
第６４回兵庫県中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成24年7月27日(金) ～ 平成24年7月28日(土)

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 前田　拓馬 11"17 八木谷　康希 11"19 片岡　健介 11"30 原口　遼 11"37 福本　悠介 11"38 森田　涼介 11"46 斎藤　聡平 11"49 高島　拓巳 11"50

(7月27日) 星和台 +1.3 長田 +1.3 姫路灘 +1.3 御影 +1.3 双葉 +1.3 平岡 +1.3 けやき台 +1.3 豊富 +1.3

２年生男子１００ｍ 前田　凌 11"38 安達　祐樹 11"40 藤原　広夏 11"57 澤　直樹 11"60 中澤　理緒 11"63 吉田　玄穂 11"67 坂本  涼 11"70 飯尾　隆清 11"71

(7月27日) 多聞東 +0.2 飾磨東 +0.2 三木 +0.2 けやき台 +0.2 宝殿 +0.2 加古川 +0.2 苦楽園 +0.2 小野 +0.2

１年生男子１００ｍ 友田  慶一 11"90 前田　涼也 12"17 梅川　峻 12"23 鈴木　琉大 12"31 塩川　直人 12"47 中村　恭輔 12"48 山田  雄翔 12"50 横山　龍吾 12"52

(7月28日) 甲陽学院 +0.8 三木 +0.8 井吹台 +0.8 宝塚第一 +0.8 浜坂 +0.8 城山 +0.8 甲陵 +0.8 松陽 +0.8

共通男子２００ｍ 福井　孝志(3) 22"60 池澤　翔輝(3) 22"63 前田　拓馬(3) 22"65 原口　遼(3) 22"94 谷口　篤希(3) 22"96 内藤　洸太(3) 23"03 五島　龍司(3) 23"19 藤原　和輝(3) 23"46

(7月28日) 自由が丘 +0.6 加古川 +0.6 星和台 +0.6 御影 +0.6 柏原 +0.6 香寺 +0.6 赤穂 +0.6 志方 +0.6

共通男子４００ｍ 小林　宗哉(3) 50"64 藤原　和輝(3) 51"16 高瀬　遼平(3) 52"01 井上　剛(3) 52"22 黒田　拓臣(3) 52"65 弘津　陽介(3) 52"99 溝田　大河(3) 53"14 溝淵　政斗(3) 55"16

(7月27日) 姫路灘 志方 西脇 芦屋山手 真砂 本山南 大蔵 五色

共通男子８００ｍ 西村　陽貴(3) 1'57"73 大江　郁弥(3) 2'00"66 冨田　真佑(3) 2'00"77 野間　紘久(3) 2'00"82 稲数　浩也(3) 2'02"66 赤澤　健太(3) 2'03"24 森山　優生(3) 2'06"04 森口　青葉(3) 2'07"21

(7月28日) 三木 上野台 西脇 西神 神戸長坂 神河 大原 江井島

共通男子１５００ｍ 池田　親(3) 3'57"89 西村　陽貴(3) 4'07"88 中園　誠也(3) 4'09"83 大田　健司(3) 4'11"19 赤澤　健太(3) 4'11"66 猪尾　賢基(3) 4'18"06 富崎　弘郁(3) 4'20"59 皆吉  真智(3) 4'21"18

(7月27日) 加古川山手 大会新 三木 塩瀬 飾磨西 神河 一宮南 陵南 鳴尾

１年生男子１５００ｍ 中尾　大樹 4'18"74 坂元　祐喜 4'25"46 木村　翔太 4'25"63 中田　颯真 4'35"32 松本　和幸 4'35"75 筒井　涼太 4'36"41 喜多村　真 4'39"69 貝藤　泰誠 4'40"87

