
日付 種目

西村　源斗(2)  23.47 (+0.6) 沖野　未知(3)  24.02 (+0.6) 松本　翔太(3)  24.20 (+0.6) 角谷　隆之介(2)  24.74 (+0.6) 長田　悠生(3)  25.00 (+0.6) 原　弦希(3)  25.68 (+0.6) 北村　柊羽(3)  26.47 (+0.6) 川岸　優勢(2)  26.91 (+0.6)

豊岡南 豊岡南 香住第一 港 豊岡北 香住第一 日高東 養父

伊田　涼助(3)  53.48 森田　悠斗(3)  57.60 渋谷　海晴(3)  58.17 原　弦希(3)  1:00.25 吉岡　翼(2)  1:00.48 北村　柊羽(3)  1:00.91 金内　智暉(2)  1:01.43 門間　巧磨(2)  1:03.80

豊岡北 豊岡南 日高東 香住第一 香住第一 日高東 豊岡北 豊岡南

森　蒼大(3)  2:00.54 伊田　涼助(3)  2:03.56 柴崎　雄介(2)  2:04.05 山口　琉斗(2)  2:15.29 小畑　孝太郎(3)  2:16.74 森田　正太郎(2)  2:17.90 山田　拓哉(2)  2:21.65 才田　結仁(3)  2:31.93

香住第一 GR 豊岡北 近大豊岡 香住第一 豊岡南 豊岡北 村岡 村岡

森　蒼大(3)  4:17.66 柴崎　雄介(2)  4:26.61 荒川　煌大(2)  4:38.81 多田　裕軌(3)  4:38.89 濵本　世成(3)  4:41.92 松島　煌明(2)  4:43.56 土野　弦太(2)  4:46.94 山田　拓哉(2)  4:49.13

香住第一 近大豊岡 豊岡北 出石 香住第一 豊岡南 出石 村岡

多田　裕軌(3)  10:38.84 濵本　世成(3)  10:39.24 土野　弦太(2)  10:39.56 福井　嶺(3)  10:43.57 北村　拓夢(2)  10:47.81 古田　一陽(2)  10:48.14 西村　祐真(2)  10:49.77 下垣　春道(2)  10:51.80

出石 香住第一 出石 村岡 豊岡北 日高東 村岡 日高東

今西　瑛大(3)  14.40 (+1.1) 一色　銀(3)  18.06 (+1.1) 小谷　倫輝(3)  19.30 (+1.1) 中尾　泰樹(3)  20.47 (+1.1)

豊岡南 GR 大屋 香住第一 大屋

豊岡南  44.96 養父  47.19 香住第一  47.61 和田山  47.81 豊岡北  47.97 八鹿青渓  48.68 日高東  48.91

澤野　凱音(2) 土江　遥大(3) 高橋　優吏(3) 藤岡　夢優(2) 伊田　涼助(3) 村尾　泰知(3) 高橋　真己(3)

西村　源斗(2) 山本　大馳(3) 松本　翔太(3) 鍋岡　世成(2) 中村　悠真(3) 加藤　優陽(3) 和藤　隆哉(3)

沖野　未知(3) 中野　叶一(3) 小谷　倫輝(3) 中尾　海盛(2) 溝尻　大翔(3) 米田　眞(3) 植村　駿斗(3)

今西　瑛大(3) 森岡　歩夢(3) 原　弦希(3) 安井　健真(3) 長田　悠生(3) 松田　空輝(3) 渋谷　海晴(3)

溝尻　大翔(3)  1.60 高橋　優吏(3)  1.45

豊岡北 香住第一

綿貫　翔太(2)  5.61 (+1.1) 村尾　泰知(3)  5.31 (+1.8) 澤野　凱音(2)  5.30 (+2.0) 長岡　璃旺(3)  5.27 (+1.8) 高橋　真己(3)  5.21 (+2.0) 鎌田　将夢豪(3)  w5.20 (+2.2) 高橋　優吏(3)  5.13 (+1.6) 古田　碧空(3)  4.99 (+1.3)

豊岡北 八鹿青渓 豊岡南 小代 日高東 香住第一 公4.54(+1.3) 香住第一 梁瀬

小谷　倫輝(3)  w12.49 (+3.4) 中尾　泰樹(3)  11.19 (+1.4) 高橋　真己(3)  w11.10 (+2.5) 米田　眞(3)  w11.05 (+2.9) 一色　銀(3)  w10.17 (+3.4)

香住第一 公11.73(+0.1) 大屋 日高東 公10.91(+1.8) 八鹿青渓 公10.82(+1.1) 大屋 公9.90(+0.4)

