
第５６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22年7月3日(土) ～ 平成22年7月4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 段林　翔希 11"18 松本　慎也 11"47 宮部　真之介 11"49 村上　拓巳 11"50 近藤　巧 11"60 下原口　嗣人 11"61 古舞　千暁 11"62

(7月3日) 鈴蘭台 -0.1 篠山東 -0.1 安室 -0.1 岩岡 -0.1 甲陵 -0.1 伊丹南 -0.1 三田学園 -0.1

２年生男子１００ｍ 岸　隼也 11"43 西端　公志 11"57 文山　知之 11"63 藤田　誠也 11"69 木本　勇気 11"73 坂本　晴輝 11"78 久保　優斗 11"91 國包　新 11"97

(7月3日) 有野北 +0.3 関西学院 +0.3 荒牧 +0.3 大池 +0.3 荒牧 +0.3 加古川 +0.3 浜の宮 +0.3 龍野西 +0.3

１年生男子１００ｍ 大西　勇磨 12"34 楠　良介 12"43 岡田　光平 12"45 村井　康太郎 12"53 小林　宗哉 12"55 亀山　尚汰 12"65 森田　涼介 12"69 宮田　潤哉 12"82

(7月3日) 伊丹東 +0.8 新宮 +0.8 淡河 +0.8 八景 +0.8 姫路灘 +0.8 南淡 +0.8 平岡 +0.8 陵南 +0.8

共通男子２００ｍ 近藤　巧(3) 22"58 浦壁　拓哉(3) 22"81 岡　竜平(3) 22"89 紺田　俊(3) 23"06 田尻　涼(3) 23"19 下原口　嗣人(3) 23"39 村上　拓巳(3) 23"66 小林　龍成(3) 23"67

(7月4日) 甲陵 +1.8 小園 +1.8 八景 +1.8 園田 +1.8 養父 +1.8 伊丹南 +1.8 岩岡 +1.8 唐櫃 +1.8

共通男子４００ｍ 髙橋  祐満 (3) 52"18 岸本　昂大(3) 52"63 岸　隼也(2) 52"84 河﨑　広幸(3) 53"79 今福　亮斗(3) 54"64 古西 洋哉(3) 54"84 小島　航(3) 55"17

(7月3日) 学文 宝殿 有野北 朝霧 大庄北 御津 本多聞

共通男子８００ｍ 福原　正治(3) 2'02"57 仲村　尚毅(3) 2'02"82 高柳　俊隆(2) 2'04"53 伊藤　彰秀(3) 2'04"95 細見　樹(3) 2'05"93 藤長 博文(3) 2'06"34 島田　遙生(2) 2'06"93 楢﨑　尚己(3) 2'07"59

(7月4日) 安室 井吹台 加古川山手 五色 篠山東 太子西 甲陵 滝川

共通男子１５００ｍ 仲村　尚毅(3) 4'11"97 小野　凌輔(3) 4'13"16 高柳　俊隆(2) 4'13"37 藤原　滋記(3) 4'14"17 馬場　絢也(3) 4'14"99 奥田　大樹(3) 4'15"88 福原　正治(3) 4'18"60 釜谷　直樹(2) 4'19"36

(7月3日) 井吹台 中谷 加古川山手 平岡 平岡 豊富 安室 高砂

１年生男子１５００ｍ 上村　宗平 4'36"85 森　脩帆 4'37"34 池田　親 4'37"91 宮野　翔也 4'39"96 西村　陽貴 4'41"33 大田　健司 4'42"60 中矢  純之介 4'43"83 前田　大貴 4'44"26

(7月3日) 旭丘 安室 加古川山手 陵南 三木 飾磨西 けやき台 坊勢

共通男子３０００ｍ 藤原　滋記(3) 9'12"97 後藤　雄哉(3) 9'13"57 釜谷　直樹(2) 9'13"81 森　慎吾(3) 9'14"69 田邊　卓也(3) 9'17"22 小林　和弥(3) 9'17"64 堀尾　謙介(2) 9'21"99 奥田　大樹(3) 9'26"79

(7月4日) 平岡 滝川 高砂 大久保 泉 上月 大白書 豊富

共通男子１１０ｍＨ 橋本　貴史(3) 14"53 知福　隼(3) 14"64 徳廣　祐希(3) 14"94 香山　誉仁(3) 15"11 松田　颯太(3) 15"21 髙田  幸広(3) 15"25 宇賀　優馬(3) 15"28 江本　啄也(3) 15"32

