
第６０回但馬中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成18年6月21日(水) ～ 平成18年6月22日(木)

◎大会新 豊岡市立総合市民グランド

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生男子１００ｍ 石野　世射 11"9 西村　尚芳 12"0 馬場　雅裕 12"2 吉谷　健太郎 12"3 雲田　光 12"3 田村　優成 12"4 津森　快 12"5 佐藤　洸希 12"5

(6月21日) 出石 -1.6 豊岡南 -1.6 豊岡南 -1.6 日高西 -1.6 関宮 -1.6 青渓 -1.6 大屋 -1.6 豊岡北 -1.6

２年生男子１００ｍ 上野　雄介 12"1 小野山　雄大 12"1 毛呂　秀平 12"3 西山　佳祐 12"4 小西　和希 12"6 吉津　智裕 12"9 小畑　啓 13"0 岡本　端喜 13"2

(6月21日) 豊岡南 -2.0 和田山 -2.0 浜坂 -2.0 豊岡南 -2.0 和田山 -2.0 香住第一 -2.0 出石 -2.0 日高西 -2.0

１年生男子１００ｍ 松田　崇斗 13"0 西田　祐樹 13"3 川崎　裕登 13"4 小谷　魁 13"6 安田　修平 13"6 竹内　貴哉 13"7 西谷　勇祐 13"9 松原　賢生 14"0

(6月22日) 出石 +0.1 青渓 +0.1 和田山 +0.1 兎塚 +0.1 日高西 +0.1 豊岡南 +0.1 兎塚 +0.1 大屋 +0.1

共通男子２００ｍ 上野　雄介(2) 24"5 石野　世射(3) 24"6 小野山　雄大(2) 24"7 津森　快(3) 24"9 馬場　雅裕(3) 25"0 毛呂　秀平(2) 25"0 田中　洋平(3) 26"0 佐藤　洸希(3) 27"5

(6月22日) 豊岡南 +0.3 出石 +0.3 和田山 +0.3 大屋 +0.3 豊岡南 +0.3 浜坂 +0.3 大屋 +0.3 豊岡北 +0.3

共通男子４００ｍ 岩崎　遼平(3) 57"3 坪内　陽平(2) 59"2 安井　大貴(2) 59"7 本田　和希(3) 60"5 濱本　航己(2) 60"9 小倉　大幸(3) 61"7

(6月21日) 豊岡北 香住第一 養父 森本 香住第一 大屋

共通男子８００ｍ 今井　悠太(3) 2'12"8 阿瀬　亮(3) 2'13"8 岩崎　遼平(3) 2'14"0 本田　和希(3) 2'14"1 三木　悟(3) 2'16"0 坪内　健太(3) 2'16"8 西垣　直樹(3) 2'20"0 堀田　昌志(2) 2'20"3

(6月22日) 豊岡北 豊岡南 豊岡北 森本 豊岡南 香住第一 但東 和田山

共通男子１５００ｍ 小柴　英毅(2) 4'35"5 福井　健介(3) 4'36"0 小川　大希(3) 4'36"6 井上　優喜(3) 4'38"0 今井　悠太(3) 4'42"0 坪内　健太(3) 4'42"7 桒垣　和輝(2) 4'44"7 吉谷　勇樹(2) 4'47"4

(6月21日) 養父 和田山 出石 小代 豊岡北 香住第一 但東 日高東

１年生男子１５００ｍ 廣島　裕哉 4'49"4 田中　一生 4'56"7 井上　涼平 5'00"0 清水　陽介 5'06"0 西村　卓哉 5'06"3 足立　真史 5'08"0 寺嶋　智浩 5'09"1 山本　耀大 5'13"5

(6月21日) 青渓 森本 豊岡南 青渓 日高東 和田山 但東 竹野

共通男子３０００ｍ 福井　健介(3) 9'49"0 鈴木　啓介(3) 9'52"2 野村　伊久磨(3) 10'00"5 宮垣　光佑(3) 10'01"0 仲井　琢哉(3) 10'03"6 橋本　有貴(2) 10'05"1 南條　祐次(3) 10'06"0 小川　大希(3) 10'08"5

(6月22日) 和田山 豊岡南 出石 豊岡北 豊岡南 豊岡北 日高西 出石

共通男子１１０ｍＨ 堀名　冬樹(3) 16"5 雑賀　裕士(2) 18"4 安井　大貴(2) 18"6 小西　和希(2) 18"7 藤輪　翔大(3) 19"3 濱田　将也(2) 19"5 大村　祐介(2) 19"9 中島　裕太(3) 20"1

※ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 豊岡南 +0.3 和田山 +0.3 養父 +0.3 和田山 +0.3 出石 0.0 豊岡北 0.0 豊岡北 +0.3 豊岡南 0.0

(6月22日)

低学年男子４×１００ｍＲ 和田山 50"8 兎塚 51"9 香住第一 52"0 出石 52"1 豊岡南 52"3 豊岡北 53"1 大屋 53"7 浜坂 53"9

(6月21日) 小西　和希(2) 西垣　亨(2) 吉津　智裕(2) 上杉　宗一郎(2) 矢中　厚祐(2) 高階　寛幸(2) 丸山　翔太(2) 吉野　多統(2)

川崎　裕登(1) 西谷　勇祐(1) 高橋　潤(1) 松田　崇斗(1) 竹内　貴哉(1) 森　貴洋(1) 松原　賢生(1) 奥澤　佑太(1)

藤原　直樹(1) 小谷　魁(1) 駒居　慧大(1) 立脇　将司(1) 西村　政紘(1) 奥田　健太郎(1) 正垣　慎(1) 岡本　拓也(1)

小野山　雄大(2) 黒田　裕也(2) 奥田　拓努(2) 小畑　亮(2) 山口　達也(2) 大村　祐介(2) 田村　直貴(2) 毛呂　秀平(2)

共通男子４×１００ｍＲ 豊岡南 46"6 大屋 48"2 出石 48"6 日高西 50"1 夢が丘 50"6 豊岡北 50"7 香住第一 52"2 和田山 56"6

※ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 西村　尚芳(3) ◎大会新 津﨑　洋平(3) 小畑　啓(2) 福嶋　悠(3) 中村　洋平(3) 竹村　郁弥(3) 福島　凌(2) 椿野　和之(3)

(6月22日) 西山　佳祐(2) 田中　洋平(3) 竹下　佳貴(3) 中澤　真弘(3) 垣尾　貴志(3) 佐藤　洸希(3) 濱本　航己(2) 小島　翼(3)

馬場　雅裕(3) 三方　一樹(3) 加藤　喬広(3) 水田　直規(3) 村尾　史人(3) 濱田　将也(2) 弥武　昇平(3) 松本　智英(2)

上野　雄介(2) 津森　快(3) 石野　世射(3) 吉谷　健太郎(3) 北村　直也(3) 岩崎　遼平(3) 須川　智弘(3) 仲村　和久(3)

共通男子走高跳 長瀬　優也(3) 1m58 吉野　多統(2) 1m58 中井　暉(3) 1m55 守本　匠努(3) 1m40 黒崎　健士郎(3) 1m40

(6月22日) 小代 浜坂 夢が丘 ※県総体決定：1m52 出石 香住第二

井崎　貴昭(3) 1m55 山口　達也(2) 1m40

豊岡南 豊岡南

西谷　大我(3) 1m40

兎塚

共通男子棒高跳 岸田　省吾(3) 2m40

(6月22日) 豊岡南

共通男子走幅跳 石田　健人(2) 6m07 津﨑　洋平(3) 5m75 中澤　真弘(3) 5m69 守本　匠努(3) 5m59 三方　一樹(3) 5m56 中田　嵐(3) 5m36 長瀬　優也(3) 5m35 西村　尚芳(3) 5m34

(6月21日) 和田山 +1.0 大屋 +0.6 日高西 0.0 出石 +0.2 大屋 0.0 豊岡南 0.0 小代 +0.2 豊岡南 0.0

共通男子三段跳 中田　嵐(3) 11m74 濱田　真輔(3) 11m18 川見　元気(3) 10m78 吉野　多統(2) 10m75 中澤　真弘(3) 10m57 加藤　喬広(3) 10m25 吉田　裕二(3) 10m15 吉田　瞬(3) 10m11

(6月22日) 豊岡南 0.0 香住第二 +1.0 出石 0.0 浜坂 0.0 日高西 0.0 出石 0.0 香住第二 0.0 豊岡北 +0.2

共通男子砲丸投(5kg) 芥川　勇太(3) 11m33 武中　祐介(3) 10m97 津田　佳周(2) 9m95 北村　友秀(3) 9m40 太田　靖宏(3) 9m19 谷　貴彰(3) 8m72 森本　幸輝(2) 8m70 寺谷　昌俊(3) 8m62

