
第48回豊岡オリンピック
入賞者一覧 平成29年4月29日(土) 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学生男子１００ｍ 上治　大琉(5) 14"74 川端　真矢(6) 15"54 今西　瑛大(4) 15"70 下根　魁莉(5) 16"24 長谷川　侑輝(5) 16"46 山本　奏太(6) 16"83 岡本　拓哉(4) 17"00 岡田　翔輝(6) 17"46

(4月29日) 但馬AC -5.4 香住 -5.4 但馬AC -5.4 但馬AC -5.4 香住 -5.4 照来 -5.4 竹野 -5.4 照来 -5.4

小学生男子１５００ｍ 谷口　舜哉(6) 5'22"68 真狩　陽介(6) 5'27"53 山田　峻大(6) 5'27"89 森　蒼大(4) 5'28"38 清水　翔大(6) 5'35"96 岡田　快翔(5) 5'46"41 月本　航輔(5) 5'56"80 結城　星羽(6) 6'05"51

(4月29日) 香住 但馬AC 但馬AC 香住 但馬AC 照来 城崎 城崎

小学生男子４×１００ｍＲ 但馬AC 57"69 香住 1'00"09

(4月29日) 下根　魁莉(5) 谷口　舜哉(6)

上治　大琉(5) 川端　真矢(6)

今西　瑛大(4) 長谷川　侑輝(5)

真狩　陽介(6) 松本　翔太(4)

中学生男子１００ｍ 城本　彩斗(3) 11"63 板倉　優揮(3) 12"15 藤本　翔太郎(3) 12"21 安田　圭佑(3) 12"45 宮下　大和(3) 12"51 山本　雅也(3) 12"59 吉田　聖健(2) 12"86

(4月29日) 豊岡南 -3.3 香住第一 -3.3 日高東 -3.3 浜坂 -3.3 出石 -3.3 香住第一 -3.3 香住第一 -3.3

中学生男子４００ｍ 吉田　聖健(2) 55"44 安井　一真(3) 55"62 小田垣　彰真(3) 57"23 赤間　柊平(3) 58"37 金澤　岳晃(2) 58"43 和田　颯太(2) 1'01"87

(4月29日) 香住第一 豊岡南 日高東 豊岡北 豊岡南 豊岡北

中学生男子１５００ｍ 藤井　空大(2) 4'34"41 小川　翼(3) 4'34"73 岡野　鼓汰郎(3) 4'34"87 川井　建人(3) 4'34"93 山下　領一(3) 4'45"05 西川　智生(2) 4'48"59 奥地　聖也(3) 4'52"50 北村　樹(3) 4'52"91

(4月29日) 豊岡南 豊岡北 浜坂 香住第一 日高東 豊岡北 豊岡北 浜坂

中学生男子３０００ｍ 松岡　圭介(3) 9'58"48 佐東　真拓(2) 10'00"61 仲本　倫太朗(3)10'20"88 松本　哲汰(3) 10'27"94 山下　晃平(3) 10'35"37 山本　貴心(2) 11'05"64

(4月29日) 浜坂 日高東 但馬ＡＣ 香住第一 日高東 日高東

中学生男子４×１００ｍＲ 日高東 47"18 浜坂 48"20 和田山 48"37 豊岡北 48"93 出石 49"19

(4月29日) 芦田　陽和(3) 水田　陸斗(2) 藤本　尚人(3) 吉谷　祥一(3) 山下　翔生(2)

岡本　涼吾(3) 浜本　琉聖(2) 笹谷　蓮(2) 山田　大夢(3) 中山　宏輝(3)

山城　省太(3) 田熊　伴基(2) 細見　大和(3) 清水　達斗(2) 宮下　大和(3)

藤本　翔太郎(3) 安田　圭佑(3) 谷口　多喜斗(3) 国本　安慈(2) 谷村　生(3)

高校生以上男子１００ｍ 才木　貴裕(3) 11"16 日下部　裕太(3) 11"31 白川　辰(3) 11"43 太田垣　陸来(3) 11"44 尾川　知也(2) 11"68 鴫畑　奈生(2) 11"69 岡　裕人 11"78 大石　崇寿(1) 11"88