(7月27日) 宝殿 大会新 加古川山手 大会新 朝霧 大会新 浜の宮 安室 三木東 鹿島 姫路灘

共通男子３０００ｍ 池田　親(3) 8'42"97 大濱　輝(3) 8'58"39 柳　拓麻(3) 9'02"42 大田　健司(3) 9'08"15 藤田　大智(3) 9'14"18 野口　裕磨(3) 9'14"64 都築　直弥(3) 9'19"31 猪尾　賢基(3) 9'22"60

(7月28日) 加古川山手 大会新 有野北 加古川山手 飾磨西 自由が丘 神戸長坂 朝日 一宮南

共通男子１１０ｍＨ 豊田  将樹(3) 14"44 前田  喬紀(3) 14"49 三浦　祥人(3) 14"56 松本　尚也(3) 14"78 山本　修平(3) 14"86 田中　大雅(3) 14"96 塩見　浩一朗(3) 15"04 野間  敬司(3) 15"23

(7月28日) 南ひばりガ丘 +1.5 甲武 +1.5 高丘 +1.5 氷丘 +1.5 朝日 +1.5 神戸長坂 +1.5 市島 +1.5 小田南 +1.5

共通男子４×１００ｍＲ けやき台 43"76 加古川 44"13 飾磨東 44"60 豊岡南 44"88 本山南 44"92 平岡 45"05 井吹台 45"20 自由が丘 45"65

(7月28日) 嶋原  耕平(3) 大会新 吉田　昇伍(2) 三木　景介(3) 井﨑　智務(2) 奥村　謙二(3) 奥谷　亮仁(3) 眞鍋　光毅(3) 迫田　健太(3)

斎藤　聡平(3) 吉田　玄穂(2) 斉藤　匠(3) 北村　亮(3) 佐藤　凌(3) 田島　登和(2) 岩城　育海(3) 福井　孝志(3)

澤　直樹(2) 山形　一輝(3) 圓尾　清太(3) 秦　海斗(3) 大植　祐輝(3) 尾崎　望実(2) 丹下　恭介(3) 藤本　泰範(2)

山中  森羅(3) 池澤　翔輝(3) 中島　佑(3) 岡　裕人(2) 弘津　陽介(3) 森田　涼介(3) 山本　純也(3) 瀧澤　和貴(3)

低学年男子４×１００ｍＲ けやき台 47"14 井吹台 47"16 飾磨東 47"49 甲陽学院 47"63 五色 47"94 加古川中部 47"94 有野北 48"46 本多聞 49"47

(7月27日) 椎葉　大貴(2) 大西　克典(2) 山﨑　亮太(2) 今村  真人(2) 石井　英行(2) 東元　拓巳(2) 磯崎　祐樹(2) 高田　翔馬(2)

廣瀬　哲朗(1) 梅川　峻(1) 荒川　知希(1) 友田  慶一(1) 西村　亮太(1) 大加戸　謙太(1) 西尾　颯太(1) 西野　滉起(1)

高橋　拓真(1) 小西　貴大(1) 植木　駿斗(1) 松田  尚憲(1) 神﨑　俊孝(1) 鶴目　侑也(1) 戸梶　巧貴(1) 吉村　賢祐(1)

今西　優太(2) 土橋　律来(2) 安達　祐樹(2) 隅  琢磨(2) 轟　仁(2) 志多　陸(2) 岸　竜也(2) 山本　雄大(2)

共通男子走高跳 魚田　寛治(3) 1m91 角田　滉貴(3) 1m85 笠井  隆一(3) 1m85 下元  龍也(3) 1m80 奥門　祥史(3) 1m75 中山 裕史(3) 1m75

(7月28日) 姫路灘 黒田庄 浜脇 大成 兵教大附 南淡

谷口　桃次郎(3) 1m85 上鍵　政隆(2) 1m75

和田山 赤穂東

共通男子棒高跳 中谷　友哉(3) 4m00 田中　亮輔(3) 3m60 橋戸　 紘輝(3) 3m60 堀内  宥也(3) 3m40 児玉  昂大(3) 3m40 丸井　友輔(3) 3m20 青木　俊太(3) 3m20