(6月22日) 城崎 豊岡南 豊岡南 大屋 香住第二 香住第二 和田山 夢が丘

共通男子円盤投 武中　祐介(3) 40m74 太田　靖宏(3) 40m04 森本　幸輝(2) 31m35 竹村　郁弥(3) 30m90 鈴木　祐貴(2) 27m11 村尾　覚(3) 25m81 谷　貴彰(3) 25m74 西村　卓也(3) 24m87

(6月21日) 豊岡南 香住第二 和田山 豊岡北 豊岡南 夢が丘 香住第二 夢が丘

男子四種競技 堀名　冬樹(3) 1787 岸田　省吾(3) 1670 濱田　将也(2) 1330 中尾　佳祐(2) 1172 竹村　郁弥(3) 1057

１１０ｍＨ　(6月21日) 豊岡南 17"2(-1.5) 豊岡南 19"3(-1.5) 豊岡北 19"6(-1.5) 和田山 21"1(-1.5) 豊岡北 20"0(-1.5)

砲丸投 9m25 10m01 7m94 7m19 8m81

走高跳 1m40 1m45 1m35 1m40 記録なし

４００ｍ 58"8 58"9 62"7 63"9 63"0
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第６０回但馬中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成18年6月21日(水) ～ 平成18年6月22日(木)

◎大会新 豊岡市立総合市民グランド

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

３年生女子１００ｍ 鈴木　結 13"5 尾村　智尋 13"9 齋藤　市子 14"2 河本　由稀 14"3 廣瀬　里佳 14"4 原　真里奈 14"4 大久保　梨仁 14"5 高田　茉里 14"6

(6月21日) 豊岡北 -2.1 豊岡南 -2.1 豊岡南 -2.1 日高東 -2.1 出石 -2.1 関宮 -2.1 日高西 -2.1 日高西 -2.1

２年生女子１００ｍ 栃下　明穂 14"0 貴田　千捺 14"1 宮脇　有希 14"4 森田　睦未 14"7 中村　千蓮奈 14"7 井上　望 14"7 朝熊　祐美 14"8 西口　明穂 14"8

(6月21日) 和田山 -2.3 豊岡北 -2.3 浜坂 -2.3 浜坂 -2.3 豊岡北 -2.3 出石 -2.3 和田山 -2.3 日高西 -2.3

１年生女子１００ｍ 田中　実乃里 14"1 尾崎　華乃子 14"3 門脇　春奈 14"7 一幡　望未 14"7 尾﨑　美佐 14"9 前田　美早紀 14"9 田淵　彩 15"0 大江　麻衣 15"0

(6月22日) 浜坂 0.0 豊岡北 0.0 浜坂 0.0 日高東 0.0 和田山 0.0 豊岡北 0.0 豊岡南 0.0 豊岡南 0.0

共通女子２００ｍ 尾村　智尋(3) 28"1 鈴木　結(3) 28"4 栃下　明穂(2) 28"5 大坪　真衣(2) 29"4 宮脇　有希(2) 29"5 河本　由稀(3) 29"7 朝熊　祐美(2) 29"9 井上　望(2) 30"2

(6月22日) 豊岡南 +0.2 豊岡北 +0.2 和田山 +0.2 豊岡南 +0.2 浜坂 +0.2 日高東 +0.2 和田山 +0.2 出石 +0.2

共通女子８００ｍ 岸本　未希(3) 2'32"3 西村　沙貴子(3) 2'33"3 貝谷　夏美(3) 2'33"5 福冨　光(2) 2'33"6 田野　智代(3) 2'35"4 中山　美穂(3) 2'37"2 山田　彩(2) 2'38"7 堀本　みづき(3) 2'39"1

(6月22日) 豊岡南 浜坂 豊岡北 出石 小代 関宮 但東 出石

共通女子１５００ｍ 太田　圭成美(3) 5'05"1 岸本　未希(3) 5'09"0 貝谷　夏美(3) 5'09"7 淺田　佳奈美(3) 5'17"4 西井　真理子(3) 5'24"4 仲田　詩織(1) 5'25"4 福冨　光(2) 5'28"2 西村　沙貴子(3) 5'30"0

(6月21日) 豊岡南 豊岡南 豊岡北 但東 兎塚 竹野 出石 浜坂

共通女子１００ｍＨ 谷口　紗和子(3) 15"5 久保田　美咲(3) 17"6 中村　千蓮奈(2) 19"3 宮本　佳奈(3) 19"9

(6月22日) 浜坂 0.0 豊岡北 0.0 豊岡北 0.0 豊岡南 0.0

◎大会新

低学年女子４×１００ｍＲ 和田山 56"3 浜坂 56"5 豊岡北 56"7 出石 59"0 但東 60"0 日高西 60"9 豊岡南 62"6

(6月21日) 朝熊　祐美(2) 森田　睦未(2) 貴田　千捺(2) 古田　早紀(2) 太田垣　有花(2) 西口　明穂(2) 橋本　彩(2)