(4月29日) 八鹿 -1.3 八鹿 -1.3 豊岡 -1.3 近大豊岡 -1.3 八鹿 -1.3 豊岡総合 -1.3 但馬ＡＣ -1.3 豊岡総合 -1.3

高校生以上男子４００ｍ 西山　晶(3) 51"46 山本　陸斗(2) 52"36 西川　斗威(3) 53"54 笹倉　良太(3) 54"05 岡保　貴充(3) 54"84 田村　樹(3) 55"03 宮脇　涼多(2) 55"84 今井　亮祐(1) 57"64

(4月29日) 豊岡 浜坂 豊岡総合 近大豊岡 近大豊岡 浜坂 豊岡 豊岡総合
高校生以上男子１５００ｍ(ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝) 加芝　大陸 4'18"71 今田　雅士(3) 4'19"11 雲田　晃太朗(3) 4'21"18 水口　小太郎(3) 4'23"03 田中　遥(2) 4'24"52 山本　悠真(3) 4'26"14 岡坂　宗一郎(2) 4'26"71 竹花　数希(3) 4'27"20

(4月29日) 豊岡市陸協 八鹿 八鹿 豊岡 浜坂 出石 近大豊岡 八鹿

高校生以上男子４×１００ｍＲ 豊岡 43"57 豊岡総合 44"21 近大豊岡 44"92 浜坂 44"94 但馬ＡＣ 45"32 香住 47"04

(4月29日) 塚原　啓太(1) 大会新 宮川　飛鳥(3) 辻村　拓也(3) 山本　修(3) 岡　裕人 竹中　翔生(3)

西山　晶(3) 立脇　蒼(3) 芝　慎太郎(2) 山本　陸斗(2) 後藤　知宏 今井　智哉(3)

白川　辰(3) 柳本　一樹(2) 笹倉　良太(3) 藤井　龍弥(2) 太田　優希 柴田　岳(2)

中嶋　佑(1) 鴫畑　奈生(2) 太田垣　陸来(3) 田村　樹(3) 後藤　昌宏 中西　光銀(3)

共通男子５０００ｍ 植村　祥気(3) 15'39"68 西垣　省吾(3) 15'44"34 斉藤　諒(2) 16'19"51 加芝　大陸 16'57"72 三木　天慈(2) 17'54"99 諸道　貫太(2) 18'22"52 谷岡　将伍(3) 18'24"75 澤本　丈弥(2) 18'33"21

(4月29日) 豊岡総合高 豊岡高 豊岡総合高 豊岡市陸協 豊岡高 浜坂高 豊岡高 豊岡高

中学生男子走幅跳 西田　憲吾(3) 5m84 山本　雅也(3) 5m77 吉谷　祥一(3) 5m69 谷口　多喜斗(3) 5m66 芦田　陽和(3) 5m46 藤本　尚人(3) 5m33 中村　雄大(3) 5m06 松田　大輝(3) 4m94

(4月29日) 豊岡南 +2.0 香住第一 +1.0 豊岡北 +1.4 和田山 +2.6 日高東 +2.8 和田山 +4.6 香住第一 +3.2 豊岡南 +0.7

中学生男子砲丸投(5kg) 小山　寛太(3) 10m70 板倉　優揮(3) 8m98 喜多村　涼(2) 8m55 松井　颯志(2) 8m31 谷村　生(3) 7m18 津森　恵斗(2) 7m12 堀井　昂介(2) 6m89 須磨　実紀(3) 6m83

(4月29日) 和田山 香住第一 香住第一 香住第一 出石 和田山 日高東 和田山

高校生以上男子走幅跳 辻村　拓也(3) 6m41 細見　明夢(2) 6m38 尾川　知也(2) 5m91 早崎　玄晶(2) 5m86 田中　亮至(3) 5m75 西川　斗威(3) 5m65 木多見　隆太(1) 5m45 中野　裕輝(1) 5m27

(4月29日) 近大豊岡 +0.4 但馬ＡＣ +2.0 八鹿 +0.5 八鹿 +0.8 豊岡 +2.6 豊岡総合 +2.6 豊岡総合 +0.4 豊岡総合 +1.5