(7月28日) 播磨南 神吉 立花 武庫 学文 須磨北 日新

山田　皓生(2) 3m40

香住第一

共通男子三段跳 野﨑  千皓(3) 14m15 香嶋　隼斗(2) 13m21 冨田　協佑(3) 13m05 西尾　友佑(3) 12m96 河田　悠希(3) 12m79 山田　直輝(3) 12m78 宮田　将吾(3) 12m69 森本　将治(3) 12m66

(7月28日) 南ひばりガ丘 +2.7 太子西 +2.7 西脇 +3.3 神戸長坂 +2.9 浜の宮 +1.9 大蔵 +1.9 八景 +1.9 深津 +1.9

共通男子円盤投 幸長　慎一(3) 46m66 福井  智幸(3) 40m60 髙島　健吾(3) 39m46 都藤　元(3) 38m52 長谷川　祥大(3) 37m27 石井　光一(3) 36m53 寺岡　尚哉(3) 36m11 古賀　亮汰(3) 35m75

(7月27日) 姫路東 学文 高丘 高丘 押部谷 滝川 平野 陵南

共通男子走幅跳 野﨑  千皓(3) 6m72 山本　雄大(2) 6m47 松田　恒輝(3) 6m45 嶋原  耕平(3) 6m29 木下　将一(2) 6m28 本間　幹崇(3) 6m14 都藤　元(3) 6m05 宮田　将吾(3) 6m05

南ひばりガ丘 +1.4 本多聞 +2.4 白陵 +3.5 けやき台 +2.2 飾磨西 +2.0 附中等明石 +2.2 高丘 +1.2 八景 +1.8

(7月27日) ｾｶﾝﾄﾞ　5m97(+2.3) ｾｶﾝﾄﾞ　5m92(+2.7)

共通男子砲丸投(5kg) 中村　歩夢(3) 14m59 幸長　慎一(3) 14m40 髙島　健吾(3) 13m48 古賀　亮汰(3) 13m40 池川　博史(2) 13m18 魚住　昂央(3) 12m87 米本　蒼(3) 12m22 寺岡　尚哉(3) 12m21

(7月28日) 姫路東 姫路東 高丘 陵南 鈴蘭台 稲美 香寺 平野

男子四種競技 田上　駿(3) 2725 豊田  将樹(3) 2717 廣野  翔大(3) 2527 田渕　瑞基(3) 2345 清水　大稀(2) 2341 野村　奏太(3) 2329 吉本  克哉(3) 2262 佐々木　法之(3) 2246

１１０ｍＨ　(7月27日) 唐櫃 15"11(+0.7) 南ひばりガ丘14"82(+0.7) 学文 15"55(+0.7) 播磨南 15"39(+0.7) 神吉 16"05(+0.5) 南淡 15"52(+0.5) 上甲子園 16"75(+0.5) 江井島 16"04(+0.5)

砲丸投 11m94 11m56 12m71 9m53 11m14 10m48 9m84 10m20

走高跳 1m83 1m74 1m55 1m68 1m60 1m55 1m71 1m65

４００ｍ 54"16 52"83 53"34 56"05 55"07 54"96 55"40 57"13
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第６４回兵庫県中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成24年7月27日(金) ～ 平成24年7月28日(土)

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 清水　紗貴 12"41 瀬戸浦　佑奈 12"42 上月　美裕 12"45 山本　奈穂 12"65 中塚　瑞希 12"76 森　美優 12"81 中矢  利沙子 12"95 市川　華愛 12"96

(7月27日) 龍野東 +1.4 香住第一 +1.4 井吹台 +1.4 太山寺 +1.4 朝日 +1.4 大久保 +1.4 苦楽園 +1.4 赤穂東 +1.4

２年生女子１００ｍ 横田　華恋 12"50 津山  葵 12"58 岸本　若奈 12"63 藤原　沙耶 12"63 馬場　瑞希 12"80 後藤　奈緒 12"89 川原　把菜 12"91 南本　羅那 13"03

