
中播地区中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

姫路市陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生男子１００ｍ 大矢　晃義 12"25 山田　寛之 12"36 辻川　淳 12"36 星長　翔太 12"42 宇治　亮佑 12"44 西岡　寛人 12"45 八幡　耀平 12"49 松尾　瑞己 12"50

(7月21日) 姫路東 -1.4 朝日 -1.4 安室 -1.4 広畑 -1.4 山陽 -1.4 山陽 -1.4 飾磨西 -1.4 広嶺 -1.4

２年生男子１００ｍ 山田　裕貴 11"81 水野　好喜 11"91 大平　晃久 12"08 住本　晃大 12"30 家田　敬司 12"74 東本　和将 12"79 春山　尚平 12"82 山崎　駿 12"88

(7月21日) 東光 -0.4 高丘 -0.4 朝日 -0.4 広畑 -0.4 大津 -0.4 淳心 -0.4 夢前 -0.4 淳心 -0.4

１年生男子１００ｍ 加世田　達弥 12"80 安田　海渡 12"86 太田　勝也 13"06 木村　樹 13"23 生田　仁志 13"24 中島　進大郎 13"34 渡辺　知大 13"37 大谷　泰博 13"39

(7月22日) 安室 -1.7 大津 -1.7 姫路灘 -1.7 広畑 -1.7 福崎東 -1.7 城山 -1.7 置塩 -1.7 安室 -1.7

共通男子２００ｍ 大澤　拓也(3) 23"41 山田　裕貴(2) 23"59 伊賀　元彦(3) 24"39 水野　好喜(2) 24"47 住本　晃大(2) 24"75 山田　寛之(3) 24"81 大平　晃久(2) 25"11 大矢　晃義(3) 25"12

(7月22日) 姫路東 -2.2 東光 -2.2 広畑 -2.2 高丘 -2.2 広畑 -2.2 朝日 -2.2 朝日 -2.2 姫路東 -2.2

共通男子４００ｍ 大澤　拓也(3) 51"48 田中　健士郎(3) 52"02 山本　雄大(2) 53"33 友田　晴次(3) 54"43 加島　太成(3) 54"43 三輪　裕城(3) 55"82 高橋　卓也(3) 56"48 伊賀　元彦(3) 58"48

(7月21日) 姫路東 増位 飾磨西 姫路東 増位 大的 神崎 広畑

共通男子８００ｍ 田中　健士郎(3) 2'06"72 加島　太成(3) 2'08"15 前川　拓美(2) 2'08"33 小寺　惇也(3) 2'08"35 埴岡　雅史(3) 2'08"40 高橋　卓也(3) 2'15"64 柳田　光輝(3) 2'17"20 佐々木　涼(3) 2'21"17

(7月22日) 増位 増位 神崎 大河内 香寺 神崎 山陽 城山

共通男子１５００ｍ 松岡　晃弘(3) 4'21"53 井上　玲於(3) 4'23"07 横田　貴之(2) 4'24"62 宮崎　浩輔(3) 4'25"44 大垣　博満(3) 4'34"96 埴岡　雅史(3) 4'36"14 正城　雄大(3) 4'38"59 吉本　勇一(3) 4'39"09

(7月21日) 福崎東 山陽 広畑 飾磨西 姫路東 香寺 大河内 菅野

１年生男子１５００ｍ 小南　祐介 4'36"99 瀧北　英和 4'38"97 岸田　空 4'45"11 藤本　慎也 4'46"53 松岡　亮佑 4'48"72 田中　雄也 4'54"49 小西　生眞 4'55"55 久保　了太 5'00"18

(7月21日) 朝日 大的 大白書 福崎東 朝日 姫路東 飾磨中部 姫路東

共通男子３０００ｍ 井上　玲於(3) 9'33"13 松岡　晃弘(3) 9'37"93 塚本　健太(3) 9'38"39 大垣　博満(3) 9'45"68 横田　貴之(2) 9'55"24 神崎　寛貴(3) 9'57"03 正城　雄大(3) 10'00"03 宮崎　浩輔(3) 10'01"92

(7月22日) 山陽 福崎東 朝日 姫路東 広畑 香寺 大河内 飾磨西

共通男子１１０ｍＨ 穐山　聖樹(3) 17"05 後藤　大輔(3) 17"60 山内　誠(3) 17"62 横山　僚(3) 17"62 岩谷　拓磨(3) 19"26 福田　剛士(2) 19"33 伊藤　拓哉(1) 21"58 吉本　達哉(1) 22"29

(7月22日) 増位 -2.2 福崎東 -2.2 増位 -2.2 大白書 -2.2 大白書 -2.2 飾磨東 -2.2 山陽 -2.2 高丘 -2.2

共通男子４×１００ｍＲ 姫路東 45"97 広畑 46"69 増位 47"56 広嶺 47"69 山陽 47"75 豊富 47"92 花田 47"97 飾磨西 48"00

