
第５９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25年7月6日(土) ～ 平成25年7月7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 前田　凌 11"02 澤　直樹 11"15 田島　登和 11"22 井上　翼作 11"27 尾崎　望実 11"33 久田　伊織 11"35 中澤　理緒 11"36 吉田　玄穂 11"40

(7月6日) 多聞東 +1.1 けやき台 +1.1 平岡 +1.1 二見 +1.1 平岡 +1.1 赤穂東 +1.1 宝殿 +1.1 加古川 +1.1

２年生男子１００ｍ 前園　大貴 11"28 友田  慶一 11"47 松本　拓巳 11"47 富田　宗晟 11"50 前田　篤志 11"59 安藤　誉浩 11"62 梅川　峻 11"65 丘田　龍弥 11"65

(7月6日) 甲武 +1.1 甲陽学院 +1.1 加古川 +1.1 鷹取 +1.1 甲武 +1.1 播磨 +1.1 井吹台 +1.1 高砂 +1.1

１年生男子１００ｍ 今関　伸吾 11"92 田中　聡 11"97 國分　翔太 12"06 松本　昂大 12"11 中西　勇成 12"11 佐貫　源紀 12"23 高鍋　空登 12"28 松本　侑也 12"33

(7月6日) 本多聞 +1.8 太子東 +1.8 伊丹東 +1.8 上野 +1.8 朝日 +1.8 有野北 +1.8 青雲 +1.8 加古川 +1.8

共通男子２００ｍ 安達　祐樹(3) 22"48 藤原　広夏(3) 22"49 藤本　泰範(3) 22"58 山本　雄大(3) 22"63 道下　巧也(3) 22"69 石井　英行(3) 22"94 藤原  陸(3) 23"18 竹内　友希(3) 23"40

(7月7日) 飾磨東 +1.1 三木 +1.1 自由が丘 +1.1 本多聞 +1.1 歌敷山 +1.1 五色 +1.1 宝梅 +1.1 山南 +1.1

共通男子４００ｍ 藤原　広夏(3) 51"98 笹山　佳暉(3) 52"10 志賀　颯(3) 52"12 北谷  直輝(3) 52"20 久保田　海羅(3) 52"26

(7月6日) 三木 青雲 網干 平木 舞子

共通男子８００ｍ 西園　颯斗(3) 2'00"81 藤山　翔太(3) 2'01"29 奥　泰地(3) 2'02"06 坂元　祐喜(2) 2'03"23 佐藤　陸弥(3) 2'03"58 四方  悠瑚(3) 2'03"62 芳野　剛汰(3) 2'03"86 浅野　順市(3) 2'05"02

(7月7日) 加古川山手 玉津 平岡 加古川山手 飾磨西 光ガ丘 姫路広嶺 飾磨東

共通男子１５００ｍ 加藤　淳(3) 4'12"65 藤山　翔太(3) 4'15"02 前田　舜平(3) 4'15"58 矢野　郁人(3) 4'18"09 西園　颯斗(3) 4'18"56 境　勇樹(3) 4'23"83 藪田　一志(3) 4'25"21 坂元　祐喜(2) 4'27"58

(7月6日) 大久保 玉津 龍野東 本多聞 加古川山手 大白書 けやき台 加古川山手

１年生男子１５００ｍ 松嶋　陸 4'32"26 宮島　英冴 4'33"18 三宅　友哉 4'34"86 畠山　裕士郎 4'34"91 澤田　陸杜 4'41"25 片井　宏哉 4'41"30 岡本　楓賀 4'41"36 北條　雄士 4'41"47

(7月6日) 姫路灘 荒井 陵南 龍野西 城山 五色 加古川 広畑

共通男子３０００ｍ 加藤　淳(3) 8'54"63 稲田　拓真(3) 8'57"80 酒井　耀史(3) 9'01"26 岡本　哲平(3) 9'07"97 上村　亮太(3) 9'08"63 加井　虎造(3) 9'10"64 山口　和樹(3) 9'13"24 林田　聖(2) 9'13"79

(7月7日) 大久保 小野 大原 福崎西 三木東 篠山 加古川山手 大白書

共通男子１１０ｍＨ 西森　龍馬(3) 14"47 山端　竜斗(3) 14"86 柿本　崇宏(3) 15"14 南雲  優作(3) 15"27 佐伯　駿(3) 15"32 中野  健介(3) 15"45 奥山　裕紀(3) 15"47 大西　克典(3) 15"48

(7月7日) 播磨南 +0.5 三木東 +0.5 山陽 +0.5 深津 +0.5 唐櫃 +0.5 武庫 +0.5 播磨南 +0.5 井吹台 +0.5

共通男子４×１００ｍＲ けやき台 44"40 有野北 44"53 平岡 44"81 城山 45"00 本山南 45"10 甲陵 45"32 氷丘 45"90 加古川中部 46"04

