
第５７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23年7月2日(土) ～ 平成23年7月3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 平尾　裕希 11"07 桂田　捷暉 11"17 西端　公志 11"19 文山　知之 11"20 武内　大地 11"26 久保　優斗 11"33 藤田　誠也 11"51

(7月2日) 玉津 +1.3 安倉 +1.3 関西学院 +1.3 荒牧 +1.3 大白書 +1.3 浜の宮 +1.3 大池 +1.3

２年生男子１００ｍ 前田　拓馬 11"39 岩崎  大輔 11"61 村井　康太郎 11"62 大西　勇磨 11"65 八木谷　康希 11"67 山中  森羅 11"72 川端　将貴 11"91 池澤　翔輝 12"07

(7月2日) 星和台 +0.8 武庫 +0.8 八景 +0.8 伊丹東 +0.8 長田 +0.8 けやき台 +0.8 浜の宮 +0.8 加古川 +0.8

１年生男子１００ｍ 戸塚　悠太 12"28 岸　竜也 12"35 植木　祐也 12"35 木下　将一 12"40 今西　優太 12"40 轟　仁 12"41 澤　直樹 12"52 中澤　理緒 12"67

(7月2日) 緑が丘 +1.4 有野北 +1.4 香寺 +1.4 飾磨西 +1.4 けやき台 +1.4 五色 +1.4 けやき台 +1.4 宝殿 +1.4

共通男子２００ｍ 中川　元気(3) 22"58 山端　一樹(3) 22"87 坂本　晴輝(3) 22"90 桂田　捷暉(3) 23"10 大西　雅久(3) 23"50 武内　大地(3) 23"52 住本　春輝(3) 23"65

(7月3日) 五色 +1.6 三木東 +1.6 加古川 +1.6 安倉 +1.6 五色 +1.6 大白書 +1.6 広畑 +1.6

共通男子４００ｍ 椋下　弦矢(3) 50"58 坂本　晴輝(3) 51"94 村上　諒(3) 52"42 岸本　凌汰(3) 52"62 田中　智久(3) 53"05

(7月2日) 東谷 加古川 高砂 山陽 花田

共通男子８００ｍ 椋下　弦矢(3) 1'57"91 高柳　俊隆(3) 1'58"17 島田　遥生(3) 2'00"77 平山　知暉(3) 2'03"78 西崎　亮佑(3) 2'03"84 一色　恒輝(3) 2'04"59 澤田　寛治(3) 2'05"91 藤原　伸哉(3) 2'07"62

(7月3日) 東谷 加古川山手 甲陵 狭間 櫨谷 光ガ丘 苦楽園 衣川

共通男子１５００ｍ 高柳　俊隆(3) 4'09"06 雜賀　揚平(3) 4'11"70 上村　宗平(2) 4'12"04 西村　陽貴(2) 4'12"05 堀尾　謙介(3) 4'12"72 菊池　航平(3) 4'13"99 福田　兼士(3) 4'14"73 妻藤　祐太(3) 4'16"67

(7月2日) 加古川山手 苦楽園 旭丘 三木 大白書 甲陵 稲美北 光ガ丘

１年生男子１５００ｍ 藤山　翔太 4'34"90 上村　亮太 4'37"26 山村　聡太郎 4'37"51 前田　晃伸 4'37"56 稲田　拓真 4'37"59 原田　和輝 4'38"80 上田　賢太 4'38"86 岩本　麿呂 4'43"16

(7月2日) 玉津 三木東 姫路灘 太子西 小野 神河 宝殿 二見

共通男子３０００ｍ 釜谷　直樹(3) 8'57"65 池田　親(2) 8'59"05 上村　宗平(2) 9'00"75 前川　侑輝(3) 9'03"34 賀集　慧大(3) 9'03"76 下川　和樹(3) 9'03"88 加藤　拓実(3) 9'07"62 苗村　隆広(3) 9'11"52

(7月3日) 高砂 加古川山手 旭丘 神戸長坂 平野 大久保 加古川 香寺

共通男子１１０ｍＨ 金古　正也(3) 14"46 田淵　貴志(3) 14"47 志摩　有哉(3) 14"90 榊　巌仁(3) 14"92 福本　和樹(3) 15"04 西村　日向(3) 15"17 元川　卓也(3) 15"19 本間　颯(3) 15"65

(7月3日) 八景 +0.9 播磨南 +0.9 大的 +0.9 加古川 +0.9 双葉 +0.9 黒田庄 +0.9 播磨南 +0.9 報徳学園 +0.9

共通男子４×１００ｍＲ 浜の宮 44"06 青雲 44"73 荒牧 44"81 加古川 44"84 八景 44"90 大白書 45"20 神吉 45"41 有野北 45"46

