
平成29年度中播地区中学校総合体育大会　第6１回中播地区中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成29年7月15日(土) ～ 平成29年7月16日(日)

ウィンク陸上競技場（姫路市立陸上競技場）

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年男子１００ｍ 橋本　凌一 11"62 小園　陽介 11"67 原　麻嘉 11"68 馬場　勇弥 11"78 大倉　豊司 11"82 笹倉　佑斗 11"87 海野　紘聖 11"88 平岡　照土 11"99

(7月15日) 林田 -0.9 姫路広嶺 -0.9 城山 -0.9 姫路広嶺 -0.9 大津 -0.9 姫路灘 -0.9 飾磨中部 -0.9 増位 -0.9
２年男子１００ｍ 藤原　瑠生 12"14 小田　玲温 12"34 堀口　智貴 12"39 松本　悠生 12"52 北島　智哉 12"67 植田　大輝 12"73 高橋　孝太朗 12"77
(7月15日) 置塩 -2.7 広畑 -2.7 神河 -2.7 山陽 -2.7 東光 -2.7 広畑 -2.7 香寺 -2.7

橋本　亘晴 12"14
香寺 -2.7

１年男子１００ｍ 安富　厳 12"40 岩崎　蒼 12"63 今村　優汰 12"91 上田　蓮大 12"95 高見　陸亜 13"11 内布　優稀也 13"24 西村　悠 13"27 土井本　倖輝 13"33

(7月16日) 広畑 -1.0 山陽 -1.0 姫路高丘 -1.0 朝日 -1.0 姫路広嶺 -1.0 山陽 -1.0 朝日 -1.0 安室 -1.0

共通男子２００ｍ 渡邊　隼斗(3) 23"73 原　麻嘉(3) 24"21 松下　侑生(3) 24"24 橋本　凌一(3) 24"37 橋本　亘晴(2) 24"65 大倉　豊司(3) 24"72 笹倉　佑斗(3) 24"77 見藤　廉(3) 25"26

(7月16日) 香寺 -3.9 城山 -3.9 飾磨東 -3.9 林田 -3.9 香寺 -3.9 大津 -3.9 姫路灘 -3.9 神河 -3.9

共通男子４００ｍ 渡邊　隼斗(3) 51"58 岩田　峻也(3) 51"58 松下　侑生(3) 53"62   松谷　越以(3) 54"30 豊島　廉執(3) 54"58 桐井　宗一郎(3) 54"96 米澤　琉真(2) 55"91 澤田　龍輝(2) 58"67

(7月15日) 香寺 香寺 飾磨東 淳心 大的 大白書 飾磨東 福崎東

共通男子８００ｍ 岩田　峻也(3) 2'03"56 田口　文太(3) 2'03"96 豊島　廉執(3) 2'04"33 井上　昌希(3) 2'04"36 林田　蒼生(2) 2'07"24 乾　優斗(3) 2'09"57 柴田　穂孔斗(3) 2'11"75 児山　幹季(3) 2'37"06

(7月16日) 香寺 神南 大的 姫路灘 姫路広嶺 大津 菅野 大白書

共通男子１５００ｍ 井上　昌希(3) 4'15"19 田口　文太(3) 4'15"66 林田　蒼生(2) 4'17"49 髙谷　唯斗(3) 4'19"22 桐月　健斗(3) 4'22"84 児山　幹季(3) 4'23"18 藤原　翼(3) 4'26"38 荒木　玖仁(2) 4'29"74

(7月15日) 姫路灘 神南 姫路広嶺 大白書 飾磨西 大白書 福崎東 姫路灘

１年男子１５００ｍ 池田　成輝 4'39"96 藤田　大智 4'40"46 森　陽輝 4'40"80 小川　聡大 4'43"11 塩﨑　浩貴 4'45"57 宮内　健之介 4'49"67 濵野　宙良 4'49"79 萬矢　和寿 4'52"12

(7月15日) 姫路高丘 山陽 朝日 広畑 香寺 大的 飾磨東 飾磨東

共通男子３０００ｍ 日笠　和哉(3) 9'18"03 永吉　恭理(3) 9'20"11 髙谷　唯斗(3) 9'21"85 桐月　健斗(3) 9'26"79 梶原　日向(3) 9'29"50 西影　政輝(3) 9'29"88 荒木　玖仁(2) 9'35"91 藤原　翼(3) 9'40"37

(7月16日) 安室 安室 大白書 飾磨西 山陽 福崎東 姫路灘 福崎東

共通男子１１０ｍＨ 幡中　涼太(3) 15"58 西口　誠人(3) 16"01 田丸　拓樹(3) 16"34 池上　竣(3) 16"48 柳田　滉登(3) 16"58 三浦　仁綺(2) 17"38 小塩　翔太(3) 17"38 堀口　智貴(2) 17"87

(7月16日) 姫路灘 -1.9 広畑 -1.9 増位 -1.9 菅野 -1.9 大津 -1.9 山陽 -1.9 福崎東 -1.9 神河 -1.9
共通男子４×１００ｍＲ 香寺 44"54 姫路広嶺 45"52 大津 45"75 飾磨東 46"20 城山 46"52 飾磨中部 46"78
(7月16日) 広山　俊(3) 馬場　勇弥(3) 三木　翔真(3) 田中　綾真(2) 河野　圭亮(3) 東野　昴星(3)

