
第６１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19年6月20日(水) ～ 平成19年6月21日(木)

◎大会新 ○大会ﾀｲ 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 毛呂　秀平 11"3 西山　佳祐 11"4 小野山　雄大 11"5 小畑　啓 12"0 吉津　智裕 12"0 大村　祐介 12"1 田渕　裕幸 12"3 水嶋　真哉 12"4

(6月20日) 浜坂 +1.3 豊岡南 +1.3 和田山 +1.3 出石 +1.3 香住第一 +1.3 豊岡北 +1.3 関宮 +1.3 日高西 +1.3

○大会ﾀｲ

２年生男子１００ｍ 藤原　亮太 12"2 川崎　裕登 12"3 竹内　貴哉 12"3 松田　崇斗 12"3 立脇　将司 12"3 高橋　潤 12"4 新井　啓能 12"5 櫻井　淳史 12"8

(6月20日) 香住第二 +0.4 和田山 +0.4 豊岡南 +0.4 出石 +0.4 出石 +0.4 香住第一 +0.4 豊岡北 +0.4 日高東 +0.4

１年生男子１００ｍ 根兵　俊輝 13"4 株本　陽介 13"5 寺田　皓希 13"6 一幡　晃司 13"6 井垣　就 13"7 田中　健太郎 13"8 松本　航 13"8 山内　航樹 14"0

(6月21日) 竹野 -0.1 浜坂 -0.1 浜坂 -0.1 日高東 -0.1 竹野 -0.1 小代 -0.1 和田山 -0.1 大屋 -0.1

共通男子２００ｍ 上野　雄介(3) 23"2 毛呂　秀平(3) 23"9 西山　佳祐(3) 24"0 小野山　雄大(3) 24"0 松本　智英(3) 24"7 小畑　啓(3) 25"1 吉津　智裕(3) 25"3 竹内　優紀(3) 25"3

(6月21日) 豊岡南 +1.7 浜坂 +1.7 豊岡南 +1.7 和田山 +1.7 和田山 +1.7 出石 +1.7 香住第一 +1.7 青渓 +1.7

共通男子４００ｍ 上野　雄介(3) 52"3 奥　昂祐(3) 57"0 森井　駿(3) 57"5 松本　智英(3) 57"9 中島　健太郎(3) 59"4 竹下　史也(3) 59"6 田中　一生(2) 60"1 濱田　聖矢(3) 60"2

(6月20日) 豊岡南 養父 出石 和田山 八鹿 青渓 森本 浜坂

共通男子８００ｍ 堀田　昌志(3) 2'12"6 吉谷　勇樹(3) 2'14"3 田中　一生(2) 2'15"5 小林　毅司(2) 2'17"6 竹下　史也(3) 2'17"9 濱田　聖矢(3) 2'18"1 池田　旭毅(3) 2'18"7 江本　光(3) 2'21"0

(6月21日) 和田山 日高東 森本 養父 青渓 浜坂 青渓 豊岡南

共通男子１５００ｍ 小柴　英毅(3) 4'26"1 橋本　有貴(3) 4'29"0 井上　涼平(2) 4'30"6 太田　明(3) 4'40"2 足立　真史(2) 4'40"4 磯田　俊輝(2) 4'40"7 吉谷　勇樹(3) 4'43"9 寺谷　一志(3) 4'45"6

(6月20日) 養父 豊岡北 豊岡南 森本 和田山 豊岡南 日高東 夢が丘

１年生男子１５００ｍ 向井　惇也 4'59"9 松田　大樹 5'07"0 福富　快 5'10"1 武田　治憲 5'15"3 後垣　大地 5'17"3 本田　達也 5'20"2 圓山　啓佑 5'20"4 隈元　道厚 5'24"2

(6月20日) 竹野 日高西 和田山 豊岡北 香住第一 森本 養父 豊岡南

共通男子３０００ｍ 小柴　英毅(3) 9'37"2 橋本　有貴(3) 9'42"9 井上　涼平(2) 9'52"7 足立　真史(2) 9'56"8 磯田　俊輝(2) 10'02"2 藤澤　栄樹(3) 10'14"5 寺谷　一志(3) 10'17"6 廣島　裕哉(2) 10'21"4

(6月21日) 養父 豊岡北 豊岡南 和田山 豊岡南 香住第一 夢が丘 青渓

共通男子１１０ｍＨ 雑賀　裕士(3) 15"8 大村　祐介(3) 16"5 森井　駿(3) 16"8 安井　大貴(3) 17"2 中瀬　純平(3) 18"2 加芝　広大(3) 18"8 森　貴洋(2) 19"1 岡田　悠馬(2) 20"9

