
第5８回丹有地区総合体育大会陸上競技大会 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

入賞者一覧 三木総合防災公園第２陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生男子１００ｍ 川本　匠 11"4 鈴木　健悟 11"6 赤井　勝哉 11"8 片岡　皓基 11"8 高木　準 11"9 江上　晃平 11"9 加藤　大志 12"1 西中　直之 12"2

(7月21日) 三田学園 0.0 ゆりのき台 0.0 氷上 0.0 藍 0.0 春日 0.0 ゆりのき台 0.0 山南 0.0 富士 0.0

２年生男子１００ｍ 井上　敬太 11"5 藤井　俊樹 11"7 伏田　圭佑 11"8 大垣　公輔 11"9 田中　優 12"1 永田　拓 12"2 坂口　衛 12"4 松原　慧 12"4

(7月21日) 春日　　大会新 0.0 上野台 0.0 篠山 0.0 山南 0.0 篠山 0.0 ゆりのき台 0.0 丹南 0.0 山南 0.0

１年生男子１００ｍ 川邊　飛鳥 12"5 安田　翔 12"7 川上　徹 12"9 高橋　清志 13"0 河根　竜太 13"0 溝口　泰地 13"0 北田　康輔 13"2 後藤　久貴 13"2

(7月22日) 篠山 -0.3 富士 -0.3 氷上 -0.3 篠山 -0.3 狭間 -0.3 上野台 -0.3 ゆりのき台 -0.3 八景 -0.3

共通男子２００ｍ 大野　晶平(3) 23"7 川本　匠(3) 23"9 片岡　皓基(3) 24"5 瀬戸口　渉(3) 24"7 椿　卓也(3) 25"7 安達　彦貴(3) 25"8 大下　翔吾(3) 25"8

(7月22日) ゆりのき台 +0.7 三田学園 +0.7 藍 +0.7 ゆりのき台 +0.7 けやき台 +0.7 氷上 +0.7 けやき台 +0.7

共通男子４００ｍ 大野　晶平(3) 52"6 大菅　誠弥(3) 54"3 藤井　俊樹(2) 55"2 西村　大作(3) 56"0 髙橋　俊介(3) 58"3 上岡　剛士(3) 58"5 中谷　優佑(3) 59"6

(7月21日) ゆりのき台 三田学園 上野台 篠山東 篠山東 ゆりのき台 八景

共通男子８００ｍ 小林　亮介(3) 2'05"5 中矢　龍之介(3) 2'06"5 岡田　昂大(2) 2'06"7 藤原　翔平(3) 2'08"9 西尾　和樹(3) 2'12"8 谷垣　努(3) 2'13"7 井上　隼輔(2) 2'14"9 西村　大作(3) 2'16"2

(7月22日) ゆりのき台 けやき台 八景 氷上 丹南 藍 篠山東 篠山東

共通男子１５００ｍ 野元　大輔(3) 4'21"0 岡田　昂大(2) 4'21"2 田野　誠也(3) 4'21"4 谷垣　努(3) 4'21"8 前　祐輔(3) 4'25"6 小林　亮介(3) 4'29"6 大政　憲太朗(3) 4'33"5 藤原　翔平(3) 4'34"6

(7月21日) けやき台 八景 三田学園 藍 藍 ゆりのき台 ゆりのき台 氷上

１年生男子１５００ｍ 細見　広太 4'47"1 秋山　雄飛 5'02"4 井上　聖一 5'06"2 森田　琢朗 5'09"5 美除　正幸 5'10"2 簑島　慶 5'11"2 堀江　賢太 5'12"7 中矢　昇之介 5'13"2

(7月22日) 青垣 三田学園 藍 篠山東 八景 けやき台 ゆりのき台 けやき台

共通男子３０００ｍ 佐野　拓馬(3) 9'09"8 佐野　佑太(3) 9'10"0 田野　誠也(3) 9'45"0 野元　大輔(3) 9'49"7 大政　憲太朗(3) 9'59"3 内村　亮(2) 10'02"2 迫田　光秀(2) 10'03"1 廣田　一輝(2) 10'16"4

(7月22日) 藍 藍 三田学園 けやき台 ゆりのき台 ゆりのき台 山南 八景

共通男子１１０ｍＨ 大田　智基(3) 15"5 赤井　勝哉(3) 15"7 加藤　大志(3) 15"9 大菅　誠弥(3) 16"6 小谷　亮太(3) 17"2 高橋　祥尚(3) 17"7 中馬　悠希(3) 17"9 畑　翼(2) 18"2

(7月22日) ゆりのき台 -0.7 氷上 -0.7 山南 -0.7 三田学園 -0.7 ゆりのき台 -0.7 三田学園 -0.7 篠山東 -0.7 篠山 -0.7

