月 0.0 双葉 0.0

低学年女子４×１００ｍＲ 龍野東 54"7 赤穂東 56"4 新宮 56"8 上月 56"8 揖保川 57"7 上郡 63"4

(7月21日) 丸山　和恵(2) 石川　菜穂子(2) 石崎　千恵(2) 大内　聖里奈(2) 初貝　佳苗(2) 若林　咲江(2)

村下　桜(1) 久田 真美(1) 横田　有香(1) 高見 梨菜(1) 中村 穂乃香(1) 樫谷 恵(1)

赤木　里穂(1) 小田 唯加(1) 竹本　弥生(1) 大西 ほのか(1) 松久 智子(1) 有吉 優織(1)

廣野　有紀(2) 冨原　楓(2) 村上　志保(2) 越本　紗矢(2) 横田　亜莉沙(2) 森本　観帆(2)

共通女子２００ｍ 和田　早織(2) 26"9 大西　ひかり(3) 28"7 山下　真璃(3) 28"7 横田　亜莉沙(2) 28"9 村上　志保(2) 29"4 三尾　麻名実(3) 29"9 宮本　由香里(3) 30"2

(7月22日) 御津     大会タイ -3.0 上月 -3.0 御津 -3.0 揖保川 -3.0 新宮 -3.0 龍野東 -3.0 上月 -3.0

共通女子８００ｍ 坂元　里佳子(3) 2'20"0 内海　百代(3) 2'20"2 家納　梓(2) 2'22"3 小嶋　菫(3) 2'22"8 森元　彩馨(2) 2'26"9 橋本　麻実子(3) 2'30"3 三木　咲希子(2) 2'31"0 谷口　知沙(3) 2'33"6

(7月22日) 新宮 御津 新宮 御津 千種 赤穂西 山崎東 一宮南

共通女子１５００ｍ 坂元　里佳子(3) 4'41"6 家納　梓(2) 4'43"2 内海　百代(3) 4'43"4 小嶋　菫(3) 4'49"6 森元　彩馨(2) 4'53"2 三木　咲希子(2) 5'03"3 中山　美緒(2) 5'11"0 谷口　知沙(3) 5'13"6

(7月21日) 新宮 新宮 御津 御津 千種 山崎東 赤穂西 一宮南

共通女子１００ｍＨ 福井　沙彩(2) 16"1 廣岡　奈生子(3) 16"9 長谷川　未咲(3) 17"3 廣野　有紀(2) 17"6 下房　ゆかり(2) 17"8 梅谷　朋加(1) 18"3 橋本　唯(1) 18"9 相本　紗希(2) 19"2

(7月22日) 龍野西 -0.9 太子東 -0.9 上月 -0.9 龍野東 -0.9 双葉 -0.9 新宮 -0.9 太子西 -0.9 双葉 -0.9

共通女子４×１００ｍＲ 上月 53"1 御津 53"8 双葉 54"5 赤穂東 55"1 太子東 56"4 新宮 57"7 上郡 58"6 佐用 59"3

(7月22日) 皆木　恵梨(3) 小嶋　菫(3) 安藤　梓(3) 木津 遥(1) 榮藤　未紗(2) 松浦　貴代(3) 山中　史帆(2) 倉部　彩菜(2)

長谷川　未咲(3) 山下　真璃(3) 金谷　幸佳(3) 山本　麻愉(2) 清水　佳那(2) 井口　夏希(3) 稲田　幸恵(3) 西坂　和恵(3)

宮本　由香里(3) 篠原　奈保子(3) 山本　有希子(3) 三木　麻緒(2) 栗岡　明音(2) 伊藤　康子(3) 小谷　梨乃(3) 藤木　静香(3)

大西　ひかり(3) 和田　早織(2) 下房　ゆかり(2) 松原　美保(3) 廣岡　奈生子(3) 横田　美晴(1) 村上　礼(2) 山本　摩皆(3)

