
     第４５回但馬陸上競技選手権大会 令和3年11月3日(水)

　     成績一覧表 男子 （大会コード：21280502） 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 片山  凜平 10.85 田村  隆翔 11.03 上治  大琉(3) 11.07 浅田　清貴 11.30 中嶋  颯良(2) 11.38 竹林　陽翔 11.49 藤岡    悠 11.52 原田  大輝(2) 11.55
風:-0.8 但馬AC 但馬AC 豊岡南中 豊岡市陸協 豊岡総合高 但馬AC 但馬AC 八鹿高
２００ｍ 片山  凜平 21.92 前田恒太郎(2) 22.39 上治  大琉(3) 22.53 田村  隆翔 23.22 中嶋  颯良(2) 23.24 田中  秀弥(2) 23.29 岡野    篤 23.69 原田  大輝(2) 23.92
風:-3.1 但馬AC NGR 豊岡高 豊岡南中 但馬AC 豊岡総合高 八鹿高 神戸市消防局 八鹿高
４００ｍ 中川　　諒 48.84 前田恒太郎(2) 50.94 足立    廉 53.60 浪華  快成(1) 55.58 田中  大輝(2) 55.63 塚原優希翔(2) 58.62 橋本  圭太(1) 59.14

京都産大 豊岡高 KOBE ATHLETE CLOB 豊岡高 豊岡高 豊岡総合高 豊岡総合高
８００ｍ 平田　健司  1:56.49 小林  毅司  1:59.41 廣瀬  創大(2)  2:01.19 伊達  貴志  2:08.60 伊田  涼助(2)  2:11.85 上坂  悠人(2)  2:13.51 柴崎　雄介  2:16.01 廣井    渉(2)  2:16.53

但馬AC 但馬AC 八鹿高 但馬AC 豊岡北中 出石高 但馬AC 出石高
１５００ｍ 平田　健司  3:59.84 小林  毅司  4:04.04 衣川  勇太(3)  4:09.30 清水  翔太(1)  4:22.97 和田  颯太(3)  4:24.08 加芝　大陸  4:25.91 柴崎　雄介  4:33.53 小林  侑生(1)  4:34.03

但馬AC NGR 但馬AC 和田山中 豊岡高 近畿大豊岡高 Sub Zero TOYOOKA 但馬AC 和田山中
５０００ｍ 山口    凜(3) 15:55.80 福井    峻(2) 15:57.27 坂田  太知(1) 15:58.81 岡田  颯星(2) 16:13.59 久保田凌平(2) 16:22.11 大谷誠士郎(2) 16:22.33 加芝　大陸 16:32.36 村尾  恭輔(3) 16:42.12

八鹿高 八鹿高 豊岡高 八鹿高 豊岡高 豊岡高 Sub Zero TOYOOKA 豊岡南中
１１０ｍＨ(1.067m)木村    烈(3) 15.25 大石  壮紀(1) 19.40 岡本  紘輝(2) 19.56 奥  瞭太朗(1) 20.12

風:-0.5 豊岡総合高 豊岡高 豊岡高 八鹿高
４００ｍH(0.914m) 塚原  啓太 54.73

神戸大
４×１００ｍ 但馬ＡＣ 42.90 八鹿高 43.98 豊岡南中 44.69 和田山中Ｃ 47.08 近畿大豊岡高 53.09

   竹林　陽翔    田中  秀弥(2)    藤原  輝星(3)    中尾  海盛(1)    垣口  玲乃(1)
   片山  凜平    原田  大輝(2)    西村  源斗(1)    山本    葵(3)    中村  佳祐(2)
   藤岡    悠    橋本  隼貴(2)    沖野  未知(2)    山本  紫陽(3)    小林  泰世(2)
   田村  隆翔    足立  蓮珠(2)    上治  大琉(3)    山本  瑛大(3)    鈴木    響(1)

走高跳 森友  裕太 1m82 岡林  俊樹(2) 1m82 平山  陽登(3) 1m73 岸田  大輝(2) 1m70 炭屋  一颯(2) 1m60
豊岡市陸協 豊岡高 八鹿高 豊岡高 豊岡総合高