共通男子４×１００ｍＲ ゆりのき台 45"8 三田学園 46"1 氷上 46"6 春日 47"7 柏原 47"9 丹南 48"4 八景 48"5 けやき台 48"8

(7月22日) 鈴木　健悟(3) 川本　匠(3) 谷本　賢汰(3) 高木　準(3) 磯尾　洋祐(3) 坂口　衛(2) 堀　真人(2) 永井　憲(3)

大野　晶平(3) 坂口　大悟(2) 赤井　勝哉(3) 井上　敬太(2) 井本　大貴(3) 村上　雄太(3) 亀﨑　洋平(3) 大下　翔吾(3)

瀬戸口　渉(3) 大菅　誠弥(3) 佐々木　仁士(3) 岡田　哲典(3) 田中　六月(3) 中川　太一(3) 梛木　隼摩(3) 山田　晃生(3)

江上　晃平(3) 高橋　祥尚(3) 勢志　康之(3) 大槻　亮(3) 谷口　周平(3) 杉田　修武(3) 大曲　佳祐(3) 椿　卓也(3)

低学年男子４×１００ｍＲ 篠山 47"9 狭間 49"7 山南 50"1 ゆりのき台 50"1 氷上 52"0 柏原 52"3 春日 52"5 篠山東 56"4

(7月21日) 伏田　圭佑(2) 岸見　悟史(2) 大垣　公輔(2) 江口　泰紀(2) 芦田　寛佳(2) 柳瀬　宏昭(2) 河津　喬也(2) 河本　知也(2)

川邊　飛鳥(1) 河根　竜太(1) 西田　健人(1) 北田　康輔(1) 川上　徹(1) 谷口　大騎(1) 荻野　翔(1) 大前　慶尚(1)

高橋　清志(1) 岸田 光平(1) 栁瀬　直人(1) 鈴木　啓太(1) 中島　和也(1) 荻野　景太(1) 平岩　照康(1) 田辺　信弘(1)

田中　優(2) 榎堀　真之亮(2) 松原　慧(2) 永田　拓(2) 池上　航(2) 小柴　諒(2) 坂本　章博(2) 松本　卓也(2)

共通男子走高跳 佐々木　仁士(3) 1m77 杉田　修武(3) 1m77 高木　準(3) 1m55 佐伯　流星(2) 1m55 岡田　和磨(3) 1m50 江口　泰紀(2) 1m50 家田　皓介(2) 1m40

(7月22日) 氷上 丹南 春日 狭間 ゆりのき台 ゆりのき台 八景

勢志　康之(3) 1m55 松本　卓也(2) 1m40

氷上 篠山東

共通男子走幅跳 井上　敬太(2) 6m07 村上　雄太(3) 5m83 江上　晃平(3) 5m81 伏田　圭佑(2) 5m73 亀﨑　洋平(3) 5m67 松原　慧(2) 5m58 西脇　悠太(3) 5m23 中川　太一(3) 5m18

(7月21日) 春日 +0.4 丹南 +1.9 ゆりのき台 0.0 篠山 +0.4 八景 +0.2 山南 +0.2 藍 -0.1 丹南 -0.1

共通男子三段跳 亀﨑　洋平(3) 12m21 小森　大輝(3) 11m43 岡田　哲典(3) 11m40 永井　憲(3) 11m07 和田　匠史(2) 10m73 榎堀　真之亮(2) 10m64 小森　元太(3) 10m54 竹内　直樹(2) 10m43

(7月22日) 八景 +0.3 氷上 -0.1 春日 -0.1 けやき台 +0.2 篠山 0.0 狭間 0.0 氷上 -0.2 山南 0.0

共通男子砲丸投 岸本　恭平(3) 10m82 福田　智輝(3) 10m30 西本　光貴(3) 9m88 木下　進次(3) 9m61 倉垣　貴矢(3) 9m29 冨田　剛志(3) 8m87 梛木　隼摩(3) 8m39 吉見　将太(3) 8m25

(7月22日) 山南 けやき台 柏原 丹南 三田長坂 けやき台 八景 市島

共通男子円盤投 井本　大貴(3) 37m98 岸本　恭平(3) 32m85 福田　智輝(3) 32m27 冨田　剛志(3) 32m25 山本　将史(3) 32m00 西本　光貴(3) 30m24 杉田　浩彰(3) 29m74 松下晃太郎(3) 29m23