足立　桃子(1) 田中　実乃里(1) 尾崎　華乃子(1) 石野　志季(1) 金久　彩菜(1) 田中　裕香(1) 大江　麻衣(1)

衣川　真矢(1) 門脇　春奈(1) 前田　美早紀(1) 田中　麻愛(1) 大橋　伶奈(1) 村上　唯奈(1) 田淵　彩(1)

栃下　明穂(2) 宮脇　有希(2) 田中　藍奈(2) 福冨　光(2) 山田　彩(2) 麻本　さつき(2) 大坪　真衣(2)

共通女子４×１００ｍＲ 豊岡北 54"3 豊岡南 55"0 浜坂 56"7 出石 56"8 日高東 58"1 夢が丘 58"6 港 59"2 森本 59"9

※ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 久保田　美咲(3) 齋藤　市子(3) 西村　美穂(3) 堀本　みづき(3) 新田　牧子(3) 寺谷　智佳(3) 塩見　春紀(2) 村尾　莉紗(3)

(6月22日) 鈴木　結(3) 木下　乃絵(2) 川元　早貴(3) 井上　望(2) 一幡　望未(1) 中井　愛(3) 絹本　真季子(3) 冨森　絵里(2)

中村　千蓮奈(2) 鳥井　綾夏(3) 沼田　理穂(2) 岸田　ひかる(3) 下田　真理子(2) 阪本　瑞稀(3) 福井　有璃紗(3) 岩崎　法子(2)

豊田　禄子(3) 尾村　智尋(3) 谷口　紗和子(3) 廣瀬　里佳(3) 河本　由稀(3) 村尾　侑美(3) 濵本　泉(2) 久保川　寛子(2)

共通女子走高跳 川元　早貴(3) 1m30 白藤　静(3) 1m30 沼田　理穂(2) 1m25 岸田　ひかる(3) 1m20 今井　智穂(2) 1m15 尾崎　華乃子(1) 1m15

(6月22日) 浜坂 ※順位決定：1m35 豊岡南 浜坂 出石 豊岡南 豊岡北

共通女子走幅跳 津崎　彩香(3) 4m71 豊田　禄子(3) 4m59 貴田　千捺(2) 4m57 阪本　瑞稀(3) 4m31 濱本　みのり(2) 4m30 原　雅美子(3) 4m19 沼田　理穂(2) 4m10 松岡　亜沙美(3) 4m07

(6月21日) 和田山 0.0 豊岡北 +1.0 豊岡北 0.0 夢が丘 -0.2 香住第一 0.0 夢が丘 0.0 浜坂 0.0 浜坂 0.0

共通女子砲丸投 西村　美穂(3) 10m48 丸谷　怜央(3) 9m29 岩崎　法子(2) 9m25 源　明友美(3) 9m18 中村　友香(3) 8m84 中井　美里(3) 8m74 定元　美紀(3) 8m15 齋藤　市子(3) 7m22

(6月22日) 浜坂 浜坂 森本 日高西 兎塚 夢が丘 森本 豊岡南

共通女子円盤投 西村　美穂(3) 25m43 定元　美紀(3) 24m70 田中　由貴子(3) 23m72 藤原　綾香(3) 22m82 堀本　みづき(3) 20m52 森脇　千永(2) 20m13 丸谷　怜央(3) 18m51 安藤　紋加(3) 17m91

(6月21日) 浜坂 森本 但東 城崎 出石 但東 浜坂 日高西

女子四種競技 谷口　紗和子(3) 2419 豊田　禄子(3) 1738 久保田　美咲(3) 1586 冨森　絵里(2) 1500 廣地　希(2) 1219 宮本　佳奈(3) 1202

１００ｍＨ　(6月21日) 浜坂 15"8(-1.7) 豊岡北 17"7(-1.7) 豊岡北 18"1(-1.7) 森本 20"3(-1.7) 豊岡南 21"6(-1.7) 豊岡南 19"8(-1.7)

走高跳 ◎大会新 1m48 1m25 1m25 1m30 1m20 1m15

砲丸投 10m12 7m18 6m03 8m42 7m09 5m47

２００ｍ 28"5(-1.8) 29"0(-1.8) 29"5(-1.8) 30"9(-1.8) 31"0(-1.8) 31"0(-1.8)
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