
第65回  兵庫県高等学校ユース陸上競技選手権大会　但馬地区予選会 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場(284170)

【 １年：男子 】 （大会コード：14281514） ◎ 但馬高校新 ○ 大会新 平成２６年７月１９日（土）・２０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

12.0 岡    裕人(1) 12.1 朝倉  佳伸(1) 12.2 上村  厚太(1) 12.3 梅田  昇樹(1) 12.5 上田  大樹(1) 12.6 磯田    駿(1) 12.7 下村  魁生(1) 12.9 西村  隼也(1)

1071 （豊岡総合） 1180 （近大豊岡） 1349 （香　　住） 1072 （豊岡総合） 190 （生　　野） 1342 （香　　住） 188 （生　　野） 1175 （近大豊岡）

24.7 岡    裕人(1) 24.9 上村  厚太(1) 25.1 梅田  昇樹(1) 25.5 藤本  修也(1) 25.6 西村  隼也(1) 26.5 亀松  拓人(1) 26.7 井戸崎一真(1)

1071 （豊岡総合） 1349 （香　　住） 1072 （豊岡総合） 378 （八　　鹿） 1175 （近大豊岡） 382 （八　　鹿） 992 （豊　　岡）

55.9 藤本  修也(1) 57.6 前田  脩佑(1) 57.9 福井  優哉(1) 58.1 亀松  拓人(1) 59.4 宮垣    明(1) 1.00.4 黒田  滉人(1) 1.01.3 宇田  翔太(1) 1.08.5 八木  雅洋(1)

378 （八　　鹿） 1074 （豊岡総合） 981 （豊　　岡） 382 （八　　鹿） 1179 （近大豊岡） 990 （豊　　岡） 1343 （香　　住） 1075 （豊岡総合）

2.14.9 浅田  貴大(1) 2.16.5 和田  朋晃(1) 2.21.8 堀江  知生(1) 2.24.5 福井  優哉(1) 2.48.5 八木  雅洋(1)

1169 （近大豊岡） 373 （八　　鹿） 1456 （浜　　坂） 981 （豊　　岡） 1075 （豊岡総合）

4.37.4 中尾  祐太(1) 4.46.3 藤原  瑛伍(1) 4.51.7 村尾  奎弥(1) 4.59.4 田中聡一郎(1) 5.02.4 秦    伊吹(1) 5.09.4 堀江  知生(1) 5.32.7 村岡  豪太(1) 5.35.2 上垣    匠(1)

732 （出　　石） 369 （八　　鹿） 984 （豊　　岡） 1080 （豊岡総合） 1345 （香　　住） 1456 （浜　　坂） 1174 （近大豊岡） 606 （日　　高）

17.31.1 中尾  祐太(1) 17.41.5 池田  大吾(1) 17.52.2 藤原  瑛伍(1) 17.53.2 村尾  奎弥(1) 18.22.4 野崎  友也(1) 18.46.4 秦    伊吹(1) 18.56.1 西村  成貴(1) 19.30.5 田中聡一郎(1)

732 （出　　石） 368 （八　　鹿） 369 （八　　鹿） 984 （豊　　岡） 1182 （近大豊岡） 1345 （香　　住） 733 （出　　石） 1080 （豊岡総合）

21.3 石津  陽基(1)

1348 （香　　住）

1.05.8 前田  脩佑(1) 1.06.0 北村  嘉洋(1) 1.07.7 宮垣    明(1) 1.09.9 宇田  翔太(1) 1.10.2 太田    誠(1)

1074 （豊岡総合） 1347 （香　　住） 1179 （近大豊岡） 1343 （香　　住） 1076 （豊岡総合）

3000mSC 10.04.4 浅田  貴大(1) 10.05.9 池田  大吾(1) 10.22.0 野崎  友也(1) 10.30.9 西村  成貴(1) 10.49.9 和田  朋晃(1)

(3000m) 1169 （近大豊岡） 368 （八　　鹿） 1182 （近大豊岡） 733 （出　　石） 373 （八　　鹿）

31.13.6 渡邉隆太郎(1)

1078 （豊岡総合）

上田    洋(2) 岡    裕人(1) 政次  亮太(1) 原    良行(2) 西村  隼也(1) 日浦  智之(2) 竹村  直登(1) 豊田  英城(1)

45.5 村田  将傑(2) 45.8 前田  脩佑(1) 46.0 小野  慧樹(2) 46.3 磯田    駿(1) 48.1 岩本  一希(1) 49.4 浅堀  楓又(2) 49.7 上田  大樹(1) 53.1 安達  隼人(2)

（豊　　岡） 駒居  孝章(2) （豊岡総合） 梅田  昇樹(1) （八　　鹿） 藤原  聖矢(2) （香　　住） 上村  厚太(1) （近大豊岡） 坂田  光謙(1) （浜　　坂） 安本  海斗(2) （生　　野） 三方  達樹(1) （日　　高） 尾上  智洋(2)

