
第５８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24年7月7日(土) ～ 平成24年7月8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 池澤　翔輝 11"10 前田　拓馬 11"27 福本　悠介 11"34 片岡　健介 11"37 谷口　篤希 11"40 八木谷　康希 11"41 森田　涼介 11"44 高島　拓巳 11"45

(7月7日) 加古川 +1.9 星和台 +1.9 双葉 +1.9 姫路灘 +1.9 柏原 +1.9 長田 +1.9 平岡 +1.9 豊富 +1.9

２年生男子１００ｍ 戸塚　悠太 11"46 安達　祐樹 11"49 前田　凌 11"57 山本　雄大 11"61 中澤　理緒 11"63 澤　直樹 11"68 竹内　友希 11"81

(7月7日) 緑が丘 +1.1 飾磨東 +1.1 多聞東 +1.1 本多聞 +1.1 宝殿 +1.1 けやき台 +1.1 山南 +1.1

１年生男子１００ｍ 前田　涼也 12"08 梅川　峻 12"10 中村　恭輔 12"32 塩川　直人 12"35 鈴木　琉大 12"38 安藤　誉浩 12"43 富田　宗晟 12"45 山田  雄翔 12"46

(7月7日) 三木 +1.7 井吹台 +1.7 城山 +1.7 浜坂 +1.7 宝塚第一 +1.7 播磨 +1.7 鷹取 +1.7 甲陵 +1.7

共通男子２００ｍ 池澤　翔輝(3) 22"25 福井　孝志(3) 22"62 八木谷　康希(3) 22"75 五島　龍司(3) 22"97 小林　宗哉(3) 22"99 藤原　和輝(3) 23"00 藤原　広夏(2) 23"05 中島　佑(3) 23"05

(7月8日) 加古川 +4.1 自由が丘 +4.1 長田 +4.1 赤穂 +4.1 姫路灘 +4.1 志方 +4.1 三木 +4.1 飾磨東 +4.1

共通男子４００ｍ 井上　剛(3) 53"17 弘津　陽介(3) 54"08 黒田　拓臣(3) 54"15 藤原　和輝(3) 54"71

(7月7日) 芦屋山手 本山南 真砂 志方

共通男子８００ｍ 西村　陽貴(3) 1'59"41 野間　紘久(3) 2'03"95 佃　昂紀(3) 2'04"62 冨田　真佑(3) 2'05"89 佐伯　辰弥(3) 2'06"09 大江　郁弥(3) 2'06"14 稲数　浩也(3) 2'10"20 西園　颯斗(2) 2'13"98

(7月8日) 三木 西神 関西学院 西脇 西代 上野台 神戸長坂 加古川山手

共通男子１５００ｍ 池田　親(3) 4'01"42 西村　陽貴(3) 4'04"78 森田　匠施(3) 4'11"85 大田　健司(3) 4'13"83 赤澤　健太(3) 4'16"43 清谷　大雅(3) 4'16"75 皆吉  真智(3) 4'18"62 茨木　宏太(3) 4'19"29

(7月7日) 加古川山手 大会新 三木 豊岡北 飾磨西 神河 神吉 鳴尾 玉津

１年生男子１５００ｍ 中尾　大樹 4'19"53 坂元　祐喜 4'27"25 木村　翔太 4'31"30 筒井　涼太 4'32"12 池田　典明 4'37"70 喜多村　真 4'38"65 中田　颯真 4'39"75 進藤　魁人 4'40"31

(7月7日) 宝殿 全国通信大会最高 加古川山手 朝霧 三木東 加古川山手 鹿島 浜の宮 香寺

共通男子３０００ｍ 池田　親(3) 8'59"39 大濱　輝(3) 9'07"92 坂本　章(3) 9'08"47 猪尾　賢基(3) 9'08"90 藤田　大智(3) 9'09"40 日村　恭輔(3) 9'09"52 富崎　弘郁(3) 9'13"26 石原　圭祐(3) 9'13"28

(7月8日) 加古川山手 有野北 三木東 一宮南 自由が丘 北条 陵南 宝殿

共通男子１１０ｍＨ 三浦　祥人(3) 14"39 田上　駿(3) 14"53 笹田　航(3) 14"53 松本　尚也(3) 14"68 山本　修平(3) 14"77 前田  喬紀(3) 14"78 斉藤　匠(3) 15"17 豊田  将樹(3) 26"75

(7月8日) 高丘 +2.6 唐櫃 +2.6 三木東 +2.6 氷丘 +2.6 朝日 +2.6 甲武 +2.6 飾磨東 +2.6 南ひばりガ丘 +2.6

共通男子４×１００ｍＲ けやき台 44"73 豊岡南 45"01 姫路灘 45"35 安室 45"38 飾磨東 45"75 井吹台 45"77 浜の宮 45"92