(7月27日) 朝日 +0.7 学文 +0.7 大原 +0.7 宝殿 +0.7 大蔵 +0.7 平岡南 +0.7 啓明学院 +0.7 八景 +0.7

１年生女子１００ｍ 杉山　菜々子 12"72 小東　ゆい 12"82 宮田　乙葉 13"00 吉田　果穂 13"10 奥野　璃音 13"18 大崎　美都 13"20 山本　結貴 13"30 安田　明日翔 13"31

(7月28日) 神吉 +2.3 小野 +2.3 朝霧 +2.3 姫路灘 +2.3 荒井 +2.3 学文 +2.3 香住第一 +2.3 狭間 +2.3

共通女子２００ｍ 津山  葵(2) 25"33 山本　奈穂(3) 25"50 清水　紗貴(3) 25"71 瀬戸浦　佑奈(3) 25"74 森　美優(3) 25"98 下屏  桐香(3) 26"36 小山　春香(2) 26"37 増井 千恵(3) 26"42

(7月28日) 学文 +2.1 太山寺 +2.1 龍野東 +2.1 香住第一 +2.1 大久保 +2.1 西谷 +2.1 高倉 +2.1 青雲 +2.1

共通女子８００ｍ 髙橋　ひな(2) 2'11"02 大原　祥子(3) 2'11"04 萬代　美沙(3) 2'11"96 福富　真友(2) 2'14"08 田中　菜々(3) 2'17"64 奥川　愛羅(3) 2'21"10 松本　成美(3) 2'21"19 櫻井　千佳(3) 2'21"45

(7月28日) 山陽 志方 大久保 高倉 高倉 上郡 志方 神吉

共通女子１５００ｍ 萬代　美沙(3) 4'31"66 安藤　富貴子(3) 4'32"51 髙橋　ひな(2) 4'32"52 南　美沙希(2) 4'34"72 眞部　亜樹(3) 4'36"70 田中　菜々(3) 4'37"19 山川　小春(3) 4'38"00 宗廣　閑那(3) 4'39"50

(7月27日) 大久保 大久保 山陽 龍野東 加古川 高倉 神吉 加古川

共通女子１００ｍＨ 松田　彩佳(3) 13"95 松尾　侑季(3) 14"15 村上　緋奈子(3) 14"17 丸本　佳苗(3) 14"60 丸市　佳乃子(3) 14"75 高島  佳乃子(3) 14"75

(7月28日) 大原 +1.5 飾磨東 +1.5 柏原 +1.5 豊岡北 +1.5 播磨南 +1.5 武庫 +1.5

共通女子４×１００ｍＲ 大原 49"45 飾磨西 49"63 朝日 49"66 井吹台 49"73 宝殿 49"75 松陽 50"28 苦楽園 50"39 播磨南 50"65

(7月28日) 米村　京子(2) 関　菜々子(3) 竹中　未来(3) 岡野　颯季(3) 新谷　莉子(3) 小野　瑞希(3) 長田  芙美(3) 荒木　志帆(3)

岸本　若奈(2) 前田　早紀(3) 中塚　瑞希(3) 衣川　真由(2) 藤原　沙耶(2) 濱中　菜摘(3) 村尾  理菜(2) 松平　みなみ(3)

北川　穣(3) 上田　実玖(3) 近藤　茜(3) 臼井　ちはる(3) 石井　茉奈(3) 菊田　優香(2) 中矢  利沙子(3) 丸市　佳乃子(3)

松田　彩佳(3) 渡部　里佳子(2) 横田　華恋(2) 上月　美裕(3) 森崎　結菜(2) 柳舘　志保(2) 永吉  郁音(2) 平下　恭子(3)

