
第６０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26年7月5日(土) ～ 平成26年7月6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 安藤　誉浩 11"02 前田　篤志 11"05 鈴木　琉大 11"19 日下部　駿 11"23 梅川　峻 11"27 松本　拓巳 11"27 丘田　龍弥 11"28 芦田　幸翼 11"33

(7月5日) 播磨 +0.9 甲武 +0.9 宝塚第一 +0.9 播磨 +0.9 井吹台 +0.9 加古川 +0.9 高砂 +0.9 菅野 +0.9

２年生男子１００ｍ 野中　　楓 11"51 今関　伸吾 11"53 田中　聡 11"61 松本　昂大 11"63 松本　侑也 11"66 乗松　航輔 11"69 田口  竜也 11"71 藤原　匠哉 11"71

(7月5日) 加古川 +1.2 本多聞 +1.2 太子東 +1.2 上野 +1.2 加古川 +1.2 朝霧 +1.2 園田東 +1.2 加美 +1.2

１年生男子１００ｍ 溝口　塁生 11"76 小林　拓未 11"87 山岡　右京 11"98 谷　純太朗 12"18 近藤　勇 12"47 岩本　大夢 12"52 塚原　啓太 12"54 国宝　和那 12"59

(7月5日) 野々池 +0.8 西脇南 +0.8 塩瀬 +0.8 けやき台 +0.8 市島 +0.8 豊岡北 +0.8 日高東 +0.8 精道 +0.8

共通男子２００ｍ 梅川　峻(3) 22"72 瀧野　貴大(3) 22"83 松本　拓巳(3) 23"01 丘田　龍弥(3) 23"06 山田　翼(3) 23"06 前園　大貴(3) 23"09 鈴木　琉大(3) 23"24 佐藤　玄主(3) 23"38

(7月6日) 井吹台 +1.3 荒井 +1.3 加古川 +1.3 高砂 +1.3 加古川 +1.3 甲武 +1.3 宝塚第一 +1.3 芦屋山手 +1.3

共通男子４００ｍ 山田　翼(3) 50"42 丸尾　和誠(3) 51"95 紙本　拓哉(3) 52"03 烏野　翔輝(3) 52"09 井上　泰斗(3) 52"11 小野　湧貴(3) 52"79 安藝　光遥(3) 53"15 大谷　幹(3) 54"23

(7月5日) 加古川 赤穂西 小野 大久保北 飾磨西 北神戸 山陽 有野北

共通男子８００ｍ 坂元　祐喜(3) 2'01"19 木村　翔太(3) 2'01"79 宮本　卓昌(3) 2'02"84 田中　晴希(3) 2'03"20 中田　颯真(3) 2'04"42 西山　大志(3) 2'04"98 山本　風太(3) 2'05"88 井上　泰斗(3) 2'07"47

(7月6日) 加古川山手 朝霧 揖保川 三木東 浜の宮 大社 日新 飾磨西

共通男子１５００ｍ 坂元　祐喜(3) 4'10"90 坂本　将一朗(3) 4'13"12 大西　理久(3) 4'13"51 松嶋　陸(2) 4'13"86 三宅　友哉(2) 4'15"78 中田　颯真(3) 4'16"28 牧野　隼也(3) 4'16"66 高橋　佑輔(3) 4'17"22

(7月5日) 加古川山手 けやき台 有野北 姫路灘 陵南 浜の宮 安室 井吹台

１年生男子１５００ｍ 六萬　悠斗 4'32"42 長谷　輝 4'36"96 三宅　大和 4'37"04 吉田　和晃 4'37"74 砂田　晟弥 4'38"03 吉川　陽 4'38"35 吉原　篤 4'38"36 竹中　翔平 4'38"37

(7月5日) 鹿島 猪名川 篠山 神吉 置塩 赤穂西 猪名川 姫路広嶺

共通男子３０００ｍ 中尾　大樹(3) 8'45"38 三浦　拓朗(3) 8'45"76 筒井　涼太(3) 9'00"16 坂本　将一朗(3) 9'06"28 井上　大輝(3) 9'07"18 上野　拓貴(3) 9'08"91 藤本　珠輝(2) 9'09"01 井上　亮真(3) 9'09"14