高校生以上男子砲丸投(6kg) 村上　朋(3) 10m17

(4月29日) 八鹿

共通男子走高跳 上垣　亮(3) 1m92 岩瀬　慈恩(3) 1m75 中村　彰吾(1) 1m75 小井塚　亮太(2) 1m60 木村　烈(2) 1m50

(4月29日) 環太平洋大 大会ﾀｲ 八鹿高 豊岡総合高 八鹿高 日高東中

共通男子円盤投(1.75kg) 太田　仁(3) 34m34 宮本　拓実(3) 29m23 谷尾　知哉(3) 27m24 和田　剛(2) 24m17 河関　優斗(3) 19m54

(4月29日) 八鹿高 香住高 日高高 近大豊岡高 日高高

共通男子ヤリ投 出口　敦也(3) 53m08 児島　弘明(2) 48m73 長戸　嶺(3) 46m14 水嶋　拓海(3) 42m87 山本　三四郎(3) 41m50 羽渕　岳(3) 39m79 岩切　思温(2) 38m88 中西　光銀(3) 38m08

(4月29日) 豊岡高 八鹿高 八鹿高 豊岡高 出石高 八鹿高 八鹿高 香住高
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第48回豊岡オリンピック
入賞者一覧 平成29年4月29日(土) 豊岡総合スポーツセンター陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学生女子１００ｍ 藤原　明絆(5) 15"23 松村　あかり(5) 15"49 和田　望(5) 15"54 小滝　楓(5) 16"16 田中　愛望(5) 16"25 田中　杏奈(5) 17"51 渡辺　愛(5) 17"68 寺川　明依(5) 18"37

(4月29日) 但馬AC -2.5 但馬AC -2.5 但馬AC -2.5 照来 -2.5 照来 -2.5 照来 -2.5 香住 -2.5 香住 -2.5

小学生女子８００ｍ 森上　璃子(5) 2'51"06 田中　愛望(5) 2'54"10 岡田　華(5) 2'56"47 中嶋　彩音(5) 2'58"09 谷口　倖菜(4) 3'05"59 廣瀬　和奏(5) 3'07"77 久保田　彩女(5) 3'08"93 上崎　芭菜(5) 3'19"90

(4月29日) 浜坂東 照来 照来 香住 香住 但馬AC 城崎 城崎

小学生女子４×１００ｍＲ 但馬AC 59"09 照来 1'03"99 香住 1'08"07

(4月29日) 松村　あかり(5) 岡田　華(5) 谷口　倖菜(4)

和田　望(5) 田中　愛望(5) 中嶋　彩音(5)

上垣　春菜(5) 田中　杏奈(5) 渡辺　愛(5)

藤原　明絆(5) 小滝　楓(5) 寺川　明依(5)

中学生女子１００ｍ 新田　裕奈(3) 13"14 岸本　梨音(3) 13"25 安井　麗乃(2) 13"35 黒崎　紀花(2) 13"41 清水　風雅(3) 13"68 荒木　奈々子(2) 13"77 細川　暖(3) 14"06

(4月29日) 和田山 +0.6 但馬ＡＣ +0.6 日高東 +0.6 豊岡北 +0.6 豊岡北 +0.6 豊岡南 +0.6 日高東 +0.6

中学生女子８００ｍ 谷口　萌優(3) 2'26"94 川尻　萌愛(2) 2'30"44 田中　志歩(3) 2'31"38 澤本　はづき(2) 2'32"06 宮垣　萌花(3) 2'34"81 小谷　紗貴(2) 2'36"44 古西　亜海(2) 2'39"35 田中　かのん(2) 2'42"52

(4月29日) 香住第一 豊岡北 豊岡南 香住第一 豊岡北 豊岡南 但馬ＡＣ 浜坂

中学生女子４×１００ｍＲ 日高東 52"70 豊岡北 52"87 豊岡南 54"32 和田山 55"50

(4月29日) 隅田　佳歩(2) 安保　魅稀代(3) 山科　歩佳(3) 小谷　彩(3)

細川　暖(3) 黒崎　紀花(2) 荒木　奈々子(2) 戸田　美里(2)

谷垣　美里(3) 梅田　葵(2) 宿南　彩希(3) 足立　優花(2)

安井　麗乃(2) 清水　風雅(3) 園　藍樹(3) 新田　裕奈(3)