低学年女子４×１００ｍＲ 学文 51"27 平岡南 51"68 姫路灘 51"88 平野 52"33 小野 52"34 井吹台 52"53 荒井 53"88 塩瀬 54"10

(7月27日) 大黒　奈津美(2) 松本　明日香(2) 梶田　愛海(2) 木谷　紗也(2) 吉田　朋未(2) 関　晴香(2) 小西　衣咲(2) 志方　歩惟(2)

大崎　美都(1) 洲戸　裕香(1) 吉田　果穂(1) 須藤　明音(1) 小東　ゆい(1) 竹原　凛(1) 杉本　愛華(1) 馬場　遥香(1)

森髙　いるか(1) 後藤　夢(1) 井筒　玲海(1) 藤田　帆乃香(1) 小島　彩華(1) 和三　はるか(1) 奥野　璃音(1) 野沢　菜々子(1)

津山  葵(2) 後藤　奈緒(2) 谷中　千華(2) 谷　美緒(2) 小山　祐里奈(2) 田中　志歩(2) 笠原　愛美(2) 中村　玲南(2)

共通女子走高跳 中村　優女(3) 1m63 日高  水樹(3) 1m60 荒木　志帆(3) 1m57 中村  美歩(3) 1m57 村岡　かすみ(3) 1m57 中島　和泉(3) 1m54 除補 明日香(3) 1m54 衣笠　友菜(3) 1m51

(7月28日) 神戸長坂 武庫 播磨南 荒牧 三木東 南淡 由良 親和

共通女子円盤投 永見　優佳(3) 32m95 谷　靖(3) 31m39 上野　瑞穂(3) 30m21 谷口　樹梨(3) 30m11 桑田 つみき(3) 29m96 野崎　友加(3) 29m84 川口  叙樹(3) 28m69 吉野　秀彩(3) 28m49

(7月27日) 魚住 有野北 播磨南 太子西 洲浜 平野 武庫 有野北

共通女子走幅跳 近藤　茜(3) 5m39 丸市　佳乃子(3) 5m33 小山　春香(2) 5m32 川原　把菜(2) 5m27 山岡　真緒(3) 5m26 坂本  奈央(3) 5m25 高橋　侑希(3) 5m21 鈴木  さな(3) 5m20

(7月27日) 朝日 +1.8 播磨南 +1.7 高倉 +2.3 啓明学院 +1.7 龍野東 +1.8 上甲子園 +1.8 加古川中部 +1.5 学文 +0.8

共通女子砲丸投 川口  叙樹(3) 13m61 尾山　和華(2) 13m60 上野　瑞穂(3) 13m24 田中　津夏彩(3) 13m03 社本　夢月(3) 12m85 川上  詩織(3) 12m58 山口  彩乃(3) 12m55 高尾　藍莉(3) 12m16

(7月28日) 武庫 志方 播磨南 神戸長坂 広畑 南ひばりガ丘 園田 深津

女子四種競技 松尾　侑季(3) 3047 堂脇　優香(3) 2926 荒木　志帆(3) 2897 松田　彩佳(3) 2852 西田　恵(3) 2695 中村　優女(3) 2606 丸本　佳苗(3) 2579 小澤　ほのか(3) 2569

１００ｍＨ　(7月27日) 飾磨東 14"24(+1.4) 神戸長坂 14"48(+1.4) 播磨南 14"69(+1.4) 大原 14"04(+1.4) 播磨南 15"41(+0.4) 神戸長坂 16"31(+0.4) 豊岡北 14"50(+1.4) 神吉 15"08(+1.4)

走高跳 大会新 1m64 1m55 1m61 1m43 1m43 1m61 1m46 1m40

砲丸投 10m99 11m03 10m74 9m95 12m42 10m49 7m94 9m50

２００ｍ 26"84(+1.2) 26"68(+1.2) 27"28(+1.2) 25"87(+1.2) 27"46(+1.2) 28"14(+1.2) 27"17(+1.8) 26"79(+1.8)
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