オープン女子１００ｍ 丸山　和恵(2) 13"6 井口　夏希(1) 14"4 三木　麻緒(2) 14"6 久田 真美(1) 14"8 岸本　紋芽(1) 14"9

(7月21日) 龍野東 0.0 新宮 0.0 赤穂東 0.0 赤穂東 0.0 新宮 0.0

長谷川　未咲(3) 13"6 一木 綾乃(1) 14"6 山下　陽子(2) 14"9

上月 0.0 赤穂東 0.0 那波 0.0

横田　美晴(1) 14"9

新宮 0.0

オープン女子８００ｍ 中林　咲(1) 2'35"4 藤田 晴香(1) 2'36"7 和田　愛理(1) 2'36"8 湯淺　果央子(2) 2'36"9 森元　李早(3) 2'37"0 塚元　友子(2) 2'37"2 西坂　和恵(3) 2'39"7 本多　梨奈(2) 2'41"2

(7月22日) 新宮 上月 新宮 上月 千種 一宮南 佐用 御津

オープン女子１５００ｍ 長谷川　晶世(2) 4'59"4 三里 はるな(2) 5'05"4 中林　咲(1) 5'11"6 和田　かおり(3) 5'12"3 本多　梨奈(2) 5'23"7 塚元　友子(2) 5'25"8 藤田 理恵(1) 5'34"8 山本　智淑(2) 5'36"2

(7月21日) 新宮 新宮 新宮 新宮 御津 一宮南 一宮南 山崎東

女

子

ト

ラ

ッ

ク



第６０回西播地区中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

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

共通男子走高跳 平岡　悠哉(2) 1m65 山根　秀明(3) 1m55 本多　優磨(3) 1m55 藤本　貴士(3) 1m45 井口 優介(1) 1m35

(7月22日) 赤穂東 坂越 御津 赤穂東 太子東

上垣 亮太(2) 1m35

太子東

共通男子走幅跳 宗進　一優(3) 5m78 土屋　日向(3) 5m74 竹内　僚(3) 5m55 梶　達矢(3) 5m33 岸元　優季(3) 5m07 水谷　聡(3) 5m04 藤本　弦樹(2) 4m91 川西　時生(3) 4m86

(7月21日) 赤穂西 0.0 双葉 0.0 新宮 0.0 赤穂東 +0.4 揖保川 0.0 坂越 0.0 上郡 0.0 龍野西 0.0

共通男子三段跳 藤本　貴士(3) 11m99 松本　拓也(3) 11m81 有吉　直哉(3) 11m18 山本　貴仁(3) 10m95 森澤　栄介(3) 10m66 中沢　弘樹(2) 9m73

(7月22日) 赤穂東 -2.3 赤穂西 -2.1 龍野西 -1.7 赤穂東 -1.3 御津 -1.8 双葉 -1.1

共通男子砲丸投(5kg) 藤原　祥平(3) 13m03 鈴木　崇史(3) 10m42 坪田　宏次朗(3) 10m21 苦瓜　匡博(3) 10m12 川村　謙吾(3) 9m61 上山　海樹(2) 9m59 宮本　晃貴(2) 9m25 岸元　洸希(1) 8m39

(7月22日) 御津　　大会新　西播新 双葉 坂越 御津 坂越 赤穂東 新宮 揖保川

共通男子円盤投 藤原　祥平(3) 45m06 坪田　宏次朗(3) 39m46 山戸　将(3) 39m35 鈴木　祥麻(3) 34m49 宮本　晃貴(2) 32m23 寺村　孝平(2) 32m18 山崎　大輔(3) 31m10 羽場　優務(3) 27m90

(7月21日) 御津　　大会新 坂越 御津 太子東 新宮 新宮 龍野西 赤穂東

オープン男子ジャベリックスロー藤原　祥平(3) 39m38 福山　知司(2) 38m56 栗山　拓也(3) 38m16 前川　省吾(2) 36m67 坪田　宏次朗(3) 36m40 橋本　守(2) 33m30 北川　一真(2) 27m20 久本 啓太(1) 27m10

(7月22日) 御津 上月 那波 佐用 坂越 上月 坂越 上月

男子四種競技 堀　優貴(3) 2356 平岡　悠哉(2) 1818 北谷　健(3) 1750 清水　龍平(2) 1535 藤井　遙大(2) 1532 本多　優磨(3) 1497 谷坂　荒美(3) 1222