(7月21日) 柏原 山南 けやき台 けやき台 藍 柏原 ゆりのき台 狭間

男子四種競技 佐々木　仁士(3) 2205 大田　智基(3) 2179 勢志　康之(3) 2021 杉田　修武(3) 1903 高橋　祥尚(3) 1866 畑　翼(2) 1476 岡田　和磨(3) 1395 宇野　晃平(2) 1361
１１０ｍＨ　(7月21日) 氷上 16"4(0.0) ゆりのき台 15"6(0.0) 氷上 17"0(0.0) 丹南 18"2(-0.1) 三田学園 17"7(0.0) 篠山 18"5(0.0) ゆりのき台 20"0(-0.1) 三田学園 22"2(0.0)
砲丸投 9m48 8m99 9m98 8m55 7m64 8m27 7m02 7m74
走高跳 1m74 1m55 1m55 1m68 1m60 1m40 1m55 1m55
４００ｍ 57"1 55"4 57"1 57"6 56"7 62"7 62"4 60"2

優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ゆりのき台　　１０８点 氷　　上　　７４．５点 三田学園　　６１点 けやき台　５７点 藍　　　　　　５０点 　 篠　　山　　４４点 山　　南　　４１点 春　　日　　３８．５点
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第5８回丹有地区総合体育大会陸上競技大会 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

入賞者一覧 三木総合防災公園第２陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生女子１００ｍ 木戸　奈津希 13"0 尾崎　愛子 13"1 大西　舞 13"3 吉田　千夏 13"3 藤井　瞳 13"4 東角　亞紀子 13"5 柳川瀬ひかる 13"6 小田　瑠美 13"8

(7月21日) 篠山東 -0.3 けやき台 -0.3 篠山 -0.3 三田長坂 -0.3 上野台 -0.3 三田長坂 -0.3 山南 -0.3 富士 -0.3

２年生女子１００ｍ 西田　文香 12"7 後藤　和 12"8 藤原　里奈 13"4 門脇　優花 13"8 細見　温子 14"0 足立　夏希 14"0 池上　萌絵 14"3 宿院　璃沙 15"5

(7月21日) ゆりのき台　大会新 0.0 山南　　大会新 0.0 山南 0.0 けやき台 0.0 春日 0.0 氷上 0.0 氷上 0.0 富士 0.0

１年生女子１００ｍ 大谷　ひろ子 14"1 北勝　千明 14"2 鳥越　遥 14"3 川阪　乃愛 14"5 東　愛 14"5 和田　千佳 14"5 梅田　里紗 14"6

(7月22日) 狭間 +0.3 ゆりのき台 +0.3 けやき台 +0.3 八景 +0.3 上野台 +0.3 春日 +0.3 山南 +0.3

共通女子２００ｍ 後藤　和(2) 27"2 西田　文香(2) 27"2 進藤　晴香(3) 28"2 木戸　奈津希(3) 28"3 藤井　瞳(3) 28"3 尾崎　愛子(3) 28"4 足立　夏希(2) 30"4

(7月22日) 山南 -1.0 ゆりのき台 -1.0 氷上 -1.0 篠山東 -1.0 上野台 -1.0 けやき台 -1.0 氷上 -1.0

共通女子８００ｍ 藪田　梨沙(3) 2'21"4 中野　有希子(2) 2'24"7 小舘　実幸(2) 2'26"0 牟田　瑞穂(3) 2'32"1 三宅　沙映(2) 2'34"0 大木　菜摘(2) 2'34"4 藤本　稀恵(3) 2'39"7 横井　美夏(3) 2'42"0

(7月22日) けやき台 大会新 八景 大会新 上野台 八景 けやき台 氷上 篠山 篠山

共通女子１５００ｍ 藪田　梨沙(3) 4'46"3 中野　有希子(2) 4'52"5 小舘　実幸(2) 4'56"1 榎本　真梨菜(2) 5'07"8 大木　菜摘(2) 5'08"3 梶谷　美波(3) 5'11"6 福井　結女(2) 5'15"6 関口　里奈(1) 5'17"5

(7月21日) けやき台 大会新 八景 大会新 上野台 大会新 ゆりのき台 氷上 ゆりのき台 篠山 けやき台

共通女子１００ｍＨ 吉田　千夏(3) 15"0 東角　亞紀子(3) 15"8 藤村　晶子(3) 16"2 吉田　真子(3) 16"7 伊藤　奈都美(2) 16"7 宮崎　真帆(2) 16"8 烏川　麻依子(3) 17"0 古林　瑞希(3) 17"0

(7月22日) 三田長坂 -0.5 三田長坂 -0.5 丹南 -0.5 ゆりのき台 -0.5 狭間 -0.5 八景 -0.5 けやき台 -0.5 篠山東 -0.5

共通女子４×１００ｍＲ 山南 52"7 篠山 53"8 けやき台 54"1 三田長坂 54"3 氷上 54"5 富士 55"4 ゆりのき台 55"6 篠山東 56"0

(7月22日) 柳川瀬ひかる(3) 池田　瑛里香(3) 島津　絵梨奈(3) 大江　那奈(3) 池上　萌絵(2) 東谷　美瑞姫(3) 秋吉　優香(3) 松本　美都(3)

