
第５４回　全日本中学校通信陸上競技兵庫県大会
入賞者一覧 平成20年7月5日(土) ～ 平成20年7月6日(日)

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生男子１００ｍ 山田　裕貴 11"00 濱谷　宜慶 11"01 森岡　昭太 11"15 山脇　尚也 11"27 廣瀬　綱磯 11"37 田中　裕太 11"40 福満  友輔 11"48 村上　遼 11"48

(7月5日) 東光 +1.7 志方 +1.7 平野 +1.7 宝殿 +1.7 青雲 +1.7 星陵台 +1.7 常陽 +1.7 本山南　※７位同着 +1.7

２年生男子１００ｍ 三崎　大樹 11"28 渡邉　康裕 11"39 西川　晃輝 11"58 浮氣　将裕　　　　 11"66 稲田　昇平 11"70 大川　順也 11"70 荒木　暉 11"79 濱口　一貴 11"81

(7月5日) 白川台 +2.0 櫨谷 +2.0 揖保川 +2.0 浜の宮 +2.0 伊丹南 +2.0 深津　※５位同着 +2.0 篠山 +2.0 苦楽園 +2.0

１年生男子１００ｍ 村上　拓巳 11"80 中井　啓心 11"96 段林　翔希 12"04 福岡　良祐 12"04 下原口　嗣人 12"25 近藤　巧 12"28 渡邊　健登 12"34 宮部　真之介 12"45

(7月5日) 岩岡 +1.5 青雲 +1.5 鈴蘭台 +1.5 城山 +1.5 伊丹南 +1.5 甲陵 +1.5 深津 +1.5 安室 +1.5

共通男子２００ｍ 段林　大地(3) 22"63 濱谷　宜慶(3) 22"79 森岡　昭太(3) 22"92 小立　明治(3) 22"94 三崎　大樹(2) 23"15 黒田　昌資(3) 23"25 西野　湧次(3) 23"32

(7月6日) 鈴蘭台 +1.2 志方 +1.2 平野 +1.2 港島 +1.2 白川台 +1.2 新宮 +1.2 甲武 +1.2

共通男子４００ｍ 山本　雄大(3) 51"48 貴伝名　拓朗(3) 51"82 表口　周平(3) 52"41 村上　悠平(3) 52"64 岡田　昂大(3) 52"75 藤井　俊樹(3) 53"22 川西 修平(3) 63"60

(7月5日) 飾磨西 加古川 新宮 岩岡 八景 上野台 猪名川

共通男子８００ｍ 永信　明人(3) 2'00"97 山本　雄大(3) 2'02"67 山本　大志(3) 2'03"60 小林　毅司(3) 2'04"96 川端　祥太(3) 2'06"17 杉森　亮太(3) 2'07"04 工藤　大輝(3) 2'09"15 杉森　勇太(3) 2'09"84

(7月6日) 吉川 飾磨西 小野南 養父 鈴蘭台 太山寺 北条 太山寺

共通男子１５００ｍ 妻藤　圭祐(3) 4'14"25 福山　知司(3) 4'15"84 太田　健哉(3) 4'18"38 村上　優輝(2) 4'19"18 杉森　亮太(3) 4'23"91 田内　誠人(3) 4'26"39

(7月5日) 光ガ丘 上月 多田 大原 太山寺 加古川山手

１年生男子１５００ｍ 藤原　滋紀 4'35"02 長谷川　隼 4'35"08 川東　慶之 4'37"18 前田　隆亮 4'38"21 福川　貴史 4'40"67 木島　尚人 4'41"25 増田 悠二 4'41"44 藤長 博文 4'41"50

(7月5日) 平岡 旭丘 三木東 揖保川 猪名川 苦楽園 揖保川 太子西

共通男子３０００ｍ 樋上　滝太朗(3) 9'02"27 牛尾　太郎(3) 9'14"28 稲住　拓(3) 9'14"71 赤尾　和貴(3) 9'16"68 川島　大典(3) 9'17"09 杉本　耀太(2) 9'17"16 村上　優輝(2) 9'17"82 内村　亮(3) 9'18"26