走幅跳 大石  真也   6m74 谷口  智大   6m56 吉野  杏偲(3)   6m21 西村  仁志(2)   6m08 竹森  元宣(2)   5m99 藤原  大将(3)   5m89 西田　憲吾   5m86 岡田  真憲   5m23
同志社大 +2.0 播磨ＫＯＣ +4.5 香住高 +1.5 豊岡高 *F3   +4.2 豊岡総合高 +2.8 生野高 +3.4 京都産大 *F4   +3.0 兵庫マスターズ +3.4

三段跳 藤原  大将(3)  13m79 西口弘一郎(1)  11m45
生野高 -0.3 八鹿高 +0.0

砲丸投 和田  拓巳  12m34 田尻  風詩(1)  11m27 垣谷  雄豪(3)  10m50 武中安輝斗(1)   9m01 永原  琉太(2)   8m73 齋藤  未侑(1)   8m71 酒井  洋輝(2)   7m95 笹谷    陸(2)   5m16
(6.000kg) 但馬AC 香住高 豊岡総合高 和田山高 出石高 八鹿高 八鹿高 八鹿高
円盤投 荒木　慎大郎  47m38 和田  拓巳  47m07 田尻  風詩(1)  27m87 上垣  真透(2)  24m30 永原  琉太(2)  23m32 武中安輝斗(1)  22m03 馬袋  築基(1)  18m53

(1.750kg) CREVAS 但馬AC 香住高 八鹿高 出石高 和田山高 八鹿高
ハンマー投 中嶋    凌  50m96 酒井  洋輝(2)  27m12 齋藤  未侑(1)  23m85 笹谷    陸(2)  16m80
(6.000kg) 但馬AC 八鹿高 八鹿高 八鹿高
やり投 植田　伊織  52m68 中川  洸希(3)  51m04 荒木  瑛真(3)  45m33 今井    勝  43m41 小林  泰世(2)  42m98 上垣  真透(2)  42m94 谷村  泰星(2)  40m53 髙橋  和希(1)  37m05

(0.800kg) CREVAS 近畿大豊岡高 八鹿高 豊岡市陸協 近畿大豊岡高 八鹿高 豊岡高 和田山高

275名 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

　　男子185名 *F1：1回目が公認最高
　　女子 90名 *F2：2回目が公認最高 記 録 主 任： 　中村　　暁 印

*F3：3回目が公認最高 　

*F4：4回目が公認最高 審   判   長： 　宮下　　淳 印
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     第４５回但馬陸上競技選手権大会 令和3年11月3日(水)

　     成績一覧表 女子 （大会コード：21280502） 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 黒崎  紀花(3) 13.72 澤野  琴音(3) 13.84 谷口  愛華(2) 14.13 池田桃々葉(1) 14.16 藤原  瑠生(2) 14.47 松山  琴音(1) 14.77
風:-1.7 豊岡総合高 豊岡南中 豊岡南中 八鹿高 香住高 八鹿高
２００ｍ 小田垣柚奈 28.43 長野  里咲(2) 28.64 和田  日向(3) 28.77 南光  彩那(2) 29.16 北村  寧々(1) 29.35 小畑  奏遥(2) 29.57 木村  彩花(1) 31.01
風:-1.4 但馬AC 八鹿高 和田山中 和田山中 日高高 豊岡高 豊岡南中
４００ｍ 宮垣  晏心(1)  1:06.97 土野  楼琉(1)  1:08.95 和田  純香(2)  1:10.20 阿曽  彩奈(1)  1:18.80

豊岡総合高 八鹿高 近畿大豊岡高 香住高
８００ｍ 太田垣楓華(2)  2:11.14 吉田  陽花(3)  2:26.65 加藤  世菜(2)  2:26.98 宮垣    葵(3)  2:27.24 木村日香莉(2)  2:37.08 西村  梨緒(3)  2:37.55 的場  海咲(1)  2:38.83 森上  璃子(3)  2:41.34