後藤　和(2) 水ヶ保　亜希(3) 烏川　麻依子(3) 吉田　千夏(3) 隅田　優歩(3) 宿院　璃沙(2) 吉田　真子(3) 木戸　奈津希(3)

木下　果奈(3) 井上　菜帆(3) 中川　絢賀(3) 織田　真衣(2) 山下　愛里沙(3) 小玉　寧音(3) 土井　梨沙(3) 神納　由起子(3)

藤原　里奈(2) 大西　舞(3) 尾崎　愛子(3) 東角　亞紀子(3) 進藤　晴香(3) 小田　瑠美(3) 長井　彩香(3) 古林　瑞希(3)

低学年女子４×１００ｍＲ ゆりのき台 54"0 けやき台 55"1 狭間 55"6 篠山 56"6 氷上 57"6 八景 57"9 青垣 61"8

(7月21日) 小山　莉加子(2) 廣瀬　萌(2) 亀園　杏(2) 山口　あかり(2) 坂上　里空(2) 山本　彩莉紗(2) 足立　亜美(2)

北勝　千明(1) 鳥越　遥(1) 大谷　ひろ子(1) 大西　蘭(1) 田中　綾(1) 川阪　乃愛(1) 宮本　真央(1)

橋本　麻央(1) 三瀬　景子(1) 矢島　照子(1) 杉原　唯衣(1) 長奥　智美(1) 若林　伽?(1) 大字　穂波(1)

西田　文香(2) 門脇　優花(2) 西畑　実樹(2) 大森　麻由(2) 足立　夏希(2) 馬場　晴美(2) 土田　あき恵(2)

共通女子走高跳 土井　梨沙(3) 1m52 西山　実香(3) 1m49 高島　恵(3) 1m46 小山　莉加子(2) 1m40 加納恵理子(3) 1m30 小川　杏奈(3) 1m30 古杉　みか(3) 1m25 本庄　佑衣(2) 1m25

(7月22日) ゆりのき台 篠山 藍 ゆりのき台 狭間 八景 丹南 氷上

共通女子走幅跳 大西　舞(3) 4m77 長井　彩香(3) 4m60 池田　瑛里香(3) 4m54 大江　那奈(3) 4m53 池上　萌絵(2) 4m49 上田　美咲(3) 4m47 大谷　ひろ子(1) 4m39 秋吉　優香(3) 4m30

(7月21日) 篠山 -0.1 ゆりのき台 0.0 篠山 -0.1 三田長坂 0.0 氷上 0.0 柏原 0.0 狭間 0.0 ゆりのき台 +0.4

共通女子砲丸投 小谷本　里穂(3) 11m15 岡本　杏奈(3) 10m86 川島　理紗(3) 10m51 簑島　由衣子(3) 10m26 小田　晴奈(3) 9m40 板垣　すみれ(2) 9m11 佐竹　麻里奈(3) 8m86 前田　美波(3) 8m66

(7月22日) 八景 篠山 けやき台 けやき台 三田長坂 三田長坂 氷上 氷上

共通女子円盤投 岡本　杏奈(3) 25m60 川島　理紗(3) 24m94 田中　亜希(3) 23m65 板垣　すみれ(2) 22m98 荒木　千草(3) 21m22 林　奈苗(3) 21m19 小田　晴奈(3) 19m92 日原　優花子(2) 18m72

(7月21日) 篠山 けやき台 八景 三田長坂 八景 けやき台 三田長坂 狭間

女子四種競技 亀園　杏(2) 2258 伊藤　奈都美(2) 2004 小川　杏奈(3) 1639 西山　実香(3) 1592 土井　梨沙(3) 1548 吉谷　成美(3) 1532 坂上　里空(2) 1311 石川　茉由子(3) 1250

１００ｍＨ　(7月21日) 狭間 16"3(-0.3) 狭間 16"0(-0.3) 八景 19"0(-0.3) 篠山 21"9(-0.1) ゆりのき台 20"8(-0.1) けやき台 17"9(-0.3) 氷上 21"1(-0.1) ゆりのき台 21"9(-0.1)

走高跳 1m46 1m35 1m30 1m43 1m52 1m15 1m20 1m35

砲丸投 8m44 6m45 8m28 8m53 5m57 7m61 7m49 6m61

２００ｍ 28"1(-0.1) 28"7(-0.1) 30"3(-0.1) 30"0(-0.1) 30"4(-0.1) 30"7(-0.1) 30"5(0.0) 32"1(0.0)

優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

けやき台　　８１点 ゆりのき台　　７１点 篠　　山　　６４点 八　　景　５７点 三田長坂　　　４７点 　 狭　　間　　４０点 氷　　上　　３８点 山　　南　　３３点
女子総合成績
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