(7月6日) 高倉 北条 平野 大原 神戸長坂 荒井 大原 ゆりのき台

共通男子１１０ｍＨ 田中　新也(3) 14"32 萩本　颯(3) 14"92 大薗　拓未(3) 14"94 竹中　勇人(3) 15"16 近藤　英人(3) 15"21 前田  健太郎(3) 15"28 片岡　篤志(3) 15"37 田中　竜太(3) 15"56

(7月6日) 小野南 -0.2 二見 -0.2 赤穂西 -0.2 平岡 -0.2 甲陵 -0.2 伊丹北 -0.2 西脇 -0.2 豊岡北 -0.2

共通男子４×１００ｍＲ 青雲 44"49 篠山 45"22 伊川谷 45"40 有野北 45"42 西脇 45"71 神大附住吉 45"78 加古川 45"92

(7月6日) 大樹　聖也(3) 荒木　暉(2) 中村　亘(3) 築谷　佳人(3) 村井　亮介(3) 木梨　知輝(3) 田村　将也(3)

魚里　勇介(3) 伏田　圭佑(2) 田中　豊(3) 古池　秀次(3) 近江田　啓真(2) 清水　浩考(3) 山田　忠志(3)

薩摩　準(3) 岡本　晃宗(2) 津田　啓暉(3) 宮脇　秀一(3) 片岡　篤志(3) 照田　奎輔(3) 亀田　浩司(3)

廣瀬　綱磯(3) 田中　優(3) 岡元　智也(3) 小林　亮(2) 小澤　秀光(3) 児玉　雅宏(3) 貴伝名　拓朗(3)

共通男子走高跳 八巻　輝力(3) 1m91 奥門　祥春(2) 1m80 廣田　直人(3) 1m80 長井　隆杜(3) 1m80 森　貴洋(3) 1m75 高木 達馬(3) 1m75 深水　嵩博(3) 1m75 中林　昌和(3) 1m70
(7月6日) 福田 兵教大附 小田北 西脇南 豊岡北 明峰 有野北 広陵
共通男子棒高跳 大石　淳平(3) 3m65 神吉　由馬(3) 3m60 岡本　大史(3) 3m40 大城　明(3) 3m40 荒木　洋祐(3) 3m20 小谷　涼二(3) 3m20 鈴木　龍馬(3) 3m00 中嶋　智弘(3) 3m00
(7月6日) 稲美北 神吉 播磨南 武庫 学文 豊岡南 小田南 氷丘

草部　宗己(3) 3m00
播磨南

共通男子走幅跳(決勝) 小林　亮(3) 6m51 立石　　匡(3) 6m50 井上　敬太(3) 6m37 坂口　衛(3) 6m31 伏田　圭佑(3) 6m28 藤原　祐太郎(3) 6m25 川崎　裕登(3) 6m21 東本　和将(3) 6m06
(7月5日) 有野北 +1.7 学文 +1.2 春日 +1.3 丹南 +0.9 篠山 +1.4 神崎 +1.3 和田山 +0.8 淳心 +2.0
共通男子砲丸投(決勝) 原　友樹(3) 13m82 安田 賢一(3) 13m36 藤原　祥晃(3) 13m29 磯本　昂甫(2) 13m12 古池　秀次(3) 13m04 松百　友樹(3) 12m20 森　大地(2) 12m15 川邉　航大(3) 12m07
(7月6日) 福田 明峰 大原 志方 有野北 淳心 宝殿 豊岡北

男子四種競技 田中　新也(3) 2786点 廣田　直人(3) 2495点 今坂　郷宏(3) 2478点 永田　駿祐(3) 2385点 長井　隆杜(3) 2376点 深水　嵩博(3) 2348点 清水　健太(3) 2305点 丸山　靖弘(3) 2219点

１１０ｍＨ　(7月5日) 14"89(+0.9)；863点 15"62(+0.9)；776点 15"96(0.0)；737点 15"30(+0.9)；814点 16"33(+0.3)；696点 15"80(0.0)；755点 16"57(0.0)；670点 16"25(0.0)；705点

