
第５５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21年7月4日(土) ～ 平成21年7月5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 渡邉　康裕 10"99 三崎　大樹 11"11 稲田　昇平 11"17 浮氣　将裕 11"38 河根　竜太 11"44 荒木　暉 11"46 伊山　裕人 11"50

(7月4日) 櫨谷 +2.0 白川台 +2.0 伊丹南 +2.0 浜の宮 +2.0 狭間 +2.0 篠山 +2.0 関西学院 +2.0

２年生男子１００ｍ 段林　翔希 11"23 村上　拓巳 11"42 下原口　嗣人 11"62 近藤　巧 11"64 宮部　真之介 11"73 高橋　駿輔 11"82 福岡　良祐 11"93 岡　竜平 11"93

(7月4日) 鈴蘭台 +1.9 岩岡 +1.9 伊丹南 +1.9 甲陵 +1.9 安室 +1.9 八千代 +1.9 城山 +1.9 八景 +1.9

１年生男子１００ｍ 坂本　晴輝 12"14 國包　新 12"22 岸　隼也 12"23 榊　巌仁 12"45 宮下　大河 12"51 前田　侑輝 12"56 ﾃﾞ･ｿｳｻﾞ･ﾏｲｺﾝ 12"62 前田　翔太 12"62

(7月4日) 加古川 +0.4 龍野西 +0.4 有野北 +0.4 加古川 +0.4 伊川谷 +0.4 伊川谷 +0.4 北条 +0.4 和田山 +0.4

共通男子２００ｍ 矢吹　綜一郎(3) 22"79 西川　晃輝(3) 22"86 池　剛志(3) 23"03 稲田　昇平(3) 23"12 荻野　翔(3) 23"65 速水　公佑(3) 23"68 段林　翔希(2) 23"68 木村　樹(3) 24"11

(7月5日) 氷丘 +1.8 揖保川 +1.8 潮見 +1.8 伊丹南 +1.8 春日 +1.8 上甲子園 +1.8 鈴蘭台 +1.8 広畑 +1.8

共通男子４００ｍ 河﨑　慎吾(3) 52"34 牛尾　瑞貴(3) 52"71 田中　稜也(3) 52"94 藤原　嘉晃(3) 53"46 幸村　和也(3) 53"87 上木　岳(3) 54"04

(7月4日) 深津 桃山台 多聞東 平岡 播磨 甲陵

共通男子８００ｍ 高岸　信策(3) 2'04"05 友田　浩平(3) 2'04"32 藤原　嘉晃(3) 2'04"60 藤原　匠吾(3) 2'05"67 髙﨑　剛也(3) 2'06"18 秋本　大智(3) 2'07"61 松岡　亮佑(3) 2'07"99

(7月5日) 緑が丘 加古川 平岡 魚住 滝川 播磨南 朝日

共通男子１５００ｍ 黒田　芹流(3) 4'15"65 前野　裕行(3) 4'16"28 須山　正規(3) 4'16"70 改発　智也(3) 4'17"72 廣瀬　秀宣(3) 4'19"02 藤原　滋記(2) 4'20"36 小西　生眞(3) 4'23"00 北垣　憲二郎(3) 4'34"63

(7月4日) 小野 桜が丘 報徳学園 大久保 旭丘 平岡 飾磨中部 有野北

１年生男子１５００ｍ 高柳　俊隆 4'36"48 山本　友郷 4'36"65 日和　恵大 4'44"07 福田　兼士 4'45"42 本母　祥平 4'45"99 森崎　拓海 4'46"00 河野　脩司 4'46"17 村山　大地 4'46"36

(7月4日) 加古川山手 坊勢 北条 稲美北 安室 双葉 大久保 塩瀬

共通男子３０００ｍ 髙田　康志郎(3) 9'02"31 中谷 圭佑(3) 9'05"04 籔下　響大(3) 9'05"35 広田　雄希(3) 9'06"49 宮本　甲斐(3) 9'07"06 八代醍　卓(3) 9'11"87 浅川　倖生(3) 9'14"01 谷池　達也(3) 9'15"10

(7月5日) 青雲 上郡 加古川山手 泉 本山 加古川山手 桜が丘 桜が丘

共通男子１１０ｍＨ 間處　将太(3) 14"40 松本　岳大(3) 14"45 大川　順也(3) 14"65 近江田　啓真(3) 15"00 山下　智博(3) 15"02 下司　剛久(3) 15"12 山脇　舜介(3) 15"63 竹垣内　龍(3) 15"77