(7月22日) 神保原　駿(3) 櫻井　将雄(3) 穐山　聖樹(3) 矢部　悠生(3) 片岡　卓也(3) 児島　圭悟(2) 河上　力(3) 岡崎　祐介(3)

大澤　拓也(3) 伊賀　元彦(3) 寺内　祐希(3) 西井　広大(3) 西岡　寛人(3) 竹川　裕貴(2) 川﨑　和也(3) 八幡　耀平(3)

友田　晴次(3) 星長　翔太(3) 田中　健士郎(3) 鐘ヶ江　滉一(3) 黒田　昂希(3) 奥田　悠太(2) 吉崎　大二郎(3) 谷川　淳哉(3)

大矢　晃義(3) 住本　晃大(2) 山内　誠(3) 松尾　瑞己(3) 宇治　亮佑(3) 奥田　譲(3) 関本　展章(3) 薄井　康峻(3)

低学年男子４×１００ｍＲ 飾磨東 49"04 大津 49"08 福崎東 50"25 広畑 50"50 増位 52"15 夢前 54"61

(7月21日) 福田　剛士(2) 栄　雅貴(2) 福永　修平(2) 森井　寛紀(2) 小林　祐生(2) 轟　慎之輔(2)

甲田　大貴(1) 戸倉　祐斗(1) 生田　仁志(1) 木村　樹(1) 吉井　康容(1) 岡田　貴也(1)

藤原　佑介(1) 山下　智博(1) 城谷　俊介(1) 押川　裕則(1) 高橋　瑞樹(1) 下薗　達也(1)

安宮　大輔(2) 安積　周吾(2) 森脇　將(2) 桝本　将弘(2) 岡部　翔平(2) 春山　尚平(2)

共通男子走高跳 川﨑　和也(3) 1m77 奥田　譲(3) 1m74 鐘ヶ江　滉一(3) 1m71 荒木　亮(3) 1m71 山本　琢磨(3) 1m71 奥田　悠太(2) 1m71 安宮　大輔(2) 1m60 菊地　拓海(3) 1m55

(7月22日) 花田 豊富 広嶺 高丘 朝日 豊富 飾磨東 安室

共通男子走幅跳 田中　佑治(3) 5m76 西井　広大(3) 5m69 寺内　祐希(3) 5m66 河上　力(3) 5m61 齊藤　悠希(3) 5m59 奥田　譲(3) 5m57 村上　悟(3) 5m53 藤原　祐太郎(2) 5m51

(7月21日) 福崎東 +0.5 広嶺 +0.1 増位 0.0 花田 0.0 福崎東 0.0 豊富 +0.6 安室 +0.3 神崎 +0.4

共通男子三段跳 鐘ヶ江　滉一(3) 12m43 田中　佑治(3) 12m05 寺内　祐希(3) 12m00 齊藤　悠希(3) 11m92 馬場　隆太(3) 11m85 友田　晴次(3) 11m78 西井　広大(3) 11m66 三輪　裕城(3) 11m26

(7月22日) 広嶺 +1.5 福崎東 +1.4 増位 +1.6 福崎東 +0.8 広畑 +1.8 姫路東 +1.6 広嶺 +1.2 大的 +0.4

共通男子砲丸投(5kg) 山内　誠(3) 12m93 望月　雄介(3) 12m89 竹内　誠(3) 12m65 福永　修平(2) 12m12 北村　祥博(3) 11m92 荒木　亮(3) 11m67 松百　友樹(2) 11m57 松岡　晃司(3) 11m42

(7月22日) 増位 大会新 姫路東 大会新 高丘 大会新 福崎東 大会新 増位 大会新 高丘 大会新 淳心 大会新 朝日 大会新

共通男子円盤投 望月　雄介(3) 48m64 坪田　直樹(3) 45m95 岡上　統彦(3) 40m89 山田　賀之(3) 40m69 福永　修平(2) 39m59 今坂　郷宏(2) 39m50 竹内　誠(3) 38m47 杉山　玲央(3) 36m80

(7月21日) 姫路東 飾磨東 飾磨中部 飾磨中部 福崎東 四郷 高丘 増位

共通男子四種競技 後藤　大輔(3) 2143 穐山　聖樹(3) 2061 山本　琢磨(3) 1923 今坂　郷宏(2) 1833 矢部　悠生(3) 1545 木村　宏彰(2) 1417 片岡　卓也(3) 1382 乾　隆市郎(3) 1151

１１０ｍＨ　(7月21日) 福崎東 16"78(+0.5) 増位 16"39(+0.5) 朝日 18"25(+1.1) 四郷 19"06(+0.5) 広嶺 19"96(+0.5) 飾磨西 19"62(+1.1) 山陽 18"05(+1.1) 大的 21"26(+0.5)

