
第67回  兵庫県高等学校陸上競技選手権大会　但馬地区予選会 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場(284170)

【 男 子 】 （大会コード：14282006） ◎ 但馬高校新 ○ 大会新 △ 大会タイ 平成２６年５月１０日（土）・１１日（日）
参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
人数 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属 記録 氏名・所属

10.8 村上倫太郎(2) 11.3 中村  裕斗(3) 11.4 藤岡    悠(3) 11.4 前川  誠太(2) 11.4 原    良行(2) 11.5 上田    洋(2) 11.5 京田  純也(3) 11.5 村田  将傑(2)
367 （八　　鹿） 1434 （浜　　坂） 219 （和 田 山） 1334 （香　　住） 1337 （香　　住） 964 （豊　　岡） 602 （日　　高） 965 （豊　　岡）
23.1 村上倫太郎(2) 23.4 中村  裕斗(3) 23.9 藤岡    悠(3) 23.9 西岡    陸(2) 23.9 寺川  拓海(2) 24.1 太田垣  将(3) 24.3 小野  慧樹(2) 25.1 上垣    亮(3)
367 （八　　鹿） 1434 （浜　　坂） 219 （和 田 山） 1066 （豊岡総合） 1331 （香　　住） 204 （和 田 山） 360 （八　　鹿） 347 （八　　鹿）
53.2 中村  拓司(3) 53.3 上田  智哉(3) 53.3 太田垣  将(3) 53.3 西岡    陸(2) 53.3 小林  靖典(3) 54.7 浅堀  楓又(2) 56.3 寺川  拓海(2) 57.8 一幡  紳司(3)
725 （出　　石） 349 （八　　鹿） 204 （和 田 山） 1066 （豊岡総合） 1320 （香　　住） 1450 （浜　　坂） 1331 （香　　住） 953 （豊　　岡）

2.05.4 藤原  雄太(3) 2.06.3 藤井  大輝(3) 2.08.3 鷹野  一樹(2) 2.12.4 平野宗太朗(2) 2.12.6 浅田  貴大(1) 2.13.1 西岡  尚之(3) 2.13.8 河合  直人(3) 2.35.7 戸出  悠介(2)
345 （八　　鹿） 354 （八　　鹿） 363 （八　　鹿） 977 （豊　　岡） 1169 （近大豊岡） 952 （豊　　岡） 1143 （近大豊岡） 967 （豊　　岡）

4.14.8 西岡  尚之(3) 4.22.6 藤原  雄太(3) 4.22.8 藤井  大輝(3) 4.23.2 戸出  悠介(2) 4.27.8 笠原  健志(3) 4.31.5 黒田  拓也(3) 4.35.3 鷹野  一樹(2) 4.38.7 河合  直人(3)
952 （豊　　岡） 345 （八　　鹿） 354 （八　　鹿） 967 （豊　　岡） 954 （豊　　岡） 1154 （近大豊岡） 363 （八　　鹿） 1143 （近大豊岡）

17.05.9 西岡  尚之(3) 17.09.5 笠原  健志(3) 17.16.1 西垣    樹(3) 17.19.1 宮下  健人(3) 17.20.4 戸出  悠介(2) 17.34.6 古田  晶大(2) 17.34.8 雲田  将矢(3) 17.45.9 前田  裕紀(2)
952 （豊　　岡） 954 （豊　　岡） 355 （八　　鹿） 1058 （豊岡総合） 967 （豊　　岡） 726 （出　　石） 356 （八　　鹿） 1166 （近大豊岡）
15.9 駒居  孝章(2) 16.3 京田  純也(3) 16.8 中村  裕斗(3) 16.8 立脇    岬(2) 17.0 藤原  聖矢(2) 19.2 村田  将惇(2) 19.5 本多    翔(3)
966 （豊　　岡） 602 （日　　高） 1434 （浜　　坂） 976 （豊　　岡） 359 （八　　鹿） 973 （豊　　岡） 1322 （香　　住）
58.7 京田  純也(3) 59.2 藤原  聖矢(2) 1.00.5 駒居  孝章(2) 1.00.8 立脇    岬(2) 1.01.6 田村    壱(3) 1.03.6 小林  靖典(3) 1.03.7 松本  直也(3) 1.05.0 尾上  智洋(2)
602 （日　　高） 359 （八　　鹿） 966 （豊　　岡） 976 （豊　　岡） 352 （八　　鹿） 1320 （香　　住） 717 （出　　石） 604 （日　　高）