高校生以上女子４００ｍ 野世　唯花(3) 1'04"42 仲本　穂乃香(2) 1'04"45 川間　衣織(2) 1'05"34 木村　ののか(3) 1'05"85 谷口　愛美(3) 1'06"99 中村　楓(3) 1'07"81 小野　陽花(2) 1'09"25 松井　沙羅(3) 1'10"86

(4月29日) 豊岡 豊岡 豊岡総合 豊岡総合 豊岡総合 八鹿 八鹿 出石

高校生以上女子１５００ｍ 雲田　ひかり(3) 4'56"52 鞍留　佳菜(3) 5'04"24 田村　萌(2) 5'14"03 柴垣　朱梨(3) 5'28"06 村上　美空(2) 5'31"80 谷口　栞(3) 5'34"45 栃谷　美優(3) 5'41"91 村上　音色(2) 5'47"79

(4月29日) 八鹿 大会新 豊岡 八鹿 豊岡 八鹿 浜坂 八鹿 八鹿

高校生以上女子４×１００ｍＲ 八鹿 51"44 豊岡総合 53"36 豊岡 53"55 近大豊岡 55"87

(4月29日) 石橋　琴音(2) 谷口　愛美(3) 芹澤　未紀子(2) 坂岡　亜里(3)

新田　愛奈(3) 木村　ののか(3) 谷垣　明梨(3) 黒田　陽菜(3)

栃尾　陽香(3) 川間　衣織(2) 野世　唯花(3) 橋本　若奈(2)

小野　陽花(2) 大島　萌愛実(3) 仲本　穂乃香(2) 長瀬　仁美(2)

中学生女子走幅跳 谷口　綾香(3) 4m98 西村　沙椰(3) 4m25 守山　愛香(2) 4m23 櫻井　未来(2) 4m03 塚本　陽香(2) 3m98 藤木　麗羽(2) 3m93 田中　菜奈子(3) 3m77 伊地智　天音(2) 3m68

(4月29日) 香住第一 +2.4 日高東 +3.0 香住第一 +0.3 日高東 +0.5 豊岡北 +3.1 日高東 +0.9 日高東 +1.9 豊岡南 +3.3

中学生女子砲丸投 荒川　由愛(3) 8m68 上杉　真由(2) 8m48 飯田　ひなた(3) 8m06 加納　美優(3) 7m76 正木　愛華(2) 6m92 安保　魅稀代(3) 6m32 秋山　愛海(2) 6m21

(4月29日) 日高東 日高東 日高東 出石 日高東 豊岡北 豊岡北

高校生以上女子走幅跳 栃尾　陽香(3) 4m81 明保能　紗耶(3) 4m58 中尾　希(2) 4m11 正垣　愛実(2) 4m11 橋本　若奈(2) 3m92

(4月29日) 八鹿 +1.6 八鹿 +1.9 八鹿 +1.4 八鹿 +0.8 近大豊岡 -1.3

2nd:3m89(-0.2) 2nd:3m88(+0.3)

高校生以上女子砲丸投（4kg） 吉津　美憂(3) 7m25 高橋　涼(3) 4m93

(4月29日) 浜坂 豊岡

共通女子走高跳 寺岡　和海(3) 1m50 松井　沙羅(3) 1m50 明保能　紗耶(3) 1m45 小畑　葵(3) 1m40 安達　星空(2) 1m35 河嶋　星(3) 1m35 山科　歩佳(3) 1m30 細川　暖(3) 1m30

(4月29日) 香住第一中 出石高 八鹿高 八鹿高 豊岡南中 浜坂高 豊岡南中 日高東中

共通女子円盤投(1.0kg) 吉津　美憂(3) 24m45 荒川　由愛(3) 22m74 坂岡　亜里(3) 22m00 飯田　ひなた(3) 17m41 濱名　晴加(3) 14m22

(4月29日) 浜坂高 日高東中 近大豊岡高 日高東中 香住第一中

共通女子ヤリ投 芹澤　未紀子(2) 29m75 山村　歩美(3) 24m93 石田　梨花(2) 22m64 黒田　陽菜(3) 20m85

(4月29日) 豊岡高 香住高 八鹿高 近大豊岡高

女

子

ト

ラ

ッ

ク

女

子

フ

ィ

ー

ル

ド