(7月6日) 宝殿 大会新　　 豊富 大会新　　 三木東 けやき台 宝殿 姫路広嶺 陵南 神戸長坂

共通男子１１０ｍＨ 前田　篤志(3) 14"50 徳岡　凌(3) 14"87 日下部　駿(3) 15"03 前田　涼也(3) 15"05 西村　亮太(3) 15"22 大前　智哉(3) 15"29 高知　真吾(3) 15"62

(7月6日) 甲武 +1.9 西脇 +1.9 播磨 +1.9 三木 +1.9 五色 +1.9 三田学園 +1.9 真砂 +1.9

共通男子４×１００ｍＲ 加古川 44"12 甲武 44"40 井吹台 44"74 有野北 44"95 五色 45"03 宝梅 45"08 園田東 45"39

(7月6日) 大路　凌雅(3) 松尾　駿(3) 佐々木　裕大(2) 杉浦　隆太(3) 石田　大和(2) 近藤　祐輔(3) 中島　岳穂(3)

松本　拓巳(3) 畠田　慎也(3) 小西　貴大(3) 西尾　颯太(3) 神﨑　俊孝(3) 山口  知温(2) 田口  竜也(2)

山田　翼(3) 前田　篤志(3) 西角　祐亮(3) 大谷　幹(3) 都丸　涼太(3) 長澤　康平(3) 山本　龍人(3)

野中　　楓(2) 前園　大貴(3) 梅川　峻(3) 佐貫　源紀(2) 西村　亮太(3) 来住　拓摩(3) 吉田　遊悟(3)

共通男子走高跳 濱田　成弥(3) 1m80 品部　智哉(3) 1m80 常信　京汰(3) 1m80 柳田　恵佑(3) 1m75 瀬川　大樹(3) 1m75 長沼　柊(3) 1m75

(7月6日) 上甲子園 けやき台 甲陵 朝日 平野 上ヶ原

山田　秀勝(3) 1m80 吉川　玲央(3) 1m75 甲斐　優貴(3) 1m75

小野南 飾磨中部 赤穂東

共通男子棒高跳 今西　弘成(3) 3m80 角田　秀(3) 3m60 坂井　北斗(3) 3m60 大山　星夜(3) 3m40 小野　裕二郎(3) 3m40 高梨　優大(3) 3m40 中西　大輔(3) 3m00

(7月6日) 香住第一 学文 学文 日新 飾磨東 有野北 有野北

西田　智哉(3) 3m40

播磨南

共通男子走幅跳（決勝） 佐貫　源紀(2) 6m63 村上　諄(3) 6m48 塩川　直人(3) 6m40 北原　颯真(3) 6m38 酒井　雅也(3) 6m37 川西　紘生(3) 6m28 細見　洸太(3) 6m16 小山　拓豊(3) 6m08

(7月5日) 有野北 +2.9 高砂 +1.4 浜坂 +1.9 山手台 +2.9 丹南 +1.6 猪名川 +1.8 春日 +2.1 大池 +1.0

共通男子砲丸投（決勝） 谷　瑛大(3) 14m46 金井　一平(3) 13m22 満田　海斗(3) 13m12 長谷川　樹希(3) 13m07 小林　裕季(3) 12m82 中村　美史(3) 12m60 志摩  直也(3) 12m36 仁科　剛志(3) 11m98

(7月6日) 南ひばりガ丘 篠山 陵南 押部谷 神河 西谷 明峰 有野北

男子四種競技 内藤　大貴(3) 2560点 泉谷　駿亮(3) 2426点 永末　礼(3) 2407点 山形　翔希(3) 2377 矢野　鷹也(3) 2296 西村　亮太(3) 2294 戸梶　巧貴(3) 2289 千原　令士(3) 2282

１１０ｍＨ　(7月5日) 15"19(+1.8)；827点 15"26(+1.8)；818点 16"09(+1.1)；723点 15"45(+1.8)；796点 16"20(+1.1)；710点 15"22(+1.8)；823点 16"08(+1.1)；724点 15"98(+1.1)；735点

砲丸投 11m62；583点 10m48；515点 11m20；558点 10m66；525点 11m02；547点 10m33；505点 9m72；469点 10m40；510点

走高跳 広陵 1m67；520点 江井島 1m58；449点 大原 1m70；544点 小野 1m64；496点 深津 1m61；472点 五色 1m50；389点 有野北 1m70；544点 押部谷 1m67；520点

４００ｍ 54"23；603点 53"90；644点 55"43；582点 55"99；560点 55"79；567点 55"56；577点 56"18；552点 57"09；517点
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