(6月21日) 和田山 +2.2 豊岡北 +2.2 出石 +2.2 養父 +2.2 香住第二 +2.2 出石 +2.2 豊岡北 +2.2 豊岡南 +2.2

共通男子４×１００ｍＲ 豊岡南 46"1 出石 48"0 青渓 48"4 香住第一 48"8 豊岡北 49"1 八鹿 49"6 日高西 49"7 森本 52"0

(6月21日) 矢中　厚祐(3) ◎大会新 上杉　宗一郎(3) 本田　祐貴(3) 吉津　智裕(3) 浅野　信裕(3) 弓削　直人(3) 和藤　史憲(3) 田中　一生(2)

西山　佳祐(3) 小畑　亮(3) 池田　旭毅(3) 高橋　潤(2) 大村　祐介(3) 片岡　尚弥(3) 岡本　瑞喜(3) 岡田　雄介(3)

竹内　貴哉(2) 森井　駿(3) 竹内　優紀(3) 福島　凌(3) 高階　寛幸(3) 中島　健太朗(3) 尾上　貴郁(3) 堀田　大地(3)

上野　雄介(3) 小畑　啓(3) 米田　光希(3) 奥田　拓努(3) 森　貴洋(2) 谷口　雅彦(3) 水嶋　真哉(3) 三輪　朋也(3)

低学年男子４×１００ｍＲ 大屋 52"4 出石 53"0 豊岡南 53"1 和田山 53"2 養父 53"3 浜坂 53"5 日高東 53"7 豊岡北 54"1

(6月20日) 正垣　慎(2) 松田　崇斗(2) 小林　秀司(2) 鳥井　康仁(2) 藤原　聡(2) 岡本　拓也(2) 安原　尚輝(2) 新井　啓能(2)

松田　大輝(1) 中西　光輝(1) 高木　健太(1) 松本　航(1) 川畑　龍成(1) 寺田　皓希(1) 一幡　晃司(1) 岡本　祥(1)

山内　航樹(1) 安井　光彦(1) 片岡　浩章(1) 小林　領大(1) 中島　新太(1) 株本　陽介(1) 戸田　隆志(1) 磯﨑　渓斗(1)

田村　剛(2) 立脇　将司(2) 小谷　涼二(2) 川崎　裕登(2) 小林　毅司(2) 小西　裕也(2) 櫻井　淳史(2) 小西　優斗(2)

共通男子走高跳 雑賀　裕士(3) 1m70 中尾　佳祐(3) 1m70 宮木　大輝(3) 1m67 吉野　多統(3) 1m58 前垣　貴之(2) 1m50 浅野　信裕(3) 1m45 三木　直也(3) 1m40

(6月21日) 和田山 和田山 出石 浜坂 小代 豊岡北 豊岡南

共通男子棒高跳 羽賀　優亮(3) 2m80 小谷　涼二(2) 2m60

(6月21日) 豊岡南 豊岡南

共通男子走幅跳 石田　健人(3) 6m51 谷口　雅彦(3) 5m73 安井　大貴(3) 5m70 川崎　裕登(2) 5m68 弓削　直人(3) 5m55 高階　寛幸(3) 5m36 岡田　雄介(3) 5m31 中瀬　純平(3) 5m28

(6月20日) 和田山 +2.0 八鹿 +2.0 養父 +0.1 和田山 +1.6 八鹿 +0.6 豊岡北 +0.4 森本 +2.0 香住第二 +0.8

◎大会新

共通男子三段跳 中尾　佳祐(3) 12m19 山口　達也(3) 11m75 岡本　瑞喜(3) 11m72 吉野　多統(3) 11m34 高階　寛幸(3) 11m00 中原　大輝(3) 10m82 田中　竜太(2) 10m75 三輪　朋也(3) 10m51

(6月21日) 和田山 +0.6 豊岡南 +2.2 日高西 +3.0 浜坂 +1.0 豊岡北 +1.2 出石 +2.2 豊岡北 +1.6 森本 +1.6

公認：11m53(+1.8) 公認：11m60(+0.9) 公認:10m68(+0.9)

共通男子砲丸投(5kg) 津田　佳周(3) 11m24 森本　幸輝(3) 10m47 後藤　大輔(3) 10m09 川邉　航大(2) 10m02 澤田　真樹(3) 9m90 吉田　道彦(3) 8m52 清水　健伍(3) 8m18 足田　啓太(3) 8m15