砲丸投 12m56 10m06 9m78 10m42 9m61 7m78 7m91 7m99

走高跳 1m55 1m68 1m65 1m55 1m35 1m40 1m30 1m30

４００ｍ 59"50 61"76 59"02 58"40 59"00 61"40 65"25 64"29
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中播地区中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22日(日)

姫路市陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生女子１００ｍ 井上　菜摘 13"13 吉本　有希 13"14 橘　美有 13"24 太田　菜月 13"27 笹井　麻衣香 13"29 高橋　希和子 13"57 竹内　澪 13"77 中島　真実 14"06

(7月21日) 網干 -1.3 高丘 -1.3 家島 -1.3 飾磨西 -1.3 朝日 -1.3 姫路灘 -1.3 福崎西 -1.3 大的 -1.3

２年生女子１００ｍ 生田　千夏 13"31 福田　彩 13"71 平岡　里菜 13"72 小椋　千笑 13"72 小林　佳代 13"85 篠原　茜 13"85 黒田　知沙 13"86 桑原　苗代 13"93

(7月21日) 広畑 -1.2 網干 -1.2 大津 -1.2 増位 -1.2 香寺 -1.2 姫路灘 -1.2 香寺 -1.2 賢明 -1.2

１年生女子１００ｍ 今城　真由香 13"76 濵本　侑花 13"82 中里　紗央 14"04 藤澤　詩歩 14"12 藤本　奈那 14"14 歌野　千晶 14"21 小林　美咲 14"26 中村　亜梨沙 14"42

(7月22日) 広畑 -1.6 網干 -1.6 広畑 -1.6 姫路灘 -1.6 福崎東 -1.6 姫路灘 -1.6 増位 -1.6 飾磨西 -1.6

共通女子２００ｍ 笹井　麻衣香(3) 27"65 橘　美有(3) 27"93 高橋　希和子(3) 27"94 中塚　由芽(2) 28"58 吉岡　詩織(2) 28"88 平岡　里菜(2) 29"04 竹内　澪(3) 29"06 小椋　千笑(2) 29"52

(7月22日) 朝日 -1.8 家島 -1.8 姫路灘 -1.8 山陽 -1.8 増位 -1.8 大津 -1.8 福崎西 -1.8 増位 -1.8

共通女子８００ｍ 大森　由香子(3) 2'19"37 清水　里保(3) 2'19"46 坂井　美佳(2) 2'20"57 中川　侑美(2) 2'23"22 溝渕　香織(3) 2'25"15 松尾　香奈(3) 2'26"04 永吉　愛花(3) 2'26"61 小西　萌子(3) 2'32"46

(7月22日) 飾磨中部 香寺 広嶺 山陽 朝日 広嶺 姫路灘 姫路灘

共通女子１５００ｍ 大森　由香子(3) 4'46"89 坂井　美佳(2) 4'48"52 溝渕　香織(3) 4'49"74 小西　萌子(3) 4'50"09 永吉　愛花(3) 4'52"79 片田　江保(2) 4'58"37 中川　侑美(2) 5'00"93 平林　愛(2) 5'03"30

(7月21日) 飾磨中部 広嶺 朝日 姫路灘 姫路灘 朝日 山陽 四郷

共通女子１００ｍＨ 吉本　有希(3) 15"14 太田　菜月(3) 15"42 中西　梨菜(3) 15"49 山本　彩乃(2) 15"75 古指　伊織(3) 16"14 井上　菜摘(3) 16"30 小松原　佐紀(2) 16"52 松野　明日香(3) 16"63

(7月22日) 高丘 -1.7 飾磨西 -1.7 朝日 -1.7 広嶺 -1.7 姫路灘 -1.7 網干 -1.7 飾磨西 -1.7 高丘 -1.7

共通女子４×１００ｍＲ 高丘 51"92 朝日 52"82 香寺 53"26 飾磨西 53"56 大津 53"63 姫路灘 53"90 家島 54"05 網干 54"18

(7月22日) 前田　実里(2) 中原　萌(1) 小林　佳代(2) 松山　知世(3) 中野　綾香(2) 柴田　紗希(3) 安井　美伽(3) 玉島　実咲(3)

尾﨑　梨乃(3) 中西　梨菜(3) 宮木　優(3) 下垣　若奈(3) 吉井　裕梨(2) 高橋　希和子(3) 中上　理渚(2) 山田　咲(2)

山下　真実(3) 山本　誓華(3) 小野　菜々美(3) 松本　昌子(3) 山﨑　有紗(2) 楠田　沙輝(3) 山本　英里(3) 井上　菜摘(3)