(7月5日) 平岡南 +1.9 加古川 +1.9 深津 +1.9 西脇 +1.9 大津 +1.9 望海 +1.9 神吉 +1.9 上野台 +1.9

共通男子４×１００ｍＲ 浜の宮 44"36 篠山 44"90 唐櫃 45"06 西脇 45"33 上甲子園 45"40 有野北 45"40 深津 45"90 八景 46"06

(7月5日) 義澤　允(3) 川邊　飛鳥(3) 佐伯　勇亮(3) 藤井　友頌(3) 速水　公佑(3) 瀬古　敏幸(3) 下山　智(2) 岡　竜平(2)

廣田　英一郎(3) 荒木　暉(3) 藤原　拓矢(3) 東原　右裕(3) 南野　真広(3) 仁井　大志(3) 大川　順也(3) 後藤　久貴(3)

丸山　流雅(3) 岡本　晃宗(3) 村上　拓也(3) 松原　賢悟(3) 川北　拓也(3) 宮沢　哲太(3) 阪本　光星(3) 吉田　尚也(3)

浮氣　将裕(3) 高橋　清志(3) 有田　海里(3) 近江田　啓真(3) 志摩　勇気(3) 鳥居　良紀(3) 河﨑　慎吾(3) 森分　武志(3)

共通男子走高跳 奥門　祥春(3) 1m88 佐藤　颯真(3) 1m80 澤　直征(3) 1m75 美甘　哲也(3) 1m75 高田　純弥(3) 1m75 北村　勇飛(3) 1m75 吉田　尚也(3) 1m70 小東　星二(3) 1m70

(7月5日) 兵教大附 緑が丘 姫路東 小園 飾磨東 大原 八景 小野

橋野　健登(3) 1m70

清和台 ※　７位が３名

共通男子棒高跳 濱崎　優(3) 3m60 町田　大地(3) 3m60 西崎　一哉(3) 3m20 山内　克輝(3) 3m20 板屋　幸太(2) 3m20 西川　良(2) 3m20 板東　大樹(3) 2m80 田熊　友樹(2) 2m80

(7月5日) 小田北 小田北 有野北 播磨南 日新 稲美北 小田南 播磨南 ※ ７位

共通男子走幅跳（決勝） 渡邉　康裕(3) 6m76 荻野　翔(3) 6m46 廣田　英一郎(3) 6m45 賀内　諒(3) 6m37 前田　将汰(3) 6m23 寺田　皓希(3) 6m22 国友　亮太(3) 6m18 生頼　成弘(3) 6m18

(7月4日) 櫨谷 +1.1 春日 +1.0 浜の宮 +0.3 小野南 +2.0 大津 +2.0 浜坂 +1.9 狭間 +1.2 加古川中部 +0.5

ｾｶﾝﾄﾞ記録　6m09 (+1.9) ｾｶﾝﾄﾞ記録　5m99 (+0.2)

共通男子砲丸投（決勝） 森　大地(3) ○　15m10 磯本　昂甫(3) 14m22 森下　大地(3) 14m17 香山　勇輝(3) 13m35 細川　浩(3) 13m13 田口　富友(3) 13m13 菅原　亨介(3) 12m51 大矢　崇明(2) 12m00

(7月4日) 宝殿 志方 氷丘 福田 福田 唐櫃 高丘 姫路東

○；大会新 ｾｶﾝﾄﾞ記録　12m83 ｾｶﾝﾄﾞ記録　12m45

男子四種競技 下司　剛久(3) 2633点 髙橋　陵(3) 2599点 美甘　哲也(3) 2574点 高田　純弥(3) 2490点 仁井　大志(3) 2481点 戸倉　祐斗(3) 2471点 山脇　舜介(3) 2469点 川上　徹(3) 2452点

１１０ｍＨ　(7月4日) 14"88(+1.0)；864点 15"66(+1.6)；772点 15"66(+1.0)；772点 15"45(+1.0)；796点 16"05(-0.1)；727点 15"88(-0.1)；746点 15"42(+1.0)；799点 15"66(-0.1)；772点

砲丸投 9m95；483点 12m65；646点 11m42；571点 11m53；578点 10m98；545点 12m28；623点 12m92；662点 12m77；653点