砲丸投 11m68；587点 12m00；606点 12m60；643点 10m99；545点 10m56；519点 11m21；559点 9m91；480点 10m66；525点

走高跳 小野南 1m80；627点 小田北 1m71；552点 四郷 1m65；504点 浜脇 1m55；426点 西脇南 1m74；577点 有野北 1m71；552点 有野 1m71；552点 稲美北 1m60；464点

４００ｍ 52"36；709点 55"96；561点 55"11；594点 54"98；600点 55"37；584点 58"05；482点 54"90；603点 56"89；525点
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第５４回　全日本中学校通信陸上競技兵庫県大会
入賞者一覧 平成20年7月5日(土) ～ 平成20年7月6日(日)

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生女子１００ｍ 内藤　由夏 12"17 内橋　美沙 12"44 上垣　麻衣子 12"46 柳　真代 12"55 小泉　景子 12"56 後藤　和 12"57 白石　成美 12"61 木内　絢子 12"76

(7月5日) 井吹台 +1.7 西脇南 +1.7 学文 +1.7 宝殿 +1.7 平岡南 +1.7 山南 +1.7 平岡 +1.7 学文 +1.7

２年生女子１００ｍ 村上　彩花 12"38 岡　由依子 12"61 西口　桃子 12"64 田中　杏梨 12"82 大山　紫帆 12"83 後藤　瑠美 12"90 小林　美咲 12"96 小倉　穂乃子 13"05

(7月5日) 宝殿 +1.9 加古川 +1.9 白陵 +1.9 井吹台 +1.9 平岡 +1.9 宝殿 +1.9 増位 +1.9 井吹台 +1.9

１年生女子１００ｍ 秦　なつめ 12"78 澤井　碧香 13"14 崎野　楓 13"18 城谷　美沙希 13"19 白野　里佳 13"27 下村　香穂 13"44 藤島　綾音 13"52 小谷　麻優美 13"60

(7月5日) 上ヶ原 +2.0 伊川谷 +2.0 加古川 +2.0 三木東 +2.0 神吉 +2.0 白川台 +2.0 精道 +2.0 浜坂 +2.0

共通女子２００ｍ 村上　彩花(2) 25"55 内藤　由夏(3) 25"64 丹羽野　祐菜(3) 26"03 畑　佐和子(3) 26"04 白石　成美(3) 26"05 柳　真代(3) 26"25 今岡　由佳(2) 26"60 宇都宮 絵莉(3) 26"62

(7月6日) 宝殿 +0.5 井吹台 +0.5 苦楽園 +0.5 甲武 +0.5 平岡 +0.5 宝殿 +0.5 旭丘 +0.5 平岡南 +0.5

共通女子８００ｍ 渡辺　真央(3) 2'14"91 森本　新菜(3) 2'15"85 坂井　美佳(3) 2'16"26 澤井　喜百(1) 2'16"56 新畑　侑里(3) 2'16"79 日坂　文子(3) 2'18"03 中田　茉梨夏(3) 2'20"10

(7月6日) 大久保 小野 広嶺 氷丘 学文 加古川山手 南淡

共通女子１５００ｍ 渡辺　真央(3) 4'34"32 森本　新菜(3) 4'34"53 家納　梓(3) 4'37"76 小林　美香(2) 4'41"87 名間　望(2) 4'42"32 中野　有希子(3) 4'44"26 奥田　麻友(3) 4'45"90 北野　芽衣(3) 4'47"60

(7月5日) 大久保 小野 新宮 本山 西落合 八景 旭丘 中谷

共通女子１００ｍＨ 内橋　美沙(3) 14"35 藤本　奈那(2) 14"43 飯田　郁未(3) 14"48 大矢　莉子(3) 14"67 濱本　恵美(3) 14"70 森田　有香(3) 14"71 石井　佑奈(3) 14"82 柏木　彩江(3) 14"83

