
第２回兵庫県中学生陸上競技記録会（但馬）
入賞者一覧 平成18年5月13日(土) ～ 平成18年5月14日(日)

太子町総合公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

２年生男子１００ｍ 小野山　雄大 11"8 毛呂　秀平 11"9 矢中　厚祐 12"1 小畑　啓 12"2 浅野　信裕 12"4 石田　健人 12"5

(5月14日) 和田山 +1.3 浜坂 +1.3 豊岡南 +1.4 出石 +1.2 豊岡北 +2.8 和田山 +1.2

奥田　拓努 12"5

香住第一 +1.2

吉津　智裕 12"5

香住第一 +1.0

３年生男子１００ｍ 馬場　雅裕 11"5 西村　尚芳 11"6 堀名　冬樹 11"8 竹下　佳貴 12"0 小島　翼 12"5 加藤　喬広 12"8

(5月14日) 豊岡南 +2.9 豊岡南 +2.0 豊岡南 +2.6 出石 +2.6 和田山 +2.0 出石 +1.0

石野　世射 11"6 椿野　和之 12"8

出石 +2.0 和田山 +1.0

仲村　和久 12"8

和田山 -0.8

共通男子２００ｍ 石野　世射(3) 23"8 馬場　雅裕(3) 24"0 毛呂　秀平(2) 24"7 竹下　佳貴(3) 25"0 浅野　信裕(2) 26"2 加藤　喬広(3) 26"7 森井　駿(2) 27"1

(5月13日) 出石 +1.4 豊岡南 +1.4 浜坂 +0.6 出石 +1.2 豊岡北 +0.6 出石 +1.4 出石 +0.8

吉津　智裕(2) 26"7

香住第一 +0.8

共通男子４００ｍ 馬場　雅裕(3) 54"9 濱本　航己(2) 61"0 守本　匠努(3) 61"4 武田　諒太(3) 63"3 仲村　和久(3) 63"5 後藤　高宏(3) 64"2 畠山　翔太(3) 65"2 丸山　稜祐(2) 67"8

(5月14日) 豊岡南 香住第一 出石 和田山 和田山 和田山 和田山 和田山

共通男子８００ｍ 岩崎　遼平(3) 2'12"0 濱田　聖矢(2) 2'23"3

(5月13日) 豊岡北 浜坂

２．３年生男子１５００ｍ 小川　大希(3) 4'34"8 岩崎　遼平(3) 4'35"1 野村　伊久磨(3) 4'37"2 今井　悠太(3) 4'38"3 福井　健介(3) 4'42"7 橋本　有貴(2) 4'43"5 尾﨑　洋輔(2) 4'43"9 宮垣　光佑(3) 4'45"9

(5月14日) 出石 豊岡北 出石 豊岡北 和田山 豊岡北 浜坂 豊岡北

共通男子３０００ｍ 鈴木　啓介(3) 9'49"8 小川　大希(3) 9'52"7 野村　伊久磨(3) 9'57"0 宮垣　光佑(3) 10'10"1 橋本　有貴(2) 10'15"1 今井　誠治(3) 10'16"4 藤澤　栄樹(2) 10'21"0 尾﨑　洋輔(2) 10'21"5

(5月13日) 豊岡南 出石 出石 豊岡北 豊岡北 豊岡北 香住第一 浜坂

共通男子１１０ｍＨ 堀名　冬樹(3) 16"9 濱田　将也(2) 19"1 藤輪　翔大(3) 19"5 雑賀　裕士(2) 19"9 大村　祐介(2) 21"5

(5月14日) 豊岡南 +1.0 豊岡北 +2.0 出石 +2.0 和田山 +2.0 豊岡北 +2.0

共通男子４×１００ｍＲ 出石 47"4 和田山 50"7 香住第一 50"8 豊岡北 51"7

(5月14日) 小畑　啓(2) 椿野　和之(3) 吉津　智裕(2) 浅野　信裕(2)

竹下　佳貴(3) 小島　翼(3) 奥田　拓努(2) 佐藤　洸希(3)

加藤　喬広(3) 朝倉　慎也(3) 福島　凌(2) 田中　翔太(3)

石野　世射(3) 仲村　和久(3) 濱本　航己(2) 吉田　瞬(3)

共通男子走高跳 吉野　多統(2) 1m55 中尾　佳祐(2) 1m30

(5月14日) 浜坂 和田山

共通男子棒高跳 岸田　省吾(3) 3m10

(5月14日) 豊岡南

２・３年生男子走幅跳 守本　匠努(3) 5m21 奥田　拓努(2) 4m60 川見　元気(3) 4m52 高階　寛幸(2) 4m42 吉田　瞬(3) 4m37 田中　翔太(3) 4m23 宮木　大輝(2) 4m01 中原　大輝(2) 3m83

(5月13日) 出石 +0.5 香住第一 +0.4 出石 +0.5 豊岡北 +0.5 豊岡北 +0.3 豊岡北 +0.2 出石 +0.5 出石 +0.4

共通男子三段跳 吉田　瞬(3) 9m09

(5月14日) 豊岡北 +0.8

共通男子砲丸投(5kg) 西澤　真也(3) 9m26 森本　幸輝(2) 8m71 朝倉　慎也(3) 7m73 松本　典也(3) 7m60 西田　健人(3) 7m23 清水　健伍(2) 5m97 井上　隆俊(3) 5m66

(5月14日) 豊岡南 和田山 和田山 出石 出石 豊岡北 和田山

共通男子円盤投 西田　健人(3) 21m43 清水　健伍(2) 19m35

(5月13日) 出石 豊岡北
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