走高跳 望海 1m77；602点 柏原 1m77；602点 小園 1m77；602点 飾磨東 1m68；528点 有野北 1m71；552点 大津 1m60；464点 神吉 1m55；426点 氷上 1m50；389点

４００ｍ 52"95；684点 55"50；579点 54"25；629点 55"28；588点 53"57；657点 54"04；638点 55"41；582点 54"05；638点

気象状況（７／４）
総　　 務

審 判 長

記録主任
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競技開始
時刻 天候

10:00
12:00

競技終了

晴れ

晴れ

晴れ
15:00 晴れ

1.2　ｍ

30.0　℃ 南南西 1.7　ｍ
30.0　℃ 南南西 1.8　ｍ

27.5　℃ 南南東 0.7　ｍ

湿度

29.0　℃ 南

気温 風向 風速
72　％
66　％
58　％

53　％
53　％



第５５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21年7月4日(土) ～ 平成21年7月5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 村上　彩花 12"41 中野　絵理子 12"59 神崎　恵利 12"62 田中　杏梨 12"63 岡　由依子 12"72 下村　麻実 12"76 日高　眞妃 12"78 小倉　穂乃子 12"85

(7月4日) 宝殿 +1.4 井吹台 +1.4 小田南 +1.4 井吹台 +1.4 加古川 +1.4 青雲 +1.4 上ヶ原 +1.4 井吹台 +1.4

２年生女子１００ｍ 下村　香穂 12"35 秦　なつめ 12"43 崎野　楓 12"63 城谷　美沙希 12"63 淡田　夏都香 12"64 原　杏奈 12"65 西山　沙優 12"71 小谷　麻優美 12"91

(7月4日) 白川台 +2.0 上ヶ原 +2.0 加古川 +2.0 三木東 +2.0 有野北 +2.0 福崎東 +2.0 ゆりのき台 +2.0 浜坂 +2.0

１年生女子１００ｍ 辰己　楓 13"07 小田　早織 13"10 林　夏帆 13"18 榊　　遥 13"27 塩田　有花 13"29 長谷川　祐花 13"46 小西　晴奈 13"54 船橋　香帆 13"65

(7月4日) 上ヶ原 +1.0 住吉 +1.0 坊勢 +1.0 宝殿 +1.0 荒井 +1.0 宝殿 +1.0 陵南 +1.0 荒井 +1.0

共通女子２００ｍ 村上　彩花(3) 25"62 神崎　恵利(3) 26"03 原　杏奈(2) 26"07 西山　沙優(2) 26"24 大山　紫帆(3) 26"46 藤島　綾音(2) 26"51 中野　絵理子(3) 26"52

(7月5日) 宝殿 +1.6 小田南 +1.6 福崎東 +1.6 ゆりのき台 +1.6 平岡 +1.6 精道 +1.6 井吹台 +1.6

共通女子８００ｍ 澤井　喜百(2) 2'15"89 中田　美保(3) 2'17"11 横江　里沙(3) 2'17"27 本母　有紀(2) 2'17"54 藤田　千聖(2) 2'18"91 宮永　梨紗(3) 2'24"81

(7月5日) 氷丘 光ガ丘 稲美北 安室 大久保 加古川

共通女子１５００ｍ 福田　有以(2) 4'32"95 小林　美香(3) 4'36"43 吉島　奈那(2) 4'38"16 本母　有紀(2) 4'39"41 阪田　安紀(3) 4'39"69 名間　望(3) 4'39"97 澤井　喜百(2) 4'41"44 江上　知沙(3) 4'43"32

(7月4日) 稲美北 本山 荒井 安室 稲美 西落合 氷丘 園田東

共通女子１００ｍＨ 毎床　結紀(3) 14"14 新　裕衣(3) 14"19 田中　杏梨(3) 14"34 小林　美咲(3) 14"39 藤本　奈那(3) 14"68 有村　悠子(3) 14"86 杉本　麻香(3) 14"96 寺若　麗(3) 15"16

(7月5日) 広畑 +2.4 大久保 +2.4 井吹台 +2.4 増位 +2.4 福崎東 +2.4 平野 +2.4 広畑 +2.4 播磨南 +2.4

共通女子４×１００ｍＲ 宝殿 50"23 松陽 50"56 上ヶ原 50"83 青雲 50"87 広畑 50"93 大久保 51"19 増位 51"84 小田南 51"85