(7月6日) 西脇南 +0.7 福崎東 +0.7 港島 +0.7 荒牧 +0.7 江井島 +0.7 御影 +0.7 伊川谷 +0.7 青雲 +0.7

共通女子４×１００ｍＲ 学文 48"90 井吹台 49"63 上ヶ原 50"02 平岡南 50"07 平岡 50"17 加古川 50"90 松陽 51"03 荒牧 51"52

(7月6日) 上垣　麻衣子(3) 小倉　穂乃子(2) 日高　眞妃(2) 森下　千恵(3) 鎌倉　冬梅(3) 崎野　楓(1) 荒田　穂香(3) 原田 瑠美(3)

大西　美月(3) 田中　杏梨(2) 髙原　春伽(3) 浅野　史帆(3) 大山　紫帆(2) 坪田　真優(3) 藤村　かれん(2) 西野 菜摘(3)

広野　陽子(3) 中野　絵理子(2) 堀田　尚子(3) 小泉　景子(3) 大北　瑠美(2) 波壁　麻結(3) 笠井　紗希子(2) 石田  あかり(2)

木内　絢子(3) 内藤　由夏(3) 秦　なつめ(1) 宇都宮 絵莉(3) 白石　成美(3) 岡　由依子(2) 角谷　安友奈(3) 大矢　莉子(3)

共通女子走高跳 西村　莉子(3) 1m60 元山　さやか(3) 1m60 津田　梨帆(3) 1m57 神﨑　風香(2) 1m54 眞鍋　知花(3) 1m51 田中　碧(3) 1m51 弦田　れい愛(2) 1m51 木村　奈津(2) 1m48

(7月6日) 櫨谷 舞子 御津 西神 福田 御影 甲陵 福崎東

共通女子走幅跳(決勝) 宇都宮 絵莉(3) 5m86 上村　彩由里(3) 5m51 上垣　麻衣子(3) 5m48 藤井　まりあ(2) 5m39 川崎 翔子(3) 5m25 笹倉　珠実(2) 5m23 山﨑　有紗(3) 5m18 佐藤　みのり(3) 5m01

(7月5日) 平岡南　　大会新 +1.4 小園 +1.9 学文 +1.8 広畑 +1.4 精道 +2.0 西脇南 +1.9 大津 +2.0 東谷 +1.8

共通女子砲丸投(決勝) 武中　晴佳(3) 12m76 桃井　悠希(3) 12m63 山手　瑞貴(3) 12m61 森岡　友恵(3) 12m53 金子　芽久美(3) 12m51 山田　夏菜(3) 12m50 福田　彩(3) 12m20 岸本　紋芽(2) 11m89

(7月5日) 豊岡南 御影 増位 常陽 播磨南 浜脇 網干 新宮

女子四種競技 藤本　奈那(2) 2735点 山本　彩乃(3) 2591点 吉田　仁美(3) 2558点 津田　梨帆(3) 2398点 田中　碧(3) 2390点 亀園　杏(3) 2382点 廣野　有紀(3) 2337点 服部　麻彩(3) 2329点

１００ｍＨ　(7月5日) 14"58(+1.7)；898点 15"05(+1.7)；835点 15"36(+1.7)；795点 16"13(+0.4)；698点 16"24(+0.4)；685点 16"71(+0.4)；630点 15"62(+1.7)；762点 15"55(+1.7)；770点

走高跳 1m43；544点 1m43；544点 1m46；577点 1m58；712点 1m49；610点 1m46；577点 1m40；512点 1m46；577点

砲丸投 福崎東 11m00；595点 広嶺 9m04；467点 福田 9m30；484点 御津 7m30；354点 御影 8m57；436点 狭間 9m60；503点 龍野東 7m98；398点 西脇南 7m75；383点

２００ｍ 27"17(+1.9)；698点 26"61(+1.9)；745点 27"12(+1.9)；702点 27"96(+1.9)；634点 27"64(+1.9)；659点 27"48(+1.6)；672点 27"57(+1.6)；665点 28"41(+1.6)；599点

総　　 務
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