3000mSC 9.26.2 笠原  健志(3) 9.26.2 西垣    樹(3) 9.29.3 黒田  拓也(3) 9.29.3 藤原  雄太(3) 9.36.5 雲田  将矢(3) 9.42.2 宮下  健人(3) 9.42.9 前田  裕紀(2) 9.44.3 古田  晶大(2)

(3000m) 954 （豊　　岡） 355 （八　　鹿） 1154 （近大豊岡） 345 （八　　鹿） 356 （八　　鹿） 1058 （豊岡総合） 1166 （近大豊岡） 726 （出　　石）
28.50.1 宮下  健人(3) 34.41.5 世登  晨介(2) 34.41.8 藤原  瑛伍(1) 36.51.4 平野宗太朗(2)
1058 （豊岡総合） 366 （八　　鹿） 369 （八　　鹿） 977 （豊　　岡）

原    良行(2) 上田    洋(2) 小野  慧樹(2) 松本  賢太(3) 前田  翔太(3) 中西  恭平(3) 中道    護(3) 正見  和樹(3)
44.7 畑中  昌太(2) 45.1 村田  将傑(2) 45.2 村上倫太郎(2) 45.6 西岡    陸(2) 46.1 藤岡    悠(3) 47.1 中村  拓司(3) 47.1 浅堀  楓又(2) 47.7 岩本  一希(1)

（香　　住） 寺川  拓海(2) （豊　　岡） 村田  将惇(2) （八　　鹿） 上田  智哉(3) （豊岡総合） 細川  大蔵(3) （和 田 山） 太田垣  将(3) （出　　石） 松本  直也(3) （浜　　坂） 日浦  智之(2) （近大豊岡） 山根  滉太(2)
宮本  天馬(3) 一幡  紳司(3) 稲田  理毅(3) 岡    裕人(1) 和田  壮平(3) 蔭山  朋希(3) 中村  裕斗(3) 戸出  健太(3)
上田  智哉(3) 小林  靖典(3) 松本  賢太(3) 本田祐之輔(3) 藤岡    悠(3) 浅堀  楓又(2) 蔭山  朋希(3) 田原悠太郎(2)

3.34.4 村上倫太郎(2) 3.37.2 小西  夕輝(2) 3.40.2 細川  大蔵(3) 3.41.0 立脇    岬(2) 3.43.3 荒倉  貴弘(3) 3.44.2 楠田  大介(2) 3.46.4 中村  拓司(3) 3.51.4 戸出  健太(3)
（八　　鹿） 藤原  聖矢(2) （香　　住） 寺川  拓海(2) （豊岡総合） 林垣  幸希(3) （豊　　岡） 平野宗太朗(2) （和 田 山） 前田  翔太(3) （浜　　坂） 中村  裕斗(3) （出　　石） 中西  恭平(3)（近大豊岡）浅田  貴大(1)

藤原  雄太(3) 山本修太郎(3) 西岡    陸(2) 村田  将惇(2) 太田垣  将(3) 安本  海斗(2) 小西  比呂(3) 黒田  拓也(3)
○1m91 上垣    亮(3) 1m83 西村  康平(3) 1m75 清水  敦史(2) 1m70 戸出  健太(3) 1m65 三方  達樹(1) 1m65（5位） 駒居  孝章(2) 1m65（5位） 磯田    駿(1) 1ｍ65 森友  裕太(1)

347 （八　　鹿） 957 （豊　　岡） 729 （出　　石） 1146 （近大豊岡） 186 （生　　野） 966 （豊　　岡） 1342 （香　　住） 991 （豊　　岡）