(7月5日) 榊　　遥(1) 笠井　沙希子(3) 日高　眞妃(3) 東　優花(2) 中里　紗央(3) 藤田　千聖(2) 塩谷　友惟(2) 古岡　茉莉花(2)

村上　彩花(3) 藤村　かれん(3) 秦　なつめ(2) 上野　桃子(3) 毎床　結紀(3) 渡辺　まりこ(3) 小林　美咲(3) 新川　涼香(3)

後藤　瑠美(3) 小林　愛(3) 秦　ほのか(3) 下村　麻実(3) 藤井　まりあ(3) 後藤田　幸奈(3) 小山　紗知(3) 西川　愛弓(3)

坂下　祐佳(3) 角谷　実咲歩(2) 辰己　楓(1) 西　杜和(2) 杉本　麻香(3) 新　裕衣(3) 藤澤　彩(1) 神崎　恵利(3)

共通女子走高跳 町田　瑞季(3) 1m60 神﨑　風香(3) 1m54 嘉戸　香織(3) 1m54 安尾　沙樹(3) 1m51 橋本　麻央(3) 1m51 小河　祐子(3) 1m51 酒井　百世(2) 1m51 吉峯　加奈恵(3) 1m48

(7月5日) 上ヶ原 西神 櫨谷 衣川 ゆりのき台 福田 有野 鈴蘭台

共通女子走幅跳（決勝） 塩井　茅(3) 5m48 福西　穂乃佳(3) 5m48 藤井　まりあ(3) 5m45 坂元　里穂(2) 5m40 西田　真実(3) 5m19 秦　ほのか(3) 5m07 北勝　千明(3) 5m04 大野　実香(3) 4m97

(7月4日) 稲美北 +1.1 藍 +1.5 広畑 +1.6 大白書 +3.1 平岡南 +1.4 上ヶ原 +0.9 ゆりのき台 +0.3 姫路灘 +0.8

ｾｶﾝﾄﾞ記録 5m46 (+1.7) ｾｶﾝﾄﾞ記録 5m19 (+1.7) 公認記録 5m32 (0.0)

共通女子砲丸投(決勝) 中島　美穂(3) 12m88 下津　明日香(3) 12m55 永田　栞(3) 12m41 片桐　麻衣(3) 12m28 藤原　嵯千(3) 12m13 工藤　沙央里(3) 12m08 岸本　紋芽(3) 11m86 山中　梨加(3) 11m64

(7月4日) 白川台 播磨南 飾磨東 洲浜 大津 井吹台 新宮 上ヶ原

女子四種競技 藤本　奈那(3) ○2937点 毎床　結紀(3) 2751点 松岡　絵里(3) 2569点 新川　涼香(3) 2544点 嘉戸　香織(3) 2539点 宮田　薫(3) 2479点 弦田　れい愛(3) 2429点 杉本　麻香(3) 2426点

１００ｍＨ　(7月4日) 14"84(+1.2)；863点 14"27(+1.2)；941点 15"67(+0.1)；755点 15"13(+1.2)；825点 15"60(+0.1)；764点 15"28(+1.2)；805点 15"96(0.0)；719点 15"01(+1.2)；840点

走高跳 1m55；678点 1m46；577点 1m49；610点 1m30；409点 1m52；644点 1m40；512点 1m49；610点 1m25；359点

砲丸投 福崎東 12m33；683点 広畑 8m45；428点 福崎東 10m52；564点 小田南 11m07；600点 櫨谷 8m78；450点 福田 8m92；459点 甲陵 9m14；473点 広畑 10m33；551点

２００ｍ 26"98(+1.8)；713点 25"91(+1.8)；805点 27"89(+1.8)；640点 27"02(+1.8)；710点 27"38(+1.8)；681点 27"11(+1.8)；703点 28"05(+1.8)；627点 27"44(+1.7)；676点

○印；大会新

気象状況（７／５） 総　　 務

審 判 長

記録主任
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1.8　ｍ

1.9　ｍ

13:00 曇り 28.5　℃ 南南西

27.8　℃ 南

1.8　ｍ

10:00 曇り 29.2　℃ 南

2.0　ｍ16:00 曇り 27.0　℃

70　％

61　％

67　％

77　％

湿度

77　％競技終了 曇り 27.0　℃

気温 風向 風速

1.9　ｍ

南

南南西


