
     第４２回但馬陸上競技選手権大会 平成30年11月10日(土)

　     成績一覧表 （大会コード：18280502） 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 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 松井　星矢 11.22 後藤  知宏 11.36 浅田　清貴 11.49 和田  蒼汰(1) 11.63 塚原  啓太(2) 11.67 田村  隆翔(2) 11.77 大石  崇寿(2) 11.88 片山　凜平 11.90
風:-3.8 但馬AC 但馬AC 豊岡市陸協 八鹿高 豊岡高 近畿大豊岡高 豊岡総合高 但馬AC
２００ｍ 後藤  知宏 22.73 片山　凜平 23.44 安井  一真(1) 23.49 田村  隆翔(2) 23.52 副田    舜(2) 23.60 今井  雄紀(1) 24.40 大嶋　来空 25.15
風:-2.0 但馬AC 但馬AC 豊岡総合高 近畿大豊岡高 八鹿高 八鹿高 但馬AC
４００ｍ 副田    舜(2) 51.41 今井  亮佑(2) 52.96 太田  睦和(2) 53.34 今井  雄紀(1) 54.61 松井  楓真(2) 56.22 片岡    凌(2) 56.90 小田垣彰真(1) 58.22

八鹿高 豊岡総合高 和田山高 八鹿高 豊岡高 和田山高 和田山高
８００ｍ 桒垣威千介  1:53.41 中嶋    佑(2)  1:58.66 小林  毅司  1:59.57 四角  友昭(2)  2:00.48 松本  知樹(2)  2:01.42 藤田  竣也  2:01.48 岡田  颯星  2:03.50 川井  建人(1)  2:04.15

神戸医福大 NGR 豊岡高 但馬AC 豊岡高 八鹿高 神戸大 但馬AC 香住高
１５００ｍ 小林  毅司  4:05.44 藤田  竣也  4:09.53 橋本　有貴  4:12.60 藤井  空大(3)  4:14.71 浅田　英吾  4:16.77 谷口  真貴(1)  4:29.32 小林  淳人  4:29.86 小川    翼(1)  4:30.95

但馬AC 神戸大 豊岡市陸協 豊岡南中 但馬AC 八鹿高 鳥取大 出石高
中学生 西川  智生(3)  9:53.94 廣瀬  創大 10:05.83 松上  隼和(2) 10:09.77

３０００ｍ 豊岡北中 但馬AC 和田山中
５０００ｍ 小林  毅司 15:25.79 岸本  一輝(2) 15:28.46 橋本　有貴 15:52.24 浅田　英吾 16:18.81 古西　大海 16:39.06 牧谷  亮希(2) 16:39.63 高階  学士(2) 16:46.70 山口    凜(3) 16:47.82

但馬AC 豊岡高 豊岡市陸協 但馬AC 但馬AC 浜坂高 豊岡総合高 和田山中
１１０ｍＨ 西岡    海 15.17 安田  圭佑(1) 16.26 大石  真也(2) 16.90 松田  大輔(1) 18.16
風:-1.0 岡山商科大 豊岡高 八鹿高 豊岡高
４００ｍH 塚原  啓太(2) 54.29 西岡    海 58.67 安田  圭佑(1) 59.70

豊岡高 NGR 岡山商科大 豊岡高
小学生 三江小 56.15

４×１００ｍ    中村  秀太(6)
   中道  理斗(6)
   廣嶋  奏太(5)
   上治  大琉(6)

４×１００ｍ 但馬ＡＣ Ａ 42.35 八鹿高 43.33 但馬ＡＣ Ｂ 45.97 近畿大豊岡高 46.27 豊岡北中 50.72
   藤岡    悠    桶谷  圭吾(2)    下村　雄輝    川端    諭(2)    岸田  大輝(2)
   片山　凜平    副田    舜(2)    笹谷　　蓮    小笹  慶太(2)    上坂  優羽(1)
   後藤  知宏    野崎敬一朗(2)    後藤  昌宏    山本  右京(2)    山川  宗真(1)
   松井　星矢    和田  蒼汰(1)    大嶋　来空    田村  隆翔(2)    岡林  俊樹(2)