6m71 戸出  健太(3) 6m65 和田  裕貴(2) 6m57 畑中  昌太(2) 6m47 上田    洋(2) 6m14 西村  公希(3) 6m13 田中  宏幸(3) 6m07 山本修太郎(3) 5m93 荒倉  貴弘(3)
(風力) +2.6 （近大豊岡） +3.8 （豊　　岡） +4.5 （香　　住） +5.1 （豊　　岡） +3.4 （八　　鹿） +4.3 （近大豊岡） +4.5 （香　　住） +4.9 （和 田 山）

13m71 山本修太郎(3) 13m67 上田    洋(2) 13m48 畑中  昌太(2) 12m95 一幡  紳司(3) 12m92 西村  公希(3) 12m48 上田  貴寛(1) 12m41 稲田  理毅(3) 12m16 戸出  健太(3)
(風力) +3.4 （香　　住） +4.1 （豊　　岡） +1.8 （香　　住） +1.3 （豊　　岡） -0.3 （八　　鹿） +3.5 （香　　住） +0.7 （八　　鹿） +3.4 （近大豊岡）

◎12m07 榧垣  翔太(2) 10m99 田村  朋輝(3) 10m72 吉川  大将(3) 10m39 渡辺    鯛(2) 10m23 徳山  雅也(3) 10m18 西垣  亮佑(3) 10m12 村上  達彦(1) 8m96 中嶋    凌(1)
970 （豊　　岡） 353 （八　　鹿） 718 （出　　石） 1330 （香　　住） 1156 （近大豊岡） 202 （和 田 山） 986 （豊　　岡） 381 （八　　鹿）

36m87 徳山  雅也(3) 31m92 吉川  大将(3) 31m17 小谷    空(3) 31m10 和田  壮平(3) 30m35 片山  凜平(2) 30m33 榧垣  翔太(2) 26m34 田中  裕亮(2) 25m88 田村  朋輝(3)
1156 （近大豊岡） 718 （出　　石） 348 （八　　鹿） 206 （和 田 山） 212 （和 田 山） 970 （豊　　岡） 1162 （近大豊岡） 353 （八　　鹿）

◎52m92 田村  朋輝(3) ○45m15 嶋    佑介(3) 37m26 渡辺    鯛(2) 23m31 中島  佑介(3) 20m70 小谷    空(3) 18m34 榧垣  翔太(2) 16m43 村上  達彦(1) 15m05 古川    剣(3)
353 （八　　鹿） 958 （豊　　岡） 1330 （香　　住） 713 （出　　石） 348 （八　　鹿） 970 （豊　　岡） 986 （豊　　岡） 346 （八　　鹿）

56m55 三宅  将史(3) 51m06 徳山  雅也(3) 48m29 松原  郁磨(3) 46m58 渡辺    鯛(2) 44m40 嶋    佑介(3) 42m49 増田  光紀(3) 41m81 藤原  聖矢(2) 40m79 古川    剣(3)
351 （八　　鹿） 1156 （近大豊岡） 1439 （浜　　坂） 1330 （香　　住） 958 （豊　　岡） 1159 （近大豊岡） 359 （八　　鹿） 346 （八　　鹿）

3790点 小西  夕輝(2) 3652点 岡田  啓汰(3) 2865点 芹澤  大輔(3)
1333点 （香　　住） 974 （豊　　岡） 951 （豊　　岡）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 得点 学校名 総　　務： 岡　田　厚　志

116点 八　鹿 109点 豊　岡 53点 香　住 31点 近大豊岡 24点 出　石 23点 豊岡総合
83点 八　鹿 63点 豊　岡 23点 豊岡総合 21点 香　住 17点 和田山 16点 浜　坂 審判長： 宮　下　　淳
37点 豊　岡 33点 八　鹿 26点 香　住 24点 近大豊岡 16点 出　石 6点 和田山

記録主任： 岸　本　久美子

主　催：兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部・豊岡市陸上競技協会 主　管：兵庫県高等学校体育連盟但馬支部陸上競技部 後　援：神戸新聞社・サンTV・ラジオ関西 ※「気象状況」は女子一覧表に記載
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