橋本　亘晴(2) 小園　陽介(3) 大倉　豊司(3) 都倉　青(3) 小川　拓真(3) 田原　太斗(3)
岩田　峻也(3) 宿野　悠樹(3) 大澤　勇斗(3) 米澤　琉真(2) 浅田　賢哉(3) 柿本　拳臣(3)
渡邊　隼斗(3) 本田　将伍(3) 柳田　滉登(3) 松下　侑生(3) 原　麻嘉(3) 海野　紘聖(3)

低学年男子４×１００ｍＲ 広畑 46"75 山陽 47"60 姫路灘 48"59 神河 48"75 香寺 48"98 豊富 49"47 夢前 50"29
(7月15日) 植田　大輝(2) 大会新 松本　悠生(2) 森脇　知哉(2) 藤原　大将(2) 橋本　和樹(2) 山下　真範(2) 寺本　翔(2)

安富　厳(1) 岩崎　蒼(1) 近藤　蓮(1) 足立　隼人(1) 岡田　弐平(1) 梅田　和希(1) 興津　侑太(1)
宗野　佑斗(1) 内布　優稀也(1) 古阪　優樹(1) 長谷川　速士(1) 青山　惺海(1) 古和　諄也(1) 日下　緋悠(1)
小田　玲温(2) 三浦　仁綺(2) 山口　晴哉(2) 堀口　智貴(2) 高橋　孝太朗(2) 奥田　修史(2) 竹田　皓青(2)

共通男子走高跳 武政　壮之助(3) 1m88 佐野　嘉彦(3) 1m77 川井　悠生(3) 1m74 尾ノ井　槙乃佑(3) 1m74 名倉　一輝(3) 1m71 西本　貴光(2) 1m68 九島　健太(3) 1m68 宿野　悠樹(3) 1m65
(7月16日) 置塩 花田 姫路高丘 林田 置塩 夢前 山陽 姫路広嶺
共通男子棒高跳 赤松　心太朗(3) 3m60
(7月15日) 朝日
共通男子走幅跳 伊賀　大晟(3) 6m51 田中　健太郎(3) 6m15 大澤　勇斗(3) 6m08 赤錆　雄太(3) 6m04 秋武　琉斗(3) 5m93 岡田　聖大(3) 5m79 髙馬　海音(3) 5m77 置塩　維吹(2) 5m65
(7月15日) 豊富 +2.5 増位 +2.3 大津 +2.3 飾磨西 +3.4 菅野 +3.2 広畑 +1.9 豊富 +3.0 置塩 +1.3
共通男子三段跳 伊賀　大晟(3) 12m67 北澤　蒼梧(3) 12m53 田中　健太郎(3) 12m53 中尾　晃誠(3) 11m88 浅田　賢哉(3) 11m83 馬場　勇弥(3) 11m58 橋本　征樹(3) 11m48 山口　晴哉(2) 11m42

(7月16日) 豊富 +4.1 広畑 +2.7 増位 +0.7 増位 +3.1 城山 +3.3 姫路広嶺 +2.3 豊富 +4.1 姫路灘 +4.1

(7月17日) ｾｶﾝﾄﾞ 12m47(+2.7) ｾｶﾝﾄﾞ；なし

共通男子砲丸投(5kg) 黒田　歩夢(3) 12m76 永井　裕斗(3) 12m67 寺尾　翔(3) 12m58 石橋　直(3) 11m57 佐治　優樹(2) 11m14 中野　裕登(3) 10m82 三輪　大智(2) 10m48 宮原　治親(3) 10m32

(7月16日) 広畑 大津 花田 神河 神河 朝日 朝日 大津

共通男子円盤投(1.5kg) 中津　綾太(3) 33m54 佐治　優樹(2) 33m53 中野　裕登(3) 31m60 寺尾　翔(3) 31m23 石橋　直(3) 31m16 黒田　歩夢(3) 30m33 石川　脩(3) 28m95 榮　翔太(2) 28m23

(7月15日) 安室 神河 朝日 花田 神河 広畑 姫路灘 朝日
共通男子四種競技 佐野　嘉彦(3) 2406 武政　壮之助(3) 2354 川元　龍誠(3) 2196 田丸　拓樹(3) 2086 池上　竣(3) 1955 田中　眞斗(3) 1827 三木　総佑(3) 1600 永安　昇太郎(2) 1543
１１０ｍＨ　(7月15日) 花田 16"34(-1.3) 置塩 15"98(-1.0) 姫路灘 15"98(-1.0) 増位 16"44(-1.0) 菅野 16"06(-1.3) 山陽 18"22(-1.0) 豊富 19"30(-1.0) 菅野 20"68(-1.3)
砲丸投 11m87 7m55 9m79 10m07 8m92 10m18 8m76 8m36
走高跳 1m68 1m83 1m65 1m55 1m55 1m45 1m60 1m55
４００ｍ 55"36 54"32 57"99 57"93 1'00"92 58"20 1'02"97 59"45

記録主任　　　　　谷口　順哉　　　　　　印審判長　高橋橋浩之・三木真也・池田育代　　印総務　　　　　　　　佐谷　　直樹　　　　　　印
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