
第４７回 兵庫県小学生陸上競技豊岡大会
            　  　 （とよおかスポーツフェスティバル２０２２） ２０２２年９月２４日(土) 

　成績一覧表 （大会コード：22289006） 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場（競技場コード：284170）
参加
人数

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

吉谷  幸平(5) 15.24 中村  颯太(5) 15.30 高垣春一郎(5) 15.34 稲垣  翔也(5) 16.29 岡田淳之介(5) 16.50 西垣  玄滋(5) 16.74 上崎    遥(5) 16.78 小林    海(5) 17.97

日高 -2.3 三江 -2.3 五荘 -2.3 田鶴野 -2.3 八条 -2.3 浜坂北 -2.3 城崎 -2.3 豊岡 -2.3 

木村  壱咲(6) 13.73 林    亮成(6) 14.26 小西  悠月(6) 14.39 平    蒼介(6) 14.71 板垣  瑠亜(6) 14.75 古西  翔真(6) 14.87 寺川  壱冴(6) 15.17 水嶋　　翔(6) 15.54

三江 -3.4 豊岡 -3.4 中筋 -3.4 八条 -3.4 田鶴野 -3.4 五荘 -3.4 新田 -3.4 神美 -3.4 

岡下    創(5)  5:41.66 北村  陸翔(5)  5:51.32 阪井  翔音(5)  5:54.78 結城  瑛大(5)  6:02.89 中島  伶旺(5)  6:12.36 村尾　蒼凰(5)  6:12.45 坂本  怜央(5)  6:23.37 西垣  哲汰(5)  6:34.55

五荘 日高 田鶴野 城崎 三江 神美 豊岡 浜坂北

谷田  想佑(6)  5:20.57 石田  桜介(6)  5:24.20 中治  友佑(6)  5:25.97 岡本  昊真(6)  5:25.97 松島　志龍(6)  5:26.81 西田  永絆(6)  5:27.01 栗田  一颯(6)  5:31.14 野口  航生(6)  5:42.82

豊岡 八条 田鶴野 新田 神美 中筋 三江 五荘

村尾  航輝(6) 1m33 廣島  太一(6) 1m25 河﨑  陸斗(6) 1m20 本田    諒(6) 1m20 岸本  瑛斗(6) 1m15

豊岡 三江 五荘 田鶴野 八条

衣川　暖真(6) 4m57 清水  遥太(6) 4m28 林    秀成(6) 4m21 正垣  利空(6) 4m20 岩本  治馬(6) 4m02 小西  快樹(6) 3m97 金谷  壱和(6) 3m57 阪本龍太郎(6) 3m22

神美 +2.5 八条 +2.8 豊岡 +1.4 三江 +2.1 田鶴野 +4.8 中筋 +2.0 五荘 +3.8 温泉 +3.4 

齋賀  結衣(5) 15.00 足立　紗依(5) 15.48 伊地智穂香(5) 16.00 狩野　結菜(5) 16.36 加藤  和奏(5) 16.52 田中  慧茉(5) 17.21 今井ひより(5) 17.75 古田  陽葵(5) 17.77

五荘 -2.5 神美 -2.5 三江 -2.5 小坂 -2.5 豊岡 -2.5 田鶴野 -2.5 八条 -2.5 日高 -2.5 

長谷川りあ(6) 15.66 中村  桜空(6) 15.83 津田  陽風(6) 15.93 柚木利心愛(6) 16.12 村尾　侑美(6) 16.13 羽渕  月渚(6) 16.15 長谷川香子(6) 16.26 岸田  千佳(6) 16.27

中筋 -3.2 三江 -3.2 田鶴野 -3.2 八条 -3.2 神美 -3.2 城崎 -3.2 豊岡 -3.2 五荘 -3.2 

長谷川明星(5)  2:50.71 岡野ことの(5)  3:00.41 中尾　彩夏(5)  3:02.63 谷本  和穂(5)  3:06.10 小中  美空(5)  3:11.10 穴田  楓空(5)  3:15.80 清水  莉音(5)  3:19.08 渡邉  萌奈(5)  3:24.79

五荘 神美 小坂 浜坂北 豊岡 小代 八条 田鶴野

谷口  由彩(6)  2:41.12 水田  果歩(6)  2:43.99 畑村  智葉(6)  2:47.67 増田  琉結(6)  2:48.75 森戸  沙來(6)  2:52.99 高田陽南子(6)  2:53.33 加藤 莉愛(6)  2:56.53 小林  花帆(6)  3:02.83

八条 新田 城崎 五荘 田鶴野 豊岡 竹野 小代

藤原  柚希(6) 1m20 杉立  優羽(6) 1m15 同順：古池  真子(6) 1m15 橋本  結菜(6) 1m10 岡    愛莉(6) 1m05 原田  菜月(6) 1m05

三江 田鶴野 城崎 五荘 八条 豊岡

河村  蒼唯(6) 3m33 佐藤  花姫(6) 3m33 井上知侑姫(6) 3m08 新免    葵(6) 3m04 清水  愛香(6) 2m98 吉田  彩乃(6) 2m74

豊岡 +2.9 三江 +3.6 温泉 +3.3 田鶴野 +3.9 八条 +1.6 佐津 +3.2 

16校 天候 気温 風向・風速 湿度

108人 9月24日(土)
競技開始時
(10:00) 晴れ 25.0℃  北西 ・2.3m/s 79%

(11:00) 晴れ 26.0℃  　 北　・0.7m/s 68%

競技終了時
(11:45) 晴れ 26.0℃  北西 ・2.5m/s 63%

総　　　 務： 一  柳  昌  孝

兵庫陸上競技協会 主催： 豊岡市陸上競技協会 記 録 主 任： 中  村      暁

豊岡市教育委員会 美方郡陸上競技協会 審  判  長 ： 宮  下      淳
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６年走高跳

６年走幅跳

9

9
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参加校数

参加人数

５年男子優秀選手

該当者なし

５年女子優秀選手 ６年男子優秀選手

齋賀  結衣（五荘） 村尾  航輝（豊岡）

11

6

6

６年走高跳

６年走幅跳

11

9

9

13

6

8

主催：

６年女子優秀選手

谷口  由彩（八条）

藤原  柚希（三江）


