
     第４３回但馬陸上競技選手権大会 令和元年11月3日(日)

　     成績一覧表 男子 （大会コード：19280502） 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 10.89 和田  蒼汰(2) 11.05 後藤  知宏 11.18 水田  陸斗(1) 11.24 城本  彩斗(2) 11.27 藤岡    悠 11.39 岡野    篤 11.39 片山　凜平 11.48
風:+0.6 但馬ＡＣ 八鹿高 但馬ＡＣ 豊岡高 近畿大豊岡高 但馬ＡＣ 神戸市消防局 但馬ＡＣ
２００ｍ 水田  陸斗(1) 22.62 後藤  知宏 22.93 田村  隆翔(3) 22.98 城本  彩斗(2) 23.17 片山　凜平 23.95 西崎    翼(2) 24.79
風:-0.6 豊岡高 但馬ＡＣ 近畿大豊岡高 近畿大豊岡高 但馬ＡＣ 香住高
４００ｍ 中川    諒 48.65 中嶋  颯良(3) 53.32 古田  晶大 54.34 中尾    悠(1) 55.19 細田  涼太(2) 56.18 今井  雄紀(2) 57.75 池田  一颯(1) 57.90

京都産大 日高東中 Sub Zero TOYOOKA 和田山高 近畿大豊岡高 八鹿高 八鹿高
８００ｍ 桒垣威千介  1:56.68 森本  雄太  1:58.49 小林  毅司  2:00.64 岡田  颯星  2:04.00 廣瀬  創大  2:04.69 山口    凜(1)  2:04.94 藤原  琉羽(1)  2:05.40 川井  建人(2)  2:05.69

兵庫教育大 大阪長居ＡＣ 但馬ＡＣ 但馬ＡＣ 但馬ＡＣ 八鹿高 和田山高 香住高
１５００ｍ 小林  毅司  4:06.50 山田健太郎  4:08.12 藤田　竣也  4:08.46 中尾　祐太  4:15.16 橋本  有貴  4:16.00 廣瀬  創大  4:20.66 山口    凜(1)  4:22.70 浅田　英吾  4:23.57

但馬ＡＣ 大阪体育大 神戸大 大阪工業大 Sub Zero TOYOOKA 但馬ＡＣ 八鹿高 但馬ＡＣ
５０００ｍ 藤田　竣也 15:31.53 小林  毅司 15:39.86 中尾　祐太 15:41.72 山下  領一(2) 15:51.48 山下  晃平(2) 15:51.52 橋本  有貴 15:57.60 西村  太希(2) 16:09.83 浅田　英吾 16:11.25

神戸大 但馬ＡＣ 大阪工業大 豊岡総合高 豊岡総合高 Sub Zero TOYOOKA 豊岡高 但馬ＡＣ
１１０ｍＨ 木村    烈(1) 16.02 安田  圭佑(2) 16.04
風:-0.4 豊岡総合高 豊岡高
４００ｍH 細見  大和(2)  1:03.77 岡野  修己(1)  1:04.38 木村  寧緒(1)  1:05.06 児島  啓太(1)  1:06.69 藤原  一貴(2)  1:08.38

八鹿高 豊岡高 豊岡総合高 八鹿高 八鹿高
４×１００ｍ 但馬ＡＣ Ａ 42.48 八鹿高 45.35 香住高Ａ 46.29 浜坂高 46.83 但馬ＡＣ Ｂ 47.08 香住高Ｂ 47.87 近畿大豊岡 48.53 和田山中Ａ 50.15

   後藤  知宏    田原  大樹(2)    川井  建人(2)    中井  瀬奈(2)    清水　達斗    藏野  翔太(1)    西    亮祐(2)    石川陽一郎(1)
   松井　星矢    和田  蒼汰(2)    山本  雅也(2)    田熊  伴基(1)    桶谷  圭吾    吉野  杏偲(1)    西垣  祐輝(1)    山本  瑛大(1)
   片山　凜平    田中  大翔(2)    政木  勇人(2)    西澤    咲(1)    岡    裕人    上田  直都(1)    木村  侑真(1)    山本  紫陽(1)
   藤岡    悠    羽渕    暖(2)    西崎    翼(2)    坂本  聖空(1)    小林　靖典    三崎  龍真(1)    田中  友基(1)    山本    葵(1)