八鹿高 NGR 日高高 和田山中 豊岡南中 近畿大豊岡高 和田山中 日高東中 浜坂中
３０００ｍ 吉田  陽花(3) 10:30.43 古西  亜海(3) 10:31.48 宮垣    葵(3) 11:15.59 加藤  世菜(2) 11:15.88 中村  凜花(1) 11:53.86 南光  彩那(2) 12:21.40 上田  真綾(1) 12:27.10 村上  桃菜(2) 12:35.59

日高高 豊岡総合高 豊岡南中 和田山中 八鹿高 和田山中 八鹿高 豊岡高
１００ｍＨ(0.840m)杉立  唯華(2) 16.30 秋山  咲子(1) 18.52

風:-0.9 豊岡高 八鹿高
４×１００ｍ 豊岡南中 54.89 日高高 55.10 日高東中 55.43 近畿大豊岡高 57.94

   城下千璃亜(2)    東    花奈(1)    西村  美澪(2)    松村ひかり(2)
   谷口  愛華(2)    藤井    楓(1)    田中  琴子(1)    甲斐  和里(1)
   栗田  來羽(1)    笠松  佳桜(1)    前野  夏希(2)    和田  純香(2)
   杉垣ひかり(2)    北村  寧々(1)    谷垣  友理(2)    川本  美愛(2)

走高跳 安井  真那(3) 1m45 淡河  未来(2) 1m30 東    花奈(1) 1m25
豊岡南中 豊岡南中 日高高

走幅跳 藤井    楓(1)   4m90 和田  日向(3)   4m86 大西乃惠美(2)   4m35 裏戸  幸奈(2)   4m34 藤本  優衣(2)   4m28 椿野  心優(1)   4m27 西村  心華(2)   4m06 甲斐  和里(1)   3m62
日高高 +3.5 和田山中 *F2    +2.3 浜坂中 *F2   +2.1 豊岡高 +1.6 和田山中 *F2   +2.2 和田山中 *F2   +2.4 香住高+2.6 *F3   +2.6 近畿大豊岡高 *F1   +2.9

砲丸投 小笹  恵維(2)   8m28 土野  栞摘(3)   7m59 笠松  佳桜(1)   5m85
(4.000kg) 八鹿高 八鹿高 日高高
円盤投 土野  栞摘(3)  20m55 安東  日菜(2)  19m83 井上  結愛(2)  18m79 足立真柚佳(1)  17m53 向井  詩乃(2)  17m52 福井  芽依(1)  14m85 笠松  佳桜(1)  13m84 赤木  佳那(2)  13m25

(1.000kg) 八鹿高 近畿大豊岡高 豊岡南中 八鹿高 八鹿高 豊岡南中 日高高 日高東中
やり投 向井  詩乃(2)  33m75 足立真柚佳(1)  28m89 安東  日菜(2)  23m04

(0.600kg) 八鹿高 八鹿高 近畿大豊岡高

275名 NGR：大会新記録 主  催：豊岡市陸上競技協会 天候 気温 風向・風速 湿度
　　男子185名 *F1：1回目が公認最高 競技開始時 曇り 14.0℃ 　西　　 0.0m 89%

　　女子 90名 *F2：2回目が公認最高 (10:00) 晴れ 15.0℃ 　西　　 0.9m 89%

*F3：3回目が公認最高 (11:00) 晴れ 18.0℃  南東   1.1m　　 71%
(12:00) 曇り 18.0℃ 北北東 1.5m 62%
(13:00) 曇り 19.0℃ 北北東 3.5m 63%
(14:00) 晴れ 20.0℃ 　北　　 2.9m 56%
(15:00) 曇り 19.0℃ 　北　　 2.9m 54%

競技終了時 晴れ 19.0℃ 　北　　 2.4m 54%

総　　　　 務： 　一柳　昌孝 印

記 録 主 任： 　中村　　暁 印

　
審   判   長： 　宮下　　淳 印
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