(7月8日) 嶋原  耕平(3) 井﨑　智務(2) 平田　寛人(2) 本母　紘平(2) 三木　景介(3) 眞鍋　光毅(3) 今津　純也(3)

斎藤　聡平(3) 北村　亮(3) 片岡　健介(3) 浅井　愛斗(3) 斉藤　匠(3) 岩城　育海(3) 川端　将貴(3)

澤　直樹(2) 秦　海斗(3) 下村　裕哉(3) 芦原　翼空(3) 圓尾　清太(3) 丹下　恭介(3) 古川　竜太(3)

山中  森羅(3) 岡　裕人(2) 小林　宗哉(3) 仙波　大和(3) 中島　佑(3) 山本　純也(3) 柏木　武勇貴(3)
共通男子走高跳 魚田　寛治(3) 1m85 谷口　桃次郎(3) 1m80 角田　滉貴(3) 1m80 笠井  隆一(3) 1m80 矢嶋　隼也(3) 1m80 中山 裕史(3) 1m75 香嶋　隼斗(2) 1m75
(7月8日) 姫路灘 和田山 黒田庄 浜脇 二見 南淡 太子西

奥門　祥史(3) 1m80
兵教大附

共通男子棒高跳 橋戸　 紘輝(3) 3m85 中谷　友哉(3) 3m80 児玉  昂大(3) 3m60 山田　皓生(2) 3m40 田中　亮輔(3) 3m40 堀内  宥也(3) 3m40 二木  悠介(3) 3m20 青木　俊太(3) 3m00
(7月8日) 立花 播磨南 学文 香住第一 神吉 武庫 武庫 日新
共通男子走幅跳（決勝） 野﨑  千皓(3) 6m70 西尾　友佑(3) 6m37 嶋原  耕平(3) 6m30 福崎　尭哉(3) 6m24 新田　尚輝(3) 6m09 平井  匠(3) 6m04 小中  勝貴(3) 6m04 翁田　千寛(3) 5m93

(7月7日) 南ひばりガ丘 +0.9 神戸長坂 +1.3 けやき台 +0.9 高丘 +1.2 衣川 +0.6 浜脇 +1.9 多田 +1.8 小部 +0.5

ｾｶﾝﾄﾞ　6m00(+1.5) ｾｶﾝﾄﾞ　5m91(+0.6)

共通男子砲丸投（決勝） 中村　歩夢(3) 14m55 幸長　慎一(3) 13m99 池川　博史(2) 13m68 古賀　亮汰(3) 13m52 髙島　健吾(3) 13m29 寺岡　尚哉(3) 13m02 魚住　昂央(3) 12m64 更家　弘基(3) 11m81

(7月7日) 姫路東 姫路東 鈴蘭台 陵南 高丘 平野 稲美 豊岡南

男子四種競技 田上　駿(3) 2783点 豊田  将樹(3) 2678点 廣野  翔大(3) 2590 谷口　桃次郎(3) 2539点 野村　奏太(3) 2220点 武田　龍聖(3) 2211点 榎本　恵介(3) 2207点 田中　大雅(3) 2156点

１１０ｍＨ　(7月7日) 14"88(-0.7)　；864点 15"01(-0.7)　；848点 15"37(-0.7)　；805点 16"10(-1.8)　；722点 15"69(-1.8)　；768点 15"52(-0.7)　；788点 16"34(-1.0)　；695点 15"52(-0.7)　；788点

砲丸投 12m67　；647点 11m98　；605点 12m89　；661点 11m83　；596点 10m35　；507点 9m49　；455点 10m06　；489点 9m86　；477点

走高跳 唐櫃 1m82　；644点 南ひばりガ丘 1m73 ；569点 学文 1m64　；496点 和田山 1m85　；670点 南淡 1m50　；389点 太子東 1m55　；426点 深津 1m70　；544点 神戸長坂 1m64　；496点

４００ｍ 54"29　；628点 53"60　；656点 54"29　；628点 56"20　；551点 56"08　；556点 56"44　；542点 58"12　；479点 1'00"54　；395点

気象状況（７／７）
総　　 務
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曇り 29.0　℃ 北東 0.5　ｍ
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競技開始
時刻

10:00
12:00

競技終了

曇り

晴れ

曇り
14:00 晴れ

1.5　ｍ

27.0　℃ 北 1.7　ｍ
28.5　℃ 北 2.3　ｍ

渋谷　博生
29.0　℃ 東南東 0.6　ｍ 竹原　昇　・佐藤　貢

湿度
高橋　浩之

28.0　℃ 北

天候 気温 風向 風速

信近　清志

71　％
71　％
67　％

63　％
70　％


