
2019 第2回豊岡土曜記録会 2019年6月15日(土)

　成績一覧表 （大会コード：19280732） 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場（競技場コード：284170）

男子

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

後藤  知宏 11.00 和田  蒼汰(2) 11.14 大塚  泰紀 11.16 田村  隆翔(3) 11.18 片山  凜平 11.44 水田  陸斗(1) 11.50 白川    辰 11.52 丸岡  寛武 11.53
但馬AC +1.0 八鹿高 +1.0 岡山大 +1.0 近畿大豊岡高 +1.0 但馬AC +1.0 豊岡高 +0.6 岡山大 +1.0 岡山大 +1.0

２００ｍ 田村  隆翔(3) 22.57 森岡  龍輝(3) 22.75 大塚  泰紀 22.78 片山  凜平 22.96 水田  陸斗(1) 23.04 白川    辰 23.35 小林　毅郎 24.04 松本  知樹(3) 24.07
近畿大豊岡高 +0.2 神港橘高 +0.2 岡山大 +0.2 但馬AC +0.2 豊岡高 +0.2 岡山大 +0.2 兵庫教育大 +0.2 八鹿高 +0.9

４００ｍ 森岡  龍輝(3) 51.68 金澤  岳晃(1) 53.30 加藤  一真(3) 54.62 西崎    翼(2) 56.25 小田垣彰真(2) 58.21 宮垣  太一(1) 59.82 池田  一颯(1)  1:01.11 多田  大和(1)  1:03.62
神港橘高 豊岡高 浜坂高 香住高 和田山高 豊岡総合高 八鹿高 豊岡総合高

８００ｍ 吉谷  祥一(2)  2:08.00 伊達  貴志  2:09.94 山口    凜(1)  2:10.45 秋森  孝希(2)  2:10.79 宇田  一真(3)  2:11.01 藤原　琉羽(1)  2:11.35 上坂  悠人(3)  2:11.86 武中  晴飛(3)  2:12.79
豊岡高 但馬AC 八鹿高 和田山高 香住第一中 和田山高 出石中 和田山中

１５００ｍ 春名  昌芳  4:28.41 加芝　大陸  4:30.74 和田  颯太(1)  4:31.17 古屋  颯真(3)  4:32.71 平山    仁(2)  4:36.02 山本  貴心(1)  4:46.45 足立  貴昭(1)  4:51.99 中山  慶祐(3)  4:58.09
岡山大 サブゼロ豊岡 近畿大豊岡高 和田山中 和田山高 豊岡高 八鹿高 出石中

３０００ｍ 田中  隆翔(3) 10:16.55 松上  隼和(3) 10:34.55 北村  快斗(3) 10:40.32
出石中 和田山中 香住第一中

５０００ｍ 加芝　大陸 16:56.73 西川  智生(1) 17:46.22 谷口  真貴(2) 17:59.05 川上    碧(1) 18:17.29 白藤  海空(1) 18:25.57 松本  哲汰(2) 18:41.52 福井  涼太(1) 19:02.66 松本  知樹(3) 19:25.53
サブゼロ豊岡 豊岡高 八鹿高 豊岡高 豊岡総合高 香住高 豊岡高 八鹿高

１１０H 足立  蓮珠(3) 18.16 真狩  陽介(2) 18.87 大石  壮紀(2) 19.42
(0.914m) 和田山中 -0.1 日高東中 -0.1 豊岡北中 -0.1
１１０H 木村    烈(1) 16.19 森本  太喜 17.19

(1.067m) 豊岡総合高 +0.9 岡山理科大 +0.9
走高跳 山本  悠介 1m70 岸田  大輝(3) 1m59 岡林  俊樹(3) 1m56 籔中  七月(1) 1m53 松井  斗威(3) 1m45

岡山大 豊岡北中 豊岡北中 八鹿高 出石中
走幅跳 西田  憲吾(2)   5m54 杉山  凌也(1)   5m52 吉野  杏偲(1)   5m38 桶谷  圭吾(3)   5m23 西垣　祐輝(1)   5m21 羽渕    暖(2)   5m17 吉谷  賢一(3)   5m17 西    亮祐(2)   5m12

豊岡高 -1.0 神港橘高 -1.2 香住高 -1.5 八鹿高 -1.2 近畿大豊岡高 -0.3 八鹿高 -1.5 豊岡北中 -0.8 近畿大豊岡高 +0.5
砲丸投 堀田    魁   8m47

(7.260kg) ＣＲＥＶＡＳ
砲丸投 津森　恵斗(1)   7m89 垣谷  雄豪(1)   7m33

(6.000kg) 和田山高 豊岡総合高
砲丸投 武中安輝斗(2)   7m84

(5.000kg) 和田山中
円盤投 荒木慎大郎  42m06

(2.000kg) ＣＲＥＶＡＳ
円盤投 小山  寛太(2)  30m66 前川  拓斗(2)  23m56 前川  隼人(2)  21m19 山﨑  諒也(2)  19m64 佐伯  泰知(2)  16m81 谷口  倖盟(2)  16m69