(6月21日) 豊岡南 和田山 竹野 豊岡北 豊岡南 香住第二 豊岡北 但東

共通男子円盤投 森本　幸輝(3) 35m50 津田　佳周(3) 35m48 川邉　航大(2) 35m10 藤井　康平(3) 34m34 足田　啓太(3) 32m55 清水　健伍(3) 27m77 片岡　惇(3) 26m91 山﨑　裕貴(2) 26m31

(6月20日) 和田山 豊岡南 豊岡北 豊岡南 但東 豊岡北 出石 香住第一

男子四種競技 小西　和希(3) 1871 加芝　広大(3) 1774 浅野　信裕(3) 1732 濱田　将也(3) 1197

１１０ｍＨ　(6月20日) 和田山 17"7(+2.6) 出石 17"6(+2.6) 豊岡北 17"7(+2.6) 豊岡北 18"2(+2.6)

砲丸投 ◎大会新 9m74 9m20 8m21 9m37

走高跳 1m45 1m53 1m45
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第６１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19年6月20日(水) ～ 平成19年6月21日(木)

◎大会新 ○大会ﾀｲ 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 森田　睦未 13"3 大坪　真衣 13"4 栃下　明穂 13"5 宮脇　有希 13"5 宿南　美穂 13"6 朝熊　祐美 13"8 井上　望 13"9 井上　美香 14"0

(6月20日) 浜坂 +1.2 豊岡南 +1.2 和田山 +1.2 浜坂 +1.2 八鹿 +1.2 和田山 +1.2 出石 +1.2 出石 +1.2

２年生女子１００ｍ 尾崎　華乃子 13"7 石野　志季 13"8 尾﨑　美佐 13"9 衣川　真矢 14"0 田中　実乃里 14"0 岡田　有加 14"2 川口　美帆 14"3 前田　美早紀 14"5

(6月20日) 豊岡北 +1.7 出石 +1.7 和田山 +1.7 和田山 +1.7 浜坂 +1.7 豊岡南 +1.7 豊岡南 +1.7 豊岡北 +1.7

１年生女子１００ｍ 清水　千明 14"2 大坪　香穂 14"3 潮崎　真帆 14"3 井上　結加 14"4 太田　麻友 14"6 西川　遥 14"9 沼田　若菜 14"9 三多　彩日 16"7

(6月21日) 浜坂 +0.1 豊岡南 +0.1 日高東 +0.1 浜坂 +0.1 豊岡北 +0.1 香住第一 +0.1 香住第二 +0.1 香住第一 +0.1

共通女子２００ｍ 大坪　真衣(3) 27"6 栃下　明穂(3) 28"2 森田　睦未(3) 28"6 宿南　美穂(3) 29"2 井上　望(3) 29"7 古田　早紀(3) 30"0 木下　乃絵(3) 30"3

(6月21日) 豊岡南 +0.4 和田山 +0.4 浜坂 +0.4 八鹿 +0.4 出石 +0.4 出石 +0.4 豊岡南 +0.4

共通女子８００ｍ 廣地　希(3) 2'33"1 福冨　光(3) 2'35"4 山田　彩(3) 2'36"1 河本　千里(3) 2'37"4 田中　あゆみ(3) 2'38"9 木下　朋香(2) 2'41"1 浜本　巴奈(1) 2'44"6 後　亜佑美(1) 2'47"4

(6月21日) 豊岡南 出石 但東 日高東 豊岡南 日高東 香住第一 但東

共通女子１５００ｍ 田中　あゆみ(3) 5'14"2 廣地　希(3) 5'14"8 河本　千里(3) 5'17"0 木下　朋香(2) 5'22"2 澁谷　笑子(2) 5'22"7 和田　彩奈(2) 5'29"4 福冨　光(3) 5'35"1 仲田　詩織(2) 5'35"8

(6月20日) 豊岡南 豊岡南 日高東 日高東 日高西 香住第一 出石 竹野

共通女子１００ｍＨ 貴田　千捺(3) 17"2 本田　千晶(2) 18"1 石野　志季(2) 18"3 尾崎　華乃子(2) 18"7 大江　麻衣(2) 19"8 岡本　芽依(2) 20"7

(6月21日) 豊岡北 +1.4 出石 +1.4 出石 +1.4 豊岡北 +1.4 豊岡南 +1.4 豊岡南 +1.4

共通女子４×１００ｍＲ 浜坂 53"6 出石 55"0 豊岡南 55"2 和田山 55"5 八鹿 56"9 豊岡北 58"0 日高東 58"0

(6月21日) 清水　千明(1) 井上　美香(3) 川上　ゆかり(3) 尾﨑　美佐(2) 宿南　美穂(3) 田中　藍奈(3) 長岡　美紗(3)