(7月7日) 市野　真央(3) 中野　智之(3) 石村　駿(2) 徳永　大樹(2) 森脇　智広(3) 上木  拓(3) 矢吹　紘二郎(2) 鎌松　凌都(3)

今西　優太(3) 岸　竜也(3) 田島　登和(3) 中村　恭輔(2) 松本　壮流(3) 荒木  太陽(3) 大豊　数真(3) 村川　友哉(3)

西本　俊樹(3) 磯崎　祐樹(3) 高橋　憂輝(2) 渡邊　光希(3) 山木　優也(3) 冨永  航太(3) 高尾　悠矢(3) 梶本　和樹(3)

澤　直樹(3) 白井　佑汰(3) 尾崎　望実(3) 福本　将太郎(3) 足立　諒(3) 山田  雄翔(2) 高橋　諄(3) 東元　拓巳(3)
共通男子走高跳 上鍵　政隆(3) 1m85 猪俣  覚(3) 1m80 桒原　拓也(3) 1m80 川口　雅弘(3) 1m75 梶本　和樹(3) 1m75 香嶋　隼斗(3) 1m75 宇井　達郎(3) 1m75 磯田　駿(3) 1m70
(7月7日) 赤穂東 小園 神吉 飾磨中部 加古川中部 太子西 播磨 香住第一
共通男子棒高跳 山田　皓生(3) 4m10 乾　博貴(3) 3m60 神田　陸玖(3) 3m20 後藤  悠斗(3) 3m20 大友　伸晃(3) 3m00 佐々木　崇之(3) 3m00 重本　拓己(3) 3m00
(7月7日) 香住第一 播磨南 須磨北 小田北 神吉 飾磨東 有野北

大山　星夜(2) 3m00
日新

共通男子走幅跳（決勝） 木下　将一(3) 6m77 潮崎　爽(3) 6m59 米村　祥聡(3) 6m48 福山  修平(3) 6m34 高尾　悠矢(3) 6m34 山本　雄大(3) 6m31 黒田　悠斗(3) 6m30 久保　源輝(3) 6m26

(7月6日) 飾磨西 +2.0 港島 +2.0 網干 +1.5 学文 +2.0 氷丘 +2.0 本多聞 +2.0 飾磨中部 +2.0 神吉 +2.0

ｾｶﾝﾄﾞ記録6m21(+1.8) ｾｶﾝﾄﾞ記録6m07(+2.0)

共通男子砲丸投（決勝） 池川　博史(3) 15m31 天野　大輝(3) 13m48 岩戸  孝平(3) 13m32 廣田　歩夢(3) 13m01 冨田　悠平(3) 12m84 小松　俊一郎(3) 11m99 服部  優允(3) 11m85 小寺　晴大(3) 11m75

(7月7日) 鈴蘭台 大会新　 播磨南 園田東 太子西 飾磨中部 志方 甲武 上野
男子四種競技 奥山　裕紀(3) 2575点 中村  晃平(3) 2558点 山端　竜斗(3) 2462点 中村　元紀(3) 2397点 松元  勝太朗(3) 2395点 磯崎　祐樹(3) 2301点 成松　英之(3) 2281点 町田　英則(3) 2280点
１１０ｍＨ　(7月6日) 15"16(+1.5)；830点 15"46(+1.5)；795点 14"78(+1.5)；876点 15"99(+2.0)；734点 16"12(+2.0)；719点 15"69(+2.0)；768点 16"38(+1.9)；691点 16"03(+2.0)；729点
砲丸投 10m36；507点 11m65；585点 10m72；529点 10m08；490点 11m16；556点 10m00；486点 9m18；437点 11m88；599点
走高跳 播磨南 1m76；593点 園田 1m79；619点 三木東 1m55；426点 飾磨西 1m76；593点 今津 1m58；449点 有野北 1m58；449点 塩瀬 1m67；520点 飾磨東 1m61；472点
４００ｍ 53"86；645点 56"00；559点 54"22；631点 55"48；580点 53"25；671点 55"03；598点 54"17；633点 58"10；480点

気象状況（７／６）
総　　 務

審 判 長

記録主任

気温 風向 風速

信近　清志

67　％
68　％
61　％

64　％
62　％

渋谷　博生
34.0　℃ 南 3.2　ｍ 竹原　昇　・佐藤　貢

湿度
奥野　耕太郎

34.5　℃ 南 1.6　ｍ

33.5　℃ 南 2.4　ｍ
34.5　℃ 南南西 2.4　ｍ

10:00
12:00
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時刻 天候