吉本　有希(3) 笹井　麻衣香(3) 黒田　知沙(2) 太田　菜月(3) 平岡　里菜(2) 藤澤　詩歩(1) 橘　美有(3) 平野　瑛葉(3)

低学年女子４×１００ｍＲ 網干 52"67 広畑 53"38 飾磨西 53"69 福崎東 54"25 増位 54"68 姫路灘 54"70 広嶺 55"15 山陽 55"23

(7月21日) 三枝　明佳(2) 大会新 松田　遥(2) 石井　あかね(2) 尾藤　珠美(2) 吉岡　詩織(2) 瀬崎　尚香(2) 沼田　紗也加(2) 南　朱音(2)

濵本　侑花(1) 藤井　まりあ(1) 髙橋　鼓(1) 藤本　奈那(1) 小林　美咲(1) 歌野　千晶(2) 舩橋　可奈(1) 栗岡　恵(1)

松島　玉弥(1) 中里　紗央(1) 中村　亜梨沙(1) 松岡　絵里(1) 穐山　梓(1) 松下　百合子(1) 松尾　日香留(1) ﾒﾄﾞﾗﾉ　ﾐﾂｴ(1)

福田　彩(2) 生田　千夏(2) 小松原　佐紀(2) 尾内　満侑子(2) 小椋　千笑(2) 篠原　茜(2) 山本　彩乃(2) 中塚　由芽(2)

共通女子走高跳 玉島　実咲(3) 1m54 和田　瑞希(3) 1m51 星野　阿子乃(3) 1m48 森本　いづみ(3) 1m48 藪口　友真(3) 1m48 尾﨑　梨乃(3) 1m48 今村　沙也(2) 1m45 石田　真季(3) 1m45

(7月22日) 網干 大河内 広嶺 姫路東 城山 高丘 山陽 朝日

共通女子走幅跳 友久　裕佳子(3) 5m06 藤井　まりあ(1) 5m06 松山　知世(3) 4m96 久木元　舞(3) 4m88 平野　瑛葉(3) 4m87 吉井　裕梨(3) 4m75 山﨑　有紗(2) 4m72 中塚　由芽(2) 4m63

(7月21日) 安室 ｾｶﾝﾄﾞ　4m99 -0.4 広畑　ｾｶﾝﾄﾞ　4m90 -0.9 飾磨西 -1.0 増位 0.0 網干 -0.2 大津 0.0 大津 -0.4 山陽 -0.1

共通女子砲丸投 山手　瑞貴(2) 11m78 山根　敦子(3) 11m31 小林　恵(3) 11m29 久保田　若菜(3) 11m24 今永　桃子(2) 10m56 内田　七海(2) 10m51 松田　亜耶香(3) 10m03 宮木　優(3) 10m01

(7月22日) 増位 高丘 飾磨中部 安室 増位 高丘 大津 香寺

共通女子円盤投 松井　舞香(3) 33m09 小林　恵(3) 32m38 豊國　史恵(3) 28m19 山根　敦子(3) 28m08 山手　瑞貴(2) 24m94 野口　絢華(3) 24m70 久保田　若菜(3) 22m70 黒田　華(3) 21m92

(7月21日) 飾磨中部 飾磨中部 福崎西 高丘 増位 高丘 安室 安室

共通女子四種競技 柳田　恭子(3) 2490 古指　伊織(3) 2348 久木元　舞(3) 2322 山本　彩乃(2) 2198 徳広　愛(2) 1793 田　英貴(2) 1685 真利　明香音(2) 1588 津崎　みどり(3) 1558

１００ｍＨ　(7月21日) 福崎東 15"53(+1.2) 姫路灘 15"61(+1.2) 増位 15"99(+1.2) 広嶺 15"49(+1.2) 賢明 16"63(+1.1) 高丘 18"97(+0.7) 姫路灘 20"61(+0.7) 安室 17"40(+1.2)

走高跳 1m48 1m45 1m40 1m25 1m25 1m40 1m35 1m20

砲丸投 9m79 7m68 10m85 8m22 5m96 7m02 9m28 5m95

２００ｍ 28"37(-0.2) 27"89(-0.2) 29"60(-0.2) 27"80(-0.2) 29"39(-0.5) 30"56(-0.5) 31"35(-0.5) 30"83(-0.5)

総合の部 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男女総合

男子総合

女子総合 広畑：36点 広嶺：34点

広嶺：67点 灘：57点

山陽：32点 高丘：29点

網干：46点 増位：43点 朝日：39点 飾磨中部：37点

姫路東：69点 広畑：52点 朝日：47点 広嶺：33点

広畑：88点 朝日：86点 高丘：77点 姫路東：74点増位：125点

増位：82点

女

子

ト

ラ

ッ

ク

灘：51点

福崎東：95点

福崎東：78点

高丘：48点

女

子

フ

ィ

ー

ル

ド

女

子

混

成


