
第69回兵庫県中学校陸上競技大会
入賞者一覧 平成29年7月26日(水) ～ 平成29年7月27日(木)

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 西尾　晃太 11"00 城本　彩斗 11"09 松田　慎太郎 11"15 佐藤　隼 11"17 平野　渚生 11"22 梅田　光太朗 11"22 細見　大樹 11"29 上田　嵩矢 11"38

(7月26日) 小野 +1.1 豊岡南 +1.1 鳴尾南 +1.1 押部谷 +1.1 加古川 +1.1 真砂 +1.1 春日 +1.1 香住第一 +1.1

２年生男子１００ｍ 森永　悠斗 11"32 和田　一晃 11"37 目黒　雄大 11"43 松尾　悠人 11"45 岩城　光伸 11"52 下山　翼 11"62 岡林　功大 11"66 山下　諒 11"67

(7月26日) 加古川山手 +1.1 玉津 +1.1 滝川 +1.1 青雲 +1.1 甲陽学院 +1.1 北条 +1.1 旭丘 +1.1 港島学園 +1.1

１年生男子１００ｍ 藤原　篤弥 11"71 安保　祐希 11"77 岩崎　蒼 12"07 浅見　春翔 12"18 中島　一喜 12"20 森本　ゆう 12"21 杉山　昴生 12"29 藤田　琳空 12"31

(7月27日) 小野南 +0.9 兵庫 +0.9 山陽 +0.9 須佐野 +0.9 竜が台 +0.9 御殿山 +0.9 野々池 +0.9 太子西 +0.9

共通男子２００ｍ 西尾　晃太(3) 22"25 下方　崇生(3) 22"46 渡邊　隼斗(3) 22"56 松田　慎太郎(3) 22"56 島田　拓実(3) 22"95 岡林　功大(2) 23"02 下里　淳司(3) 23"19

(7月27日) 小野 +0.8 伊川谷 +0.8 香寺 +0.8 鳴尾南 +0.8 三原 +0.8 旭丘 +0.8 荒井 +0.8

共通男子４００ｍ 渡邊　隼斗(3) 51"59 山本　秀(3) 52"21 幸村　侑哉(3) 52"32 益田　隼冶(3) 52"71 山崎　桜(3) 52"89 池本　陽介(3) 53"30 山田　栄佑(3) 53"35 松下　侑生(3) 55"05

(7月26日) 香寺 赤穂 武庫東 垂水 白川台 富士 伊丹北 飾磨東

共通男子８００ｍ 澤田　和希(3) 1'59"51 種田　優一(3) 1'59"53 福嶋　明大(3) 2'00"63 辻本　駿葵(3) 2'01"71 岩田　峻也(3) 2'01"79 清水　敬晶(2) 2'02"53 北岸　健吾(3) 2'03"50 森川　智史(3) 2'08"22

(7月27日) 太子西 小野 高倉 宝殿 香寺 五色 灘 高倉

共通男子１５００ｍ 種田　優一(3) 4'13"10 細山　太志(3) 4'13"40 前川　洋晴(3) 4'15"49 西森　遼(3) 4'16"15 寺谷　壮汰(3) 4'16"74 田口　文太(3) 4'18"04 井上　昌希(3) 4'18"20 林田　蒼生(2) 4'18"95

(7月26日) 小野 篠山東 平岡 園田 太子東 神南 姫路灘 姫路広嶺

１年生男子１５００ｍ 野村　怜 4'30"42 池田　成輝 4'31"45 森　陽輝 4'32"05 小島　慶大 4'34"28 岡田　颯星 4'36"36 岡村　和真 4'36"75 安尾　瑠輝 4'40"84 辰巳　蒼真 4'41"91

(7月26日) けやき台 姫路高丘 朝日 神吉 日高西 宝殿 平野 御殿山

共通男子３０００ｍ 前川　洋晴(3) 9'08"57 藤　幸太郎(3) 9'10"51 八澤　輝人(3) 9'10"87 黒澤　匡喜(3) 9'15"29 日笠　和哉(3) 9'15"54 永吉　恭理(3) 9'15"70 濱崎　裕斗(3) 9'17"53 堀之内　奨(3) 9'20"18

(7月27日) 平岡 鈴蘭台 加古川 神戸長坂 安室 安室 加古川 南ひばりガ丘

共通男子１１０ｍＨ 飯牟田　空良(3) 14"01 柴田　賢太郎(3) 14"41 猿渡　善斗(3) 14"45 竹岡　燎汰(3) 14"74 幡中　涼太(3) 14"85 森川　敬友(3) 14"89 新田　恒大(3) 15"21 奥山　偉斗(3) 15"21

(7月27日) 播磨    =GR(大会ﾀｲ) +0.1 荒牧 +0.1 本庄 +0.1 市島 +0.1 姫路灘 +0.1 神大附中等 +0.1 常陽 +0.1 南ひばりガ丘 +0.1

共通男子４×１００ｍＲ 猪名川 43"45 赤穂東 43"85 浜の宮 44"04 荒井 44"24 小園 44"27 加古川 44"45 真砂 44"62 伊丹南 45"12

(7月27日) 森田　裕貴(3) NGR 清水　公輝(3) 前川　誠之介(3) 平川　晴一(3) 松岡　正真(2) 辻村　優心(3) 田辺　陽大(3) 秋田　秀斗(3)

