
　第４２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２０１７） 平成29年9月30日(土) 

　　成績一覧表 　（大会コード：17280745） 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場（競技場コード：284170）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
６年１００ｍ 福田  来輝(6) 13.74 垣口　玲乃(6) 13.80 山邊    誠(6) 14.36 川端  真矢(6) 14.52 谷山大治郞(6) 14.55 丹野　一路(6) 14.95 西原　　空(6) 14.99 前垣　康介(6) 15.04

風:-1.8 中筋 清滝 五荘 香住 田鶴野 日高 八条 小代
５年１００ｍ 竹林  陽翔(5) 14.22 上治  大琉(5) 14.48 安居  慶修(5) 14.97 細田  彩人(5) 15.05 長谷川侑輝(5) 15.26 米田　匠希(5) 15.30 加芝    誠(5) 15.37 竹野  奏海(5) 15.38

風:-1.8 三方 三江 五荘 城崎 香住 八条 小坂 神美
６年１５００ｍ 浪華  快成(6)  5:09.91 真狩　陽介(6)  5:15.18 中村　宗真(6)  5:18.11 田野　俊太(6)  5:19.24 柴垣    柊(6)  5:22.86 岡野  鉄平(6)  5:24.02 京極　　翔(6)  5:26.24 白箸　篤磨(6)  5:28.63

五荘 日高 八条 小代 小坂 浜坂北 竹野 八代
６年走高跳 山川　宗真(6) 1m25 松岡鴻士郎(6) 1m25 大下鼓太郎(6) 1m20 同順:河本　聖志(6) 1m20 坪井  東馬(6) 1m15 前田  慶次(6) 1m10 田路  志道(6) 1m10

田鶴野 豊岡 五荘 日高 小坂 香住 三方
６年走幅跳 為則　快聖(6)   4m26 小山　隼平(6)   4m02 大石　壮紀(6)   4m00 岡本  陽斗(6)   4m00 和田　春幸(6)   3m97 長川　蒼昊(6)   3m91 山下  永飛(6)   3m87 秋山  巧汰(6)   3m85

田鶴野 +2.4 日高 +0.0 豊岡 -0.4 香住 +2.0 清滝 +0.4 八条 -0.3 五荘 +2.0 三江 +0.5

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
６年１００ｍ 土野　楼琉(6) 14.86 池上  怜那(6) 15.15 谷口ももこ(6) 15.26 戸田こころ(6) 15.43 中家  光優(6) 15.55 松井萌々香(6) 15.84 松田  優希(6) 15.87 永田こころ(6) 15.97

風:-2.2 弘道 三江 城崎 五荘 浜坂北 豊岡 中筋 中竹野
５年１００ｍ 澤野　琴音(5) 14.73 谷口　玲那(5) 14.93 小滝　　楓(5) 14.94 和田    望(5) 14.96 山口  真奈(5) 15.46 久保田彩女(5) 15.82 飯田　心音(5) 15.95 松岡    幸(5) 16.27

風:-1.0 八条 豊岡 照来 三江 五荘 城崎 清滝 中筋
６年８００ｍ 岸本陽菜乃(6)  2:37.66 宮垣  晏心(6)  2:44.03 北村　寧々(6)  2:51.73 田村　　葵(6)  2:53.39 寺下　幸希(6)  2:53.66 水嶋  留菜(6)  2:53.77 石谷あかり(6)  2:57.12 山本    澪(6)  2:57.34

城崎 五荘 日高 清滝 田鶴野 小坂 港西 三江
６年走高跳 東　　和奏(6) 1m15 同順:宮田  侑依(6) 1m15 同順:山田紗加恵(6) 1m15 東    花奈(6) 1m15 同順:柳本  和佳(6) 1m15 竹村優雨希(6) 1m10 幸岡　彩乃(6) 1m10 濱田  芽依(6) 1m05

豊岡 三江 五荘 香住 小坂 中筋 田鶴野 佐津
６年走幅跳 西浦  真由(6)   3m58 小林  歩未(6)   3m28 森田　波月(6)   3m19 今木  涼葉(6)   3m17 西村　悠衣(6)   3m15 小谷　優維(6)   3m14 谷脇理恵子(6)   3m08 嘉藤みなみ(6)   3m07

中筋 +0.2 五荘 +1.8 港東 -0.1 浜坂北 -0.5 港西 +0.1 八条 +0.0 香住 -2.0 豊岡 -1.1

天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時
(9:30) 晴れ 18.0℃  北西 ・0.7m/s 85%

(10:00) 晴れ 20.0℃  南南西・0.7m/s 73%

(11:00) 晴れ 23.0℃   南  ・1.1m/s 51%

競技終了時
(11:40) 晴れ 25.0℃   東  ・1.5m/s 51%

主  催：兵庫陸上競技協会 主  管：豊岡市陸上競技協会 総            務： 　山本  和正 印

27校 　　　　豊岡市教育委員会 　　　　美方郡陸上競技協会 記   録   主  任： 　中村　　暁 印

172名 トラック 審 判 長： 　井上　　堅 印

フィールド 審判長： 　岡田  厚志 印
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