(7月3日) 川端　将貴(2) 大会新 川俣 和平(2) 森山　勇貴(3) 山口　和馬(3) 村井　康太郎(2) 西田　朝敏(3) 永田　新一(3) 山本　誉志樹(3)

岸元　拓郎(3) 田平　一晃(3) 木本　勇気(3) 榊　巌仁(3) 金古　正也(3) 武内　大地(3) 岸本　雅之(2) 岸　隼也(3)

水田　健太(3) 長谷　博道(3) 文山　知之(3) 池澤　翔輝(2) 西村　拓海(3) 各務　凌太(3) 池田　祐紀(3) 森田　裕貴(3)

久保　優斗(3) 川　和克(3) 友井　健太(3) 坂本　晴輝(3) 岡本　悠希(3) 垣本　周哉(3) 谷　星河(3) 谷口　幹太(3)
共通男子走高跳 潮崎　傑(3) 1m94 米田　隼都(3) 1m85 瀧井　悠斗(3) 1m85 岡本　修弥(3) 1m75 元山　謙太朗(3) 1m75 鈴木　雅(3) 1m75 菊地　友海(3) 加古川
(7月3日) 港島 飾磨中部 浜脇 二見 塩瀬 大池 小西　満(3) 菅野

矢嶋　隼也(2) 1m75 奥門　祥史(2) 兵教大附
二見 ※８位；３名　　　　1m70

共通男子棒高跳 渡辺　隆太郎(3) 4m10 井谷　寛(3) 4m00 大津　唯(3) 3m40 西田　周平(3) 3m40 大内　敦史(3) 3m40 深田　寿輝(3) 3m40 堀内  宥也(2) 3m40 田中　亮輔(2) 3m40
(7月3日) 学文 播磨南 日新 武庫 ※　３位　　　　 飾磨東 日新 ※　５位　　　　 武庫 神吉
共通男子走幅跳（決勝） 潮崎　傑(3) 6m50 勝山　陽生(3) 6m29 日下部　幸志(3) 6m20 藤田　誠也(3) 6m07 永田　新一(3) 6m04 前島　大樹(3) 6m04 松田　渓樹(3) 5m96 西尾　友佑(2) 5m93

港島 +1.8 大津 -0.2 飾磨西 +1.3 大池 +1.8 神吉 +1.7 宝梅 +1.6 二見 +1.6 神戸長坂 +2.5

(7月2日) ｾｶﾝﾄﾞ 5m98(+1.3) ｾｶﾝﾄﾞ 5m84(+1.3)

共通男子砲丸投（決勝） 石山　歩(3) 15m11 申　高英(3) 13m30 吉田　凌太朗(3) 13m29 中村　歩夢(2) 12m53 十倉　淳(3) 12m38 山田　星一(3) 12m37 東田　亘平(3) 12m04 西村　拓海(3) 11m81

(7月3日) 福崎東 大会新 伊川谷 太子西 姫路東 柏原 広畑 自由が丘 八景

男子四種競技 石山　歩(3) 2711点 西村　日向(3) 2481点 福本　和樹(3) 2463点 安宮　和樹(3) 2417点 岡本　悠希(3) 2395点 新庄　寿規(3) 2340点 東　真也(3) 2260点 小笹　昇吾(3) 2218点

１１０ｍＨ　 16"04(+1.0)　728点 15"12(-0.4)　835点 15"52(-0.4)　788点 15"77(-0.4)　759点 15"77(-0.4)　759点 15"69(-0.4)　768点 15"88(+1.2)　746点 17"67(+1.0)　556点

砲丸投　　　(7月2日) 18m17　986点 9m08　431点 10m04　488点 11m63　584点 10m39　509点 11m94　603点 9m97　484点 10m27　502点

走高跳 福崎東 1m58　449点 黒田庄 1m70　544点 双葉 1m61　472点 飾磨東 1m73　569点 八景 1m64　496点 園田 1m55　426点 安倉 1m61　472点 日高東 1m67　520点

４００ｍ 56"30　548点 53"25　671点 52"23　715点 57"42　505点 54"20　631点 56"43　543点 56"03　558点 53"99　640点

気象状況（７／２）
曇り 29.0　℃ 東南東 0.5　ｍ
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競技開始
時刻

10:00
12:00

競技終了

曇り

曇り

曇り
14:00 晴れ

南南西 1.8　ｍ

29.5　℃ 南南東 1.4　ｍ
31.0　℃ 南 2.4　ｍ 66　％

29.0　℃ 東北東 1.2　ｍ

湿度

31.0　℃

天候 気温 風向 風速
71　％
71　％
66　％

68　％