尾北　智紀(3) (大会新) 圓尾　優斗(3) 濱田　誉生(2) 下里　淳司(3) 島瀬　稜平(3) 吉井　律己(3) 梅田　光太朗(3) 藤本　亮(2)

芝本　悠典(3) 神戸　一真(3) 坂本　楓雅(3) 中野　主博(3) 竹内　璃空弥(1) 美田　成彦(2) 才木　翔太(3) 黒川　諒(3)

仁部　太貴(3) 水守　潤音(3) 内谷　京丞(3) 橋本　太喜(3) 岩下　颯真(3) 平野　渚生(3) 北本　健阿樹(3) 上野　竜樹(3)

低学年男子４×１００ｍＲ 広畑 47"26 太子東 47"37 野々池 47"53 浜脇 47"78 押部谷 48"01 山陽 48"01 宝殿 48"82

(7月26日) 植田　大輝(2) 瀧北　丞(2) 文谷　周平(2) 山田　真己(2) 松井　将(2) 松本　悠生(2) 保田　真吾(2)

安富　厳(1) 出田　丈一郎(1) 杉山　昴生(1) 川口　吏功(1) 粟田　悠斗(1) 岩崎　蒼(1) 髙橋　佳太(1)

宗野　佑斗(1) 八幡　朝陽(1) 勝山　英明(1) 廣永　蒼太(1) 織田　誠也(1) 内布　優稀也(1) 石堂　陽斗(1)

小田　玲温(2) 三浦　康生(2) 角田　爽(2) 山崎　健太(2) 山本　央(2) 三浦　仁綺(2) 常本　雅哉(2)

共通男子走高跳 武政　壮之助(3) 1m88 衣川　卓希(3) 1m85 小宮路　大翔(3) 1m85 藤本　聖(3) 1m80 平崎　叶也(3) 1m80 川井　悠生(3) 1m75 西藤　聖弥(3) 1m75 上木　陸駆(3) 1m75

(7月27日) 置塩 宝梅 押部谷 旭丘 魚住 姫路高丘 北神戸 山田

共通男子棒高跳 中村　雄大(3) 3m80 赤松　心太朗(3) 3m80 木村　亮太(3) 3m70 宮﨑　暉(3) 3m40 齊藤　雅征(3) 3m40 尾上　航(3) 3m20 藤谷　祥太郎(3) 3m20

(7月27日) 香住第一 朝日 日高東 湊川 大成 猪名川 武庫

横内　幸裕(3) 3m20

真砂

共通男子走幅跳(決勝) 島田　拓実(3) 6m74 伊賀　大晟(3) 6m50 長井　遥斗(2) 6m35 梅野　真生(3) 6m26 林　倖輝(3) 6m26 西田　憲吾(3) 6m25 岡野　悠生(3) 6m25 平野　渚生(3) 6m22

(7月26日) 三原 +2.7 豊富 +2.2 甲南 +1.7 善防 +1.7 深津 +2.7 豊岡南 +1.9 本山南 +3.3 加古川 +2.4

共通男子三段跳 林　倖輝(3) 13m29 矢野　雄大(3) 13m04 中河　義弥(3) 13m03 伊賀　大晟(3) 12m91 田原　励斗(3) 12m81 細見　亮汰(3) 12m66 西田　憲吾(3) 12m64 北澤　蒼梧(3) 12m64

(7月27日) 深津 -0.6 猪名川 +0.7 上甲子園 +2.0 豊富 +2.9 春日 +0.5 西脇南 +2.0 豊岡南 +1.2 広畑 +1.5

共通男子砲丸投(5kg)　(決勝)競　友哉(3) 14m22 楓　龍之介(3) 13m72 小山　光(3) 13m59 寺尾　翔(3) 13m12 永井　裕斗(3) 13m07 岡﨑　悠紀(3) 13m03 石橋　直(3) 12m63 多田　滉(3) 12m33

(7月27日) 大社 大蔵 南ひばりガ丘 花田 大津 陵南 神河 狭間

共通男子円盤投 喜多川　颯大(3) 35m32 成尾　拓輝(3) 34m87 多田　滉(3) 34m20 鎌田　太陽(3) 34m18 佐治　優樹(2) 33m93 橋本　隆佐(3) 33m75 鶴崎　誠(3) 33m63 山中　竣介(3) 33m18

(7月26日) 高倉 高倉 狭間 荒牧 神河 野々池 宝梅 武庫東

男子四種競技 佐野　嘉彦(3) 2596 宮川　祐京(3) 2585 飯牟田　空良(3) 2579 上木　陸駆(3) 2556 川畑　佳大(3) 2541 奥山　偉斗(3) 2447 堀　楓雅(3) 2393 松本　祐茉(3) 2366

１１０ｍＨ　(7月26日) 花田 15"78(+2.8) 平野 15"08(+2.7) 播磨 14"20(+2.7) 山田 15"51(+2.8) 野々池 15"02(+2.7) 南ひばりガ丘15"10(+2.7) けやき台 15"41(+2.8) 三木東 15"86(+2.5)

砲丸投 12m55 12m07 9m75 10m97 10m46 10m59 9m97 10m13

走高跳 1m77 1m65 1m60 1m77 1m77 1m60 1m68 1m71

４００ｍ 55"08 54"24 52"68 54"45 55"50 54"36 55"48 55"68
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