(7月4日) 大津 +2.1 福崎東 +2.1 神吉 +2.1 氷丘 +2.1 八千代 +2.1 甲武 +2.1 甲陵 +2.1 福崎東 +2.1

共通男子４×１００ｍＲ 三田学園 44"47 青雲 44"87 五色 45"04 小田南 45"12 有野北 45"31 浜の宮 46"42

(7月4日) 大堀　尚哉(3) 関　奏人(3) 中川　元気(2) 入口　広基(3) 吉鷹　大輝(3) 上西　和希(2)

小野　哲朗(3) 田平　一晃(2) 吉田　周勢(3) 富田　信司(3) 岸　隼也(2) 岸元　拓郎(2)

田中　一樹(3) 川　和克(2) 山下　昂佑(3) 久山　領太(3) 宮脇　勇治(3) 水田　健太(2)

古舞　千暁(3) 中井　啓心(3) 大西　絢也(3) 福田　純也(3) 藤原　一晟(3) 久保　優斗(2)
共通男子走高跳 芦田　魁(3) 1m80 山崎　玲央(3) 1m80 本田　夏彦(3) 1m75 金田　崇史(3) 1m75 富岡　友弥(3) 1m75 岸本　拓洋(3) 1m70 松本 滉生(3) 1m70
(7月4日) 篠山 港島 武庫 けやき台 双葉 西脇 姫路東

高田　博文(3) 1m70
安室 ※６位；３名

共通男子棒高跳 上田　環(3) 3m60 田熊　友樹(3) 3m40 丹羽　研人(3) 3m20 井堀　航(3) 3m00 西田　周平(2) 3m00
(7月4日) 香住第一 播磨南 上甲子園 武庫 武庫

西川　良(3) 3m40 富田　信司(3) 3m20 位田　恭伍(3) 3m00
稲美北 小田南 神吉 ※６位；３名

共通男子走幅跳（決勝） 中道　真和(3) 6m60 宇治　和希(3) 6m34 松本　慎也(3) 6m32 三原　歩輝(3) 6m17 藤原　一晟(3) 6m12 秦　涼太(3) 6m11 谷口　雅弥(3) 5m91 西尾　武瑠(3) 5m89

(7月3日) 朝日 +0.5 南淡 +1.2 篠山東 +1.7 広嶺 +0.9 有野北 +0.9 平岡 +1.7 旭丘 +0.6 野々池 +1.7

共通男子砲丸投（決勝） 大矢　崇明(3) 14m14 渡邉　建登(3) 13m83 石山　歩(2) 13m57 梶谷　達郎(3) 13m38 中尾　大和(3) 13m10 井谷　晴樹(3) 12m77 山本　剛士(3) 12m29 小林　郁哉(3) 11m95

(7月4日) 姫路東 深津 福崎東 播磨南 志方 苦楽園 花田 武庫

男子四種競技 埴岡　智哉(3) 2317点 村井　崇記(3) 2207点 小松　夏士(3) 2195点 江本　啄也(3) 2176点 加島　匡信(3) 2131点 本間　隆則(3) 1934点 和田　寛樹(3) 1883点

１１０ｍＨ　(7月3日) 16"02(+1.1)；730点 16"01(+1.1)；732点 16"46(+1.1)；682点 15"61(+1.1)；777点 17"91(+1.1)；533点 17"37(+1.1)；586点 17"79(+1.1)；544点

砲丸投 10m85；537点 10m27；502点 8m69；407点 10m46；513点 11m73；590点 9m07；430点 9m48；454点

走高跳 福崎東 1m55；426点 広嶺 1m61；472点 平木 1m67；520点 福崎東 1m67；520点 上甲子園 1m70；544点 大津 1m64；496点 平野 1m45；352点

４００ｍ 54"39；624点 57"52；501点 55"33；586点 1'01"43；366点 58"55；464点 59"74；422点 56"68；533点

気象状況（７／３）
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競技開始
時刻

雨
天候

25.0　℃ 南 0.3　ｍ
10:00
12:00

競技終了

雨

雨

雨
14:00 雨

26.5　℃ 南南東 1.7　ｍ

25.0　℃ 南東 0.1　ｍ
25.0　℃ 南 1.0　ｍ

25.0　℃ 南南東 1.3　ｍ

湿度気温 風向 風速
96　％
96　％
88　％

92　％
92　％