(1.750kg) 和田山高 近畿大豊岡高 近畿大豊岡高 豊岡高 豊岡高 日高高
円盤投 山川  宗真(2)  23m66 武中安輝斗(2)  13m31

(1.500kg) 豊岡北中 和田山中

女子
人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

２００ｍ 黒崎  紀花(1) 28.68 宿南  志帆(3) 28.93 藤原  瑠生(3) 29.06 宮垣  晏心(2) 29.99 的場  星海(3) 30.20 戸田  美里(1) 30.40 有持  美空(1) 31.21
豊岡総合高 -0.2 豊岡南中 -0.2 香住第一中 -0.2 豊岡北中 +0.3 日高東中 -0.2 八鹿高 -0.2 日高高 +0.3

４００ｍ 杉本  眞愛(2)  1:07.91 奥平    愛(1)  1:18.40
日高高 日高高

８００ｍ 西川  美琴(3)  2:31.44 古西  亜海(1)  2:32.12 小谷  紗貴(1)  2:32.31 濱上小杏実(3)  2:35.09 吉田  陽花(1)  2:36.99 阪田  万弥  2:38.71 田中かのん(1)  2:40.06 大西わかな(2)  2:42.86
豊岡総合高 豊岡総合高 豊岡高 香住第一中 日高高 加古郡陸協 豊岡高 日高高

１５００ｍ 木村日香莉(3)  5:12.32 今西  日向(3)  5:21.97 阪田  万弥  5:23.46 関  ことみ(2)  5:45.04 西田  芽生(2)  5:47.25 村雄  杏菜(3)  6:01.11
香住第一中 香住第一中 加古郡陸協 香住第一中 豊岡北中 豊岡北中

３０００ｍ 吉田  陽花(1) 11:34.30 大西わかな(2) 11:44.51 中村  仁美(2) 13:39.62
日高高 日高高 日高高

１００H 小笹  恵維(3) 16.18 向根  琴弥(3) 18.94 北垣  向葵(2) 19.43 西村  心華(3) 20.46
(0.762m) 日高東中 -0.1 香住第一中 -0.1 豊岡北中 -0.1 香住第一中 -0.1
走高跳 小笹  恵維(3) 1m51 森  ひいな(1) 1m42 宮田  夏希(3) 1m33 西谷  和奏(3) 1m30 山田  そら(1) 1m20

日高東中 日高高 豊岡北中 日高東中 豊岡北中
走幅跳 松田  倫果   4m58 岡田  優佳(3)   4m30 杉本  眞愛(2)   4m25 西村  心華(3)   4m05 守山  愛香(1)   4m03 上杉  真由(1)   3m91 澤田　実優(1)   3m72 大林真由香(1)   3m69

岡山大 -0.4 豊岡南中 -0.3 日高高 -2.3 香住第一中 -0.6 香住高 +0.0 近畿大豊岡高 -1.1 近畿大豊岡高 +0.3 八鹿高 +0.4
砲丸投 加納  美優(2)   7m46 村上  理彩(1)   7m28 土野  栞摘(1)   6m92 藤原    凛(1)   6m58 田中ちひろ(1)   5m70 松本  美空(1)   5m40 小山  紗季(1)   4m12

(4.000kg) 出石高 日高高 八鹿高 神港橘高 八鹿高 八鹿高 八鹿高
砲丸投 小坂日菜里(3)   8m36 寺川依万里(1)   6m97 足立  琴美(3)   6m16

(2.721kg) 日高東中 日高東中 豊岡北中
円盤投 板倉  南実(3)  25m09 加納  美優(2)  22m17 村上  理彩(1)  21m74 青山  由芽(2)  21m47 飯田ひなた(2)  20m86 小坂日菜里(3)  18m56 田中ちひろ(1)  15m08 中村さくら(2)  13m52

(1.000kg) 香住第一中 出石高 日高高 日高高 出石高 日高東中 八鹿高 豊岡北中

天候 気温 風向・風速 湿度 主  催：豊岡市陸上競技協会
競技開始時 雨 20.0℃ 南　西・0.3m/s 86% 後　援：（一財）兵庫陸上競技協会

(10:00) 雨 20.0℃ 南　西・0.3m/s 86%
(11:00) 雨 20.0℃ 　北　・0.9m/s 91% 総 務
(12:00) 曇り 20.0℃ 　北　・1.0ｍ/s 86% 記 録 主 任
(13:00) 曇り 20.0℃ 北　東・1.1m/s 86% 審 判 長
(14:00) 雨 20.0℃ 北北西・0.9m/s 86%
(15:00) 雨 19.0℃ 　北　・1.7m/s 90%

競技終了時 雨 19.0℃ 　北　・2.3m/s 86% ※天候悪化により15：40に大会中止（競技終了）。
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