４✕４００ｍ 但馬ＡＣ  3:41.63 和田山高  3:43.31 近畿大豊岡  3:44.87 Sub Zero TOYOOKA  3:53.61 八鹿高  3:58.07
   小丸  直人    中尾    悠(1)    城本  彩斗(2)    古田  晶大    細見  大和(2)
   岡田  颯星    藤原  琉羽(1)    細田  涼太(2)    谷口  宗平    藤原  一貴(2)
   廣瀬  創大    秋森  孝希(2)    小野山説哉(2)    加芝  大陸    田原  大樹(2)
   小林  毅司    小田垣彰真(2)    西    亮祐(2)    橋本  有貴    池田  一颯(1)

走高跳 細見  大和(2) 1m70 田原  大樹(2) 1m70 平山  陽登(1) 1m65 籔中  七月(1) 1m60
八鹿高 八鹿高 八鹿高 八鹿高

棒高跳 山田  大夢(2) 3m60 上田  直都(1) 3m40
豊岡高 香住高

走幅跳 上田  貴寛   6m76 田原  大樹(2)   6m24 西田  憲吾(2)   6m18 和田  蒼汰(2)   6m15 小屋敷隼斗(3)   6m14 吉野  杏偲(1)   6m00 中村  宗真(2)   5m60 堀    大輝(2)   5m57
大阪経済大 -0.9 八鹿高 +0.3 豊岡高 +0.7 八鹿高 +0.4 和田山中 +0.4 香住高 -0.9 豊岡南中 -0.2 豊岡高 -0.3

三段跳 藤原  大将(1)  13m50 西田  憲吾(2)  12m65 堀    大輝(2)  11m72 谷口  翔夢(3)  11m11 羽渕  光佑(1)  10m58
生野高 -0.8 豊岡高 +0.6 豊岡高 -0.8 出石中 +0.7 八鹿高 +0.3

砲丸投 木下　準一  14m36 和田  拓巳  12m63 石橋    直(2)  12m60 林    雄介(2)  10m80 堀田    魁   9m70 垣谷  雄豪(1)   8m91 津森  恵斗(1)   8m66 藤本翔太郎(2)   7m85
(6.000kg) CREVAS 但馬ＡＣ 生野高 近畿大豊岡高 CREVAS 豊岡総合高 和田山高 豊岡総合高
円盤投 和田  拓巳  46m03 荒木慎大郎  45m63 小山  寛太(2)  32m74 石橋    直(2)  31m69 前川  拓斗(2)  28m65 河本  純弥(2)  22m62 太田  慶希(2)  22m53 山﨑  諒也(2)  21m99

(1.750kg) 但馬ＡＣ CREVAS 和田山高 生野高 近畿大豊岡高 豊岡総合高 和田山高 豊岡高
ハンマー投 中嶋    凌  51m13 吉田  朝陽(2)  32m97 中村  大吾(2)  19m79 谷口  倖盟(2)  15m50
(6.000kg) 但馬ＡＣ 八鹿高 八鹿高 日高高
やり投 木本  裕一  49m89 西垣  日向(1)  49m84 中村  大吾(2)  49m39 前川  隼人(2)  45m88 前川  拓斗(2)  41m62 沖田  凌也(3)  38m89 中川  洸希(1)  36m73 石橋    直(2)  36m38

(0.800kg) 但馬ＡＣ 和田山高 八鹿高 近畿大豊岡高 近畿大豊岡高 八鹿高 近畿大豊岡高 生野高

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

283名 記 録 主 任： 　中村　　暁 印

　

審   判   長： 　宮下　　淳 印
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