宮脇　有希(3) 井上　望(3) 大坪　真衣(3) 朝熊　祐美(3) 赤花　真優(3) 貴田　千捺(3) 一幡　望未(2)

沼田　理穂(3) 古田　早紀(3) 川口　美帆(2) 鈴木　祥子(3) 守本　采花(3) 京田　優花(1) 下田　真理子(3)

森田　睦未(3) 石野　志季(2) 橋本　彩(3) 栃下　明穂(3) 秋山　千容(3) 宮本　絵見加(1) 長谷川　りお(2)

低学年女子４×１００ｍＲ 豊岡南 56"4 浜坂 57"3 青渓 58"5 出石 58"9 香住第一 59"1

(6月20日) 田淵　彩(2) 門脇　春奈(2) 井垣　知子(2) 本田　千晶(2) 松井　沙樹(2)

大坪　香穂(1) 井上　結加(1) 西田　由紀(1) 種田　梨加(1) 長谷川　桃子(1)

稲森　萌(1) 奥村　未来(1) 竹内　絢花(1) 門垣　もと美(1) 西川　遥(1)

大江　麻衣(2) 田中　実乃里(2) 工藤　ひかる(2) 秋庭　清香(2) 宿院　真由(2)

共通女子走高跳 井上　結加(1) 1m36 沼田　理穂(3) 1m36 田淵　彩(2) 1m30 宿院　真由(2) 1m25 藤原　綾子(3) 1m25 高木　愛佳(3) 1m20 今井　智穂(3) 1m20

(6月21日) 浜坂 浜坂 豊岡南 香住第一 和田山 森本 豊岡南

松井　優衣(3) 1m25 鈴木　祥子(3) 1m20

出石 和田山

共通女子走幅跳 冨森　絵里(3) 4m84 濱本　みのり(3) 4m77 沼田　理穂(3) 4m67 貴田　千捺(3) 4m58 朝熊　祐美(3) 4m52 鈴木　祥子(3) 4m46 川上　ゆかり(3) 4m45 橋本　彩(3) 4m42

(6月20日) 森本 +3.0 香住第一 +2.0 浜坂 +1.6 豊岡北 +0.8 和田山 +1.2 和田山 +2.0 豊岡南 +1.6 豊岡南 +0.8

公認：4m72(+1.4)

共通女子砲丸投 武中　晴佳(2) 9m98 岩崎　法子(3) 9m62 冨森　絵里(3) 8m96 西山　真弓(3) 8m40 手塚　優奈(2) 8m33 段畑　莉歩(1) 7m39 森脇　千永(3) 7m19

(6月21日) 豊岡南 森本 森本 出石 豊岡南 浜坂 但東

共通女子円盤投 岩崎　法子(3) 23m04 三歩　茜(2) 22m05 森脇　千永(3) 21m72 西山　真弓(3) 21m05 堀江　早紀(3) 19m97 高木　愛佳(3) 19m46 田中　藍奈(3) 18m97 村上　朝香(1) 18m78

(6月20日) 森本 但東 但東 出石 豊岡南 森本 豊岡北 日高西

女子四種競技 藤原　綾子(3) 1421 松井　優衣(3) 1068 岡本　芽依(2) 808 大伴　優芽(2) 597

１００ｍＨ　(6月20日) 和田山 19"8(+1.4) 出石 21"2(+1.4) 豊岡南 20"7(+1.4) 豊岡南 21"9(+1.4)

走高跳 1m25 1m20

砲丸投 7m04 6m26 5m54 5m67
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男子総合

順位 学　校　名 得　点

１位 和 田 山 中 学 校 １２４

２位 豊 岡 南 中 学 校 １１９

３位 豊 岡 北 中 学 校 ７７

４位 出 石 中 学 校 ６４

５位 養 父 中 学 校 ４５

６位 浜 坂 中 学 校 ４５

　※同点時は上位入賞数により決定。

女子総合

順位 学　校　名 得　点

１位 豊 岡 南 中 学 校 １１３.5

２位 浜 坂 中 学 校 ７５

３位 出 石 中 学 校 ７２.5

４位 和 田 山 中 学 校 ５０.5

５位 豊 岡 北 中 学 校 ３６

６位 森 本 中 学 校 ３４

第６１回　但馬中学校総合体育大会陸上競技大会
（兼　第２７回　但馬中学校陸上競技選手権大会）

平成１９年６月２０日（水）・２１日（木）
豊岡市営陸上競技場




