
第４４回　兵庫県小学生陸上競技　豊岡大会 令和元年9月28月日(土)

　成績一覧表 （大会コード：19280745） 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場(284170)

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 西村  源斗 13.20 若槻    翔 14.28 中村  玲太 14.47 角谷隆之介 14.62 古橋  　謙 14.83 長谷川尊琉 14.94 澤野  凱音 15.17 吉岡  南翔 15.26
風:+0.8 豊岡 NGR 三方 三江 港西 五荘 八代 八条 竹野

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 今西  瑛大 13.44 仲村  徹平 13.51 安田　　朔 13.57 長岡　璃旺 13.84 岡本  拓哉 13.97 高橋  真己 14.06 谷山竜司郎 14.07 松本  翔太 14.12
風:+1.1 豊岡 浜坂東 五荘 小代 竹野 日高 八条 香住

１５００ｍ 森    蒼大  5:01.30 中村　悠真  5:01.59 井垣  海波  5:12.10 名城  悠稀  5:25.15 谷角  喜一  5:25.78 才田　結仁  5:26.90 梅垣  青空  5:37.63 嶋田  諒哉  5:39.86
香住 五荘 竹野 神美 浜坂北 射添 八条 田鶴野

４×１００ｍ 豊岡 52.85 五荘 54.30 八条 57.14 三方 57.39 神美 58.23 日高 58.57 三江 58.71 小坂 59.04
（共　通）    長田  悠生 NGR    島川  悠汰    澤野  凱音    若槻    翔    岡本  大地    北村  柊羽    中村  玲太    山田　海七

   今西  瑛大    安田　　朔    松本  悠来    柳沢  昊成    浅田  斗亜    和藤　隆哉    廣嶋  奏太    中尾　文哉
   沖野  未知    伊田  涼助    梅垣  青空    西村  咲玖    澤口　凌芽    西谷  陽生    秋山  優人    吉田　遥翔
   西村  源斗    中村　悠真    谷山竜司郎    原田  泰志    名城  悠稀    高橋  真己    谷口  颯汰    多田　裕軌

走高跳 溝尻　大翔 1m30 西谷  陽生 1m20 松本  悠来 1m20 長田  悠生 1m20 西川  颯真 1m20 小林    壮 1m15 向原  徠聖 1m15 中村  颯汰 1m15
五荘 日高 八条 豊岡 田鶴野 浜坂北 港東 香住

走幅跳 沖野  未知   4m64 東    朱朔   3m89 廣嶋  奏太   3m82 谷山寅司郎   3m66 田野　広大   3m64 真野  太志   3m63 佐竹  優音   3m58 岩崎　一護   3m56
豊岡 -2.9 香住 -0.6 三江 -0.8 八条 -0.6 小代 -0.1 港西 +0.6 田鶴野 -0.2 五荘 +1.1

※気象状況は女子の欄に記載 NGR:大会新記録 主  催：兵庫陸上競技協会 総　　務: 　一柳　昌孝 印

主  管：豊岡市陸上競技協会・美方郡陸上競技協会 記録主任: 　中村　　暁 印

後　援：神戸新聞社 審 判 長: 　宮下　　淳 印
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