村田  将惇(2) 西岡    陸(2) 村上倫太郎(2) 小西  夕輝(2) 朝倉  佳伸(1) 島田亜久里(1) 恒成    泉(1) 上垣    匠(1)

前川  誠太(2) 小野  慧樹(2) 村田  将傑(2) 前田  脩佑(1) 宮垣    明(1) 中尾  祐太(1)

3.39.9 原    良行(2) 3.42.2 藤原  聖矢(2) 3.48.1 村田  将惇(2) 3.56.5 梅田  昇樹(1) 3.58.6 前田  裕紀(2) 4.15.1 古田  晶大(2)

（香　　住） 寺川  拓海(2) （八　　鹿） 亀松  拓人(1) （豊　　岡） 駒居  孝章(2) （豊岡総合） 平瀬    廉(1) （近大豊岡） 山根  滉太(2) （出　　石） 西村  成貴(1)

小西  夕輝(2) 村上倫太郎(2) 立脇    岬(2) 西岡    陸(2) 浅田  貴大(1) 中山    魁(1)

1m75 三方  達樹(1) 1m75 磯田    駿(1) 1m60 塚本  崚平(1) 1m60 丸谷  崇洋(1) 1m45 長尾  勇佑(1) 1m45 太田    誠(1)

186 （生　　野） 1342 （香　　住） 1178 （近大豊岡） 1173 （近大豊岡） 987 （豊　　岡） 1076 （豊岡総合）

6m05 上田  大樹(1) 6m02 上田  貴寛(1) 5m75 岩本  一希(1) 5m63 芹澤  恭輔(1) 5m50 平瀬    廉(1) 5m21 高本  慎也(1) 5m18 進元  聖矢(1) 5m12 中山    魁(1)

(風力) +1.7 （生　　野） +2.7 （香　　住） +1.5 （近大豊岡） +3.2 （豊　　岡） +4.3 （豊岡総合） +3.2 （八　　鹿） +3.5 （八　　鹿） +3.0 （出　　石）

12m88 上田  貴寛(1) 11m70 芹澤  恭輔(1) 11m68 坂田  光謙(1) 11m50 井戸崎一真(1) 10m94 高本  慎也(1) 10m86 平瀬    廉(1) 10m60 進元  聖矢(1)

(風力) -1.0 （香　　住） -0.7 （豊　　岡） -1.2 （近大豊岡） +2.1 （豊　　岡） +0.4 （八　　鹿） +2.2 （豊岡総合） +0.3 （八　　鹿）

10m24 朝倉  佳伸(1) 10m02 村上  達彦(1) 9m94 中嶋    凌(1) 7m59 味田    滉(1) 6m86 杉山健二郎(1) 6m43 山下  海聖(1) 6m08 竹村  直登(1) 5m85 成田  賢史(1)

1180 （近大豊岡） 986 （豊　　岡） 381 （八　　鹿） 1344 （香　　住） 1172 （近大豊岡） 189 （生　　野） 191 （生　　野） 985 （豊　　岡）

29m44 政次  亮太(1) 28m81 石田  泰誠(1) 26m26 村上  達彦(1) 22m51 味田    滉(1) 20m30 塩川  零士(1) 20m14 吉田  篤史(1) 19m52 杉山健二郎(1) 17m06 山村  柚人(1)

383 （八　　鹿） 220 （和 田 山） 986 （豊　　岡） 1344 （香　　住） 1458 （浜　　坂） 989 （豊　　岡） 1172 （近大豊岡） 1351 （香　　住）

25m59 政次  亮太(1) 25m58 中嶋    凌(1) 17m11 中田  大地(1)

383 （八　　鹿） 381 （八　　鹿） 1350 （香　　住）

44m11 中田  大地(1) 39m43 石田  泰誠(1) 36m49 倉田  琢詞(1) 32m39 塩川  零士(1) 31m91 北山  悠馬(1) 30m94 恒成    泉(1) 30m32 島田亜久里(1) 29m27 田村  季也(1)

1350 （香　　住） 220 （和 田 山） 1176 （近大豊岡） 1458 （浜　　坂） 380 （八　　鹿） 187 （生　　野） 1457 （浜　　坂） 224 （和 田 山）

総　　務： 岡　田　厚　志 審判長： 宮　下　　淳 記録主任： 岸　本　久美子

主　催：兵庫県高等学校体育連盟但馬支部・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 ※「気象状況」は女子一覧表に記載

種目 風力

100m 16 -1.5

月日

7/19

200m 10 -2.7

400m 10

7/20

7/19

800m 7

1500m 9

7/20

7/19

5000m 11

110mH 1 -0.1

7/20

7/19

7/19

400mH 5

6

7/20

7/19

7/19

7/20

5000mＷ 1

4×100m 8

7/19

走高跳 8

走幅跳 127/20

棒高跳 0

三段跳 7

砲丸投 8

7/19

4×400m 8

円盤投 9

7/19

7/20

ハンマー投 3

やり投 12

7/20

7/19