１１０ｍＨ　(7月21日) 御津 15"7(+0.3) 赤穂東 17"1(+0.3) 赤穂西 19"5(+0.3) 上郡 20"3(+0.2) 新宮 18"4(+0.3) 御津 21"5(+0.2) 赤穂東 21"4(+0.2)

砲丸投 大会新 10m22 8m59 10m39 8m66 8m26 9m26 8m37

走高跳 西播新 1m69 1m66 1m50 1m50 1m45 1m55 1m40

４００ｍ 55"3 62"9 57"9 59"3 62"3 60"1 63"9

共通女子走高跳 山本　有希子(3) 1m51 津田　梨帆(2) 1m48 北村　美結(2) 1m35 秦　茉利奈(2) 1m35 清水　佳那(2) 1m35 山本　麻愉(2) 1m30 冨原　楓(2) 1m30

(7月22日) 双葉 御津 双葉 龍野東 太子東 赤穂東 赤穂東

三木 綾華(1) 1m30

揖保川

共通女子走幅跳 川口　真由(2) 4m32 柳生　彩華(3) 4m20 西後 香苗(1) 4m16 伊藤　康子(3) 4m12 前平 実咲(1) 4m06 西本　真菜(1) 4m00 相本　紗希(2) 3m92 山本　紗矢香(2) 3m87

(7月21日) 龍野西 -0.2 太子西 0.0 県立大附属 +0.5 新宮 0.0 揖保川 +0.6 太子西 0.0 双葉 0.0 赤穂西 0.0

共通女子砲丸投 堀　愛里香(2) 11m49 尾崎　由佳(3) 9m71 名田　光希(2) 9m51 山角　美鈴(2) 9m44 山本　有紀実(3) 8m91 石川　菜穂子(2) 8m69 細野　莉加(3) 8m68 川口　真由(2) 8m38

(7月22日) 御津 新宮 揖保川 龍野東 新宮 赤穂東 御津 龍野西

共通女子円盤投 尾崎　由佳(3) 24m67 八十　未来(3) 22m73 細野　莉加(3) 22m32 森本　観帆(2) 21m59 常井　康代(2) 21m03 小谷　梨乃(3) 18m56 山本　有紀実(3) 18m44 山角　美鈴(2) 16m91

(7月21日) 新宮 揖保川 御津 上郡 揖保川 上郡 新宮 龍野東

オープン女子ジャベリックスロー長谷川　未咲(3) 25m41 山本　麻愉(2) 23m61 長田　咲(3) 23m44 栗岡　明音(2) 21m61 細野　莉加(3) 19m20 岸本　紋芽(1) 19m09 松浦　英里華(1) 18m49 堀　愛里香(2) 13m14

(7月21日) 上月 赤穂東 上月 太子東 御津 新宮 新宮 御津

女子四種競技 福井　沙彩(2) 2030 廣岡　奈生子(3) 1987 津田　梨帆(2) 1863 廣野　有紀(2) 1853 冨原　楓(2) 1626 岡本　麻里花(2) 1546 梅谷　朋加(1) 1360 三木 綾華(1) 1345

１００ｍＨ　(7月21日) 龍野西 15"4(0.0) 太子東 17"0(0.0) 御津 18"8(+0.2) 龍野東 16"6(0.0) 赤穂東 19"2(+0.2) 双葉 18"4(0.0) 新宮 18"0(+0.2) 揖保川 22"4(0.0)

走高跳 1m25 1m30 1m44 1m25 1m30 1m25 1m30 1m38

砲丸投 6m69 8m43 8m00 6m89 8m35 6m62 6m05 8m06

２００ｍ 28"2(0.0) 28"4(0.0) 29"2(0.0) 28"8(0.0) 30"3(0.0) 30"2(0.0) 34"3(0.0) 32"1(0.0)

学校対抗得点
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１位 ２位 ７位 ８位

男女総合

男子総合

御津
159

新宮
79

双葉
101

女子総合

新宮
160

赤穂東
90

御津
87

赤穂東
135.5

坂越
73

龍野東
49

御津
72

赤穂東
45.5

新宮
81

龍野東
75

赤穂西
40

坂越
78

双葉
66

上月
44

揖保川
39.5

双葉
35

龍野西
25

揖保川
60.5

太子東
59

龍野西
31

太子東
37