清水　蓮大(3)  12.97 和藤　隆哉(3)  9.32 坂本　武真(3)  8.62 植村　駿斗(3)  8.48 大田　絢斗(2)  8.33 西村　悠希(2)  7.97 小畑　響(3)  7.83 中村　琉希也(2)  7.13

香住第一 =TR，GR 日高東 生野 日高東 香住第一 村岡 大屋 関宮学園

清水　蓮大(3)  31.88 河西　雄馬(3)  24.17 西田　准(3)  23.80 西村　悠希(2)  21.87 長島　光陽(3)  21.43 小畑　響(3)  20.64 野畑　舜(3)  19.09 和藤　隆哉(3)  18.96

香住第一 日高西 香住第一 村岡 八鹿青渓 大屋 豊岡北 日高東

今西　瑛大(3)  w2322 細川　瑚太郎(3)  w855 下垣　颯士(2)  w726

豊岡南 日高東 日高東

6月15日 110mH

6月15日 砲丸投

6月15日 走高跳

6月15日 400m

秦谷　海槻(1)  w12.57 (+3.1) 竹村　颯介(1)  w12.89 (+3.1) 中島　優(1)  w12.96 (+3.1) 佐藤　翔(1)  w13.02 (+3.1) 大江　紘惺(1)  w13.28 (+3.1) 岡田　悠聖(1)  w13.29 (+3.1) 北村　蒼空(1)  w13.30 (+3.1) 田中　颯真(1)  w13.58 (+3.1)

近大豊岡 豊岡北 梁瀬 八鹿青渓 日高東 出石 日高西 豊岡北

安田　高良(1)  4:59.57 荒田　蓮(1)  5:05.44 品川　零惺(1)  5:08.19 夜久　真叶(1)  5:09.73 松岡　亮歩(1)  5:14.00 山中　隼太(1)  5:14.05 西村　悟(1)  5:16.47 北村　海陸(1)  5:23.91

日高東 豊岡北 日高東 和田山 出石 浜坂 豊岡南 日高西

西村　源斗(2)  11.52 (+1.0) 角谷　隆之介(2)  11.84 (+1.0) 若槻　翔(2)  11.85 (+1.0) 澤野　凱音(2)  12.05 (+1.0) 鍋岡　世成(2)  12.46 (+1.0) 中尾　海盛(2)  12.56 (+1.0) 若槻　大輝(2)  12.66 (+1.0) 瀨戸口　絆(2)  12.67 (+1.0)

豊岡南 GR(電) 港 GR(電) 日高西 GR(電) 豊岡南 和田山 和田山 豊岡北 香住第一

沖野　未知(3)  11.65 (+0.6) 松田　空輝(3)  11.80 (+0.6) 松本　翔太(3)  11.82 (+0.6) 長田　悠生(3)  12.11 (+0.6) 森岡　歩夢(3)  12.30 (+0.6) 土江　遥大(3)  12.38 (+0.6) 安井　健真(3)  12.38 (+0.6) 柳澤　昊成(3)  12.40 (+0.6)

豊岡南 八鹿青渓 香住第一 豊岡北 養父 養父 和田山 日高西

日高西  50.96 豊岡北  51.24 香住第一  51.87 日高東  51.96 豊岡南  52.50 出石  53.79 養父  54.60 生野  55.53

若槻　翔(2) 若槻　大輝(2) 吉岡　翼(2) 寳代地　遼(2) 岡野　千紘(2) 岸田　康輔(2) 川岸　優勢(2) 中田　悠稀(2)

北村　蒼空(1) 竹村　颯介(1) 田村　秀虎(1) 大江　紘惺(1) 西原　煌星(1) 松岡　亮歩(1) 藤原　大和(1) 安達　亮太(1)

竹林　蒼空(1) 井上　颯一朗(1) 藤澤　光琉(1) 大桐　蒼也(1) 伊地智　颯大(1) 貞友　琉希(1) 池本　羽汰(1) 戸田　陸斗(1)

菊岡　太陽(2) 綿貫　翔太(2) 瀨戸口　絆(2) 吉田　怜央(2) 中村　翼(2) 川﨑　絆(2) 北山　匠馬(2) 榊原　永寿(2)

低学年男子 6月15日 4x100mR

3年男子 6月15日 100m

1年男子 6月16日 100m

6月15日 1500m

 55.77  1:04.22  1:07.42

2年男子 6月15日 100m

 5.97

 1.62  1.35  1.35

6月15日 四種競技

w 14.52 (+2.1) w 30.32 (+2.1) w 29.27 (+2.1)