４✕４００ｍ 豊岡高  3:26.47 八鹿高  3:37.83 近畿大豊岡  3:47.68 和田山中  3:49.85 但馬ＡＣ  3:53.98 日高東中  4:03.01
   塚原  啓太(2) NGR    今井  雄紀(1)    山本  右京(2)    古屋  颯真(2)    伊達  貴志    塚原優希翔(2)
   安田  圭佑(1)    副田    舜(2)    小笹  慶太(2)    武中  晴飛(2)    小林  毅司    三好  生悟(3)
   四角  友昭(2)    和田  蒼汰(1)    細田  涼太(1)    藤原  琉羽(3)    浅田　英吾    中嶋  颯良(2)
   中嶋    佑(2)    松本  知樹(2)    田村  隆翔(2)    山口    凜(3)    古西　大海    佐東  真拓(3)

走高跳 上垣    亮 1m96 野崎敬一朗(2) 1m85 大石  真也(2) 1m85 細見  大和(1) 1m70 岡林  俊樹(2) 1m65 田原  大樹(1) 1m65 木村  亮太(1) 1m55 岸田  大輝(2) 1m55
環太平洋大 八鹿高 八鹿高 八鹿高 豊岡北中 八鹿高 和田山高 豊岡北中

棒高跳 東    寛人(2) 3m80
豊岡高

走幅跳 小林賢士郎(2)   6m67 大石  真也(2)   6m65 川端    諭(2)   6m15 小屋敷隼斗(2)   5m98 西田  憲吾(1)   5m93 木多見隆太(2)   5m78 谷口多喜斗(1)   5m69 中野  裕輝(2)   5m56W
豊岡高 +0.2 八鹿高 +1.1 近畿大豊岡高+4.2 � 和田山中 +1.0 豊岡高 +1.2 豊岡総合高 +0.8 和田山高 +1.4 豊岡総合高 +3.0

三段跳 小林賢士郎(2)  13m62 山本  雅也(1)  13m12W 西田  憲吾(1)  12m74 中野  裕輝(2)  12m13 山田  大夢(1)  12m02 堀    大輝(1)  11m86 木多見隆太(2)  11m71 安岡    凌(1)  11m28
豊岡高 -0.2 香住高 +3.6 豊岡高 +0.2 豊岡総合高 -1.1 豊岡高 +1.8 豊岡高 +1.0 豊岡総合高 -0.3 日高高 -0.1

砲丸投 榧垣  翔太  14m91 石橋    直(1)  12m43 和田  拓巳  12m33 小山  寛太(1)  10m90 藤原    彪(2)  10m44 林    雄介(1)   9m18 西田  颯志(2)   7m95 河本  純弥(1)   7m83
(6.000kg) 同志社大 生野高 但馬AC 和田山高 香住高 近畿大豊岡高 豊岡南中 豊岡総合高
円盤投 和田  拓巳  46m51 石橋    直(1)  30m76 小山  寛太(1)  29m32 小笹  慶太(2)  28m57 青木  武蔵(2)  27m67 吉田  悠人(1)  26m68 和田  凌雅(1)  25m62 前川  隼人(1)  22m60

(1.750kg) 但馬AC 生野高 和田山高 近畿大豊岡高 和田山高 出石高 香住高 近畿大豊岡高
ハンマー投 中嶋    凌  51m50 吉田  朝陽(1)  31m22 谷口  倖盟(1)  16m27
(6.000kg) 但馬AC 八鹿高 日高高
やり投 児島  弘明(3)  54m05 植田  伊織(1)  50m14 榧垣  翔太  44m31 中村  大吾(1)  43m67 桶谷  圭吾(2)  43m54 太田  慶希(1)  42m40 沖田  凌也(2)  39m63 前川  隼人(1)  39m15

(0.800kg) 八鹿高 八鹿高 同志社大 八鹿高 八鹿高 和田山高 八鹿高 近畿大豊岡高

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

206名 記  録  主  任： 　中村　　暁 印

　

 審 　 判 　 長： 　宮下　　淳 印
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