6月16日 砲丸投

6月15日 円盤投

6月15日 走幅跳

6月16日 三段跳

6月16日 4x100mR

6月16日 走高跳

6月16日 3000m

6月16日 110mH

6月16日 800m

6月15日 1500m

7位 8位

共通男子 6月16日 200m

6月15日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

豊岡総合スポーツセンター 記録主任 岡田　由佳

主催団体名 但馬中学校体育連盟/兵庫県教育委員会但馬教育事務所/豊岡市教育委員会/一般財団法人 兵庫陸上競技協会 陸協名 豊岡市陸上競技協会

競技会名 第76回但馬中学校総合体育大会 第42回但馬中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2022/6/15・16 審判長 橋本　昌明

競技場名

 7.99  6.73



谷垣　友理(3)  27.59 (+0.4) 小田垣　柚奈(2)  28.01 (+0.4) 谷口　愛華(3)  28.33 (+0.4) 松井　裕菜(3)  28.74 (+0.4) 加藤　世菜(3)  29.11 (+0.4) 吉岡　鈴音(3)  29.43 (+0.4) 高本　優(3)  30.35 (+0.4)

日高東 養父 豊岡南 豊岡南 和田山 香住第一 朝来

南光　彩那(3)  2:27.10 谷口　倖菜(3)  2:36.03 的場　海咲(2)  2:36.50 伊澤　琴音(3)  2:37.28 田垣　永恋(3)  2:40.74 西井　歩希(2)  2:43.15 伍々　愛莉(2)  2:43.81 吉井　優多(3)  2:44.68

和田山 香住第一 日高東 村岡 豊岡南 村岡 小代 養父

加藤　世菜(3)  5:14.24 谷口　倖菜(3)  5:18.08 伊澤　琴音(3)  5:22.78 伍々　愛莉(2)  5:28.57 西井　歩希(2)  5:31.96 稲田　千春(2)  5:33.49 米田　ともみ(2)  5:36.40 的場　海咲(2)  5:41.76

和田山 香住第一 村岡 小代 村岡 日高西 八鹿青渓 日高東

藤本　優衣(3)  16.55 (+1.2) 堀畑　莉胡(2)  17.49 (+1.2) 塚原　明日香(2)  17.76 (+1.2) 長谷川　心咲(2)  19.22 (+1.2) 水嶋　穂乃果(3)  19.64 (+1.2) 渡辺　凛沙(3)  20.37 (+1.2)

和田山 日高東 日高東 香住第一 出石 香住第一

豊岡南  52.90 豊岡北  53.10 日高東  54.28 和田山  54.55 香住第一  55.50 養父  58.14 出石  58.76

城下　千璃亜(3) 酒井　望実(3) 西村　美澪(3) 藤本　優衣(3) 渡辺　凛沙(3) 木村　優歩(3) 村上　陽愛(3)

谷口　愛華(3) 吉岡　優衣(2) 前野　夏希(3) 加藤　世菜(3) 吉岡　鈴音(3) 岡本　桜季(2) 水嶋　穂乃果(3)

栗田　來羽(2) 田武　若奈(3) 秦　梨浬菜(3) 前川　真煌(3) 小野　祐惟里(3) 小野山　珠々(3) 加藤　ゆあ(3)

松井　裕菜(3) 井上　華暖(3) 谷垣　友理(3) 南光　彩那(3) 谷口　倖菜(3) 板戸　恵美子(2) 千野　真央(1)

朝倉　悠乃(2)  1.33 淡河　未来(3)  1.33 森本　美羽(2)  1.25 武中　舞鈴奈(2)  1.20

小代 豊岡南 日高東 日高東

小野山　珠々(3)  4.67 (+1.1) 廣島　優奈(3)  4.37 (+1.0) 和田　実優(3)  4.36 (+1.2) 塚原　明日香(2)  4.34 (+1.3) 櫻井　真央(2)  4.17 (+1.0) 田野　彩華(2)  4.08 (+1.9) 椿野　心優(2)  4.07 (+0.4) 大西　乃惠美(3)  3.98 (+1.4)

養父 豊岡南 八鹿青渓 日高東 日高東 小代 和田山 浜坂

井上　結愛(3)  9.15 田門　宝(3)  8.46 吉田　陽香(3)  7.42 桐山　桜(3)  7.40 赤木　佳那(3)  7.22 植田　ふうあ(2)  6.91 小林　香里奈(3)  6.76 上垣　夏実(3)  6.70

豊岡南 香住第一 日高東 生野 日高東 豊岡南 小代 大屋

井上　結愛(3)  23.44 小林　香里奈(3)  20.24 福井　芽依(2)  19.30 西村　美月(3)  17.41 山﨑　惟那(3)  17.19 岡本　桜季(2)  16.90 上垣　夏実(3)  16.51 酒井　望実(3)  15.97

豊岡南 小代 豊岡南 香住第一 豊岡北 養父 大屋 豊岡北

堀畑　莉胡(2)  1567 濱本　羽乃加(2)  1351 青山　莉子(2)  1169

日高東 香住第一 日高東

6月15日 100mH

6月15日 走高跳

6月15日 砲丸投

6月15日 200m

戸田　陽(1)  13.85 (+1.2) 小山　紗季(1)  14.12 (+1.2) 北村　真乙(1)  14.38 (+1.2) 飯田　菜友(1)  14.39 (+1.2) 谷口　結愛(1)  14.46 (+1.2) 小林　あおい(1)  14.49 (+1.2) 大橋　亜衣美(1)  14.58 (+1.2)

豊岡北 日高東 八鹿青渓 日高西 豊岡南 豊岡北 和田山

脇坂　梨王南(1)  2:23.47 森　藍沙(1)  2:36.05 谷垣　芽衣(1)  2:36.58 保田　凛(1)  2:38.00 美藤　日菜子(1)  2:43.29 小谷　真尋(1)  2:53.65 松田　結衣(1)  2:55.20 井上　莉緒(1)  2:55.50

城崎 GR 香住第一 日高西 豊岡北 豊岡南 村岡 豊岡北 小代

小田垣　柚奈(2)  13.23 (+0.8) 田中　琴子(2)  13.75 (+0.8) 栗田　來羽(2)  13.86 (+0.8) 吉岡　優衣(2)  14.03 (+0.8) 清水　のな(2)  14.05 (+0.8) 作田　瑞姫(2)  14.32 (+0.8) 北村　莉々(2)  14.35 (+0.8) 岡　あゆ美(2)  14.43 (+0.8)

養父 日高東 豊岡南 豊岡北 豊岡南 八鹿青渓 日高東 関宮学園

城下　千璃亜(3)  13.13 (+0.3) 谷垣　友理(3)  13.23 (+0.3) 南光　彩那(3)  13.43 (+0.3) 井上　華暖(3)  13.57 (+0.3) 吉岡　鈴音(3)  13.64 (+0.3) 谷口　愛華(3)  13.66 (+0.3) 小野山　珠々(3)  13.73 (+0.3) 和田　実優(3)  14.06 (+0.3)

豊岡南 日高東 和田山 豊岡北 香住第一 豊岡南 養父 八鹿青渓

日高東  55.70 豊岡北  56.27 養父  56.35 豊岡南  57.59 日高西  57.79 香住第一  58.35 八鹿青渓  59.01

北村　莉々(2) 濱上　恵子(2) 安東　芽里(2) 木村　彩花(2) 飯田　結衣(2) 長谷川　心咲(2) 森本　和奏(2)

小山　紗季(1) 戸田　陽(1) 森岡　美咲(1) 谷口　結愛(1) 谷垣　芽衣(1) 森　藍沙(1) 中島　彩葵(1)

真鍋　詩(1) 小林　あおい(1) 梶原　輝利子(1) 久永　蓮華(1) 飯田　菜友(1) 中村　朱里(1) 森脇　麗来(1)

田中　琴子(2) 谷田　七実(2) 小田垣　柚奈(2) 清水　のな(2) 西澤　一花(2) 川西　夢生(2) 作田　瑞姫(2)

 ＝TR （Tajima Record）: 但馬中学タイ記録

２１点
※男子５位，６位は入賞数により決定

養父 小代 村岡
１０９点 ９６点 ６２点 ４７点 ４３点 ３８点 ２８点

大屋 日高西

１２１点 ８７点 ８５点 ７６点 ３１点 ３１点 ２８点 ２５点
男子

香住第一 豊岡南 豊岡北 日高東 出石 八鹿青渓

女子
日高東 豊岡南 香住第一 豊岡北 和田山

低学年女子 6月15日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考

学校対抗得点 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

 GR （Game Record）: 大会新記録

2年女子 6月15日 100m

3年女子 6月15日 100m

1年女子 6月16日 100m

6月16日 800m

 3.84  6.93  6.57

 30.56 (+0.9)  32.00 (+0.9)  31.21 (+0.9)

 1.33  1.20  1.15

6月15日 四種競技

 17.44 (+1.7)  19.36 (+1.7)  21.43 (+1.7)

6月16日 砲丸投

6月15日 円盤投

6月16日 走高跳

6月15日 走幅跳

6月16日 100mH

6月16日 4x100mR

6月16日 800m

6月15日 1500m

共通女子 6月16日 200m


