
日付 種目
西村　源斗(2)  11.53 (+0.5) 金森　優斗(3)  11.77 (+0.5) 松本　翔太(3)  11.93 (+0.5) 阿部　瑞樹(3)  12.02 (+0.5) 佐々木　優(2)  12.17 (+1.0) 鍋岡　世成(2)  12.22 (+0.5) 澤野　凱音(2)  12.24 (+0.5) 原　弦希(3)  12.34 (+1.0)

豊岡南 東谷 香住第一 東谷 東谷 和田山 豊岡南 香住第一
鍋岡　世成(2)  24.75 (+2.0) 原　弦希(3)  25.64 (+1.0) 古橋　謙(2)  27.10 (+1.0) 村上　生樹(3)  28.84 (+1.0)

和田山 香住第一 豊岡北 和田山
松本　翔太(3)  56.77 澤野　凱音(2)  59.30 金内　智暉(2)  1:01.23
香住第一 豊岡南 豊岡北
荒川　煌大(2)  2:12.39 志水　翔真(3)  2:20.67 森田　正太郎(2)  2:22.48 松岡　孝哉(2)  2:25.14 安田　高良(1)  2:27.85 稲山　瑛太(1)  2:42.85
豊岡北 東谷 豊岡北 東谷 日高東 東谷
松島　煌明(2)  4:41.03 濵本　世成(3)  4:43.30 土野　弦太(2)  4:48.22 安田　高良(1)  4:49.96 三浦　琉虹(1)  4:56.89 松岡　孝哉(2)  4:59.64 村上　蒼馬(2)  5:05.48 松岡　亮歩(1)  5:09.36
豊岡南 香住第一 出石 日高東 東谷 東谷 和田山 出石
井上　櫂里(3)  17.48 (+0.7) 中村　玲太(2)  20.15 (+0.7)

龍野東 豊岡南
東谷  46.51 香住第一A  47.84 和田山  48.39 豊岡北B  50.00 日高東  50.12
満谷　充志(3) 原　弦希(3) 椿野　脩斗(2) 金内　智暉(2) 高橋　真己(3)

阿部　瑞樹(3) 松本　翔太(3) 鍋岡　世成(2) 若槻　大輝(2) 大江　紘惺(1)

志水　翔真(3) 小谷　倫輝(3) 藤岡　夢優(2) 古橋　謙(2) 寳代地　遼(2)

金森　優斗(3) 高橋　優吏(3) 安井　健真(3) 荒川　煌大(2) 吉田　怜央(2)

髙橋　龍輝(3)  w5.83 (+3.0) 満谷　充志(3)  w5.09 (+2.6) 井上　櫂里(3)  4.78 (+1.8) 尾山　麗夜(2)  w4.61 (+2.4) 吉田　怜央(2)  4.47 (+0.9) 河本　瑛流(1)  w3.82 (+3.0) 山岡　亮太(1)  3.78 (+0.6)

龍野東 東谷 龍野東 日高東 日高東 豊岡南 東谷
小谷　倫輝(3)  11.53 (+0.3) 高橋　真己(3)  10.80 (+1.3)

香住第一 日高東
大田　絢斗(2)  7.90 稲垣　遼大(3)  6.23 伊藤　逞(1)  6.13
香住第一 豊岡北 日高東
谷垣　友理(3)  13.02 (+1.3) 城下　千璃亜(3)  13.25 (+1.3) 谷口　愛華(3)  13.46 (+1.3) 田邊　乃愛(2)  w13.58 (+2.8) 吉岡　鈴音(3)  13.63 (+1.3) 太田　愛理(1)  w13.64 (+2.8) 吉岡　優衣(2)  13.71 (+1.3) 田中　琴子(2)  w13.80 (+2.8)

日高東 豊岡南 豊岡南 東谷 香住第一 和田山 豊岡北 日高東
谷垣　友理(3)  27.38 (+0.8) 城下　千璃亜(3)  27.41 (+0.8) 南光　彩那(3)  28.42 (+0.8) 谷口　愛華(3)  28.47 (+0.8) 吉岡　優衣(2)  29.04 (+0.8) 的場　海咲(2)  29.78 (+0.8) 谷田　七実(2)  32.39 (+0.8)

日高東 豊岡南 和田山 豊岡南 豊岡北 日高東 豊岡北
南光　彩那(3)  2:27.55 谷口　倖菜(3)  2:44.69 木内　彩葉(2)  2:46.87 加藤　ゆあ(3)  2:48.35 日比野　朱里(1)  2:58.20 森塚　心温(1)  2:59.93 太田　あみ(2)  3:00.72 森清　ありす(1)  3:07.25
和田山 香住第一 日高東 出石 東谷 浜坂 日高東 東谷
加藤　世菜(3)  5:12.17 高松　凛(2)  5:37.98 髙瀬　明里(2)  5:49.13 山口　莉香(1)  5:52.15 松田　結衣(1)  5:55.98
和田山 東谷 東谷 日高東 豊岡北
堀畑　莉胡(2)  17.09 (+0.4) 塚原　明日香(2)  19.98 (+0.4) 水嶋　穂乃果(3)  20.43 (+0.4)

日高東 日高東 出石
日高東A  53.77 香住第一  56.69 日高東B  57.36 出石  57.90 豊岡北C  58.16 豊岡北B  59.04
小山　紗季(1) 小野　祐惟里(3) 北村　莉々(2) 村上　陽愛(3) 山田　まゆ(1) 濱上　恵子(2)

谷垣　友理(3) 吉岡　鈴音(3) 真鍋　詩(1) 水嶋　穂乃果(3) 小畠　夕依(1) 吉岡　優衣(2)

田中　琴子(2) 濱本　羽乃加(2) 塚原　明日香(2) 加藤　ゆあ(3) 松田　結衣(1) 佐藤　真優(2)

的場　海咲(2) 川西　夢生(2) 堀畑　莉胡(2) 千野　真央(1) 戸田　陽(1) 谷田　七実(2)

櫻井　真央(2)  4.10 (+1.3) 塚原　明日香(2)  4.04 (+1.0) 清水　のな(2)  3.80 (+1.8) 濱上　恵子(2)  3.79 (+1.3) 山田　まゆ(1)  3.76 (+1.8) 中西　るきあ(1)  2.99 (+0.7)

日高東 日高東 豊岡南 豊岡北 豊岡北 豊岡南
田門　宝(3)  8.15 吉田　陽香(3)  6.97 濱本　羽乃加(2)  6.79 青山　莉子(2)  6.67 竹内　理央(3)  5.58
香住第一 日高東 香住第一 日高東 香住第一
赤木　佳那(3)  16.72 山﨑　惟那(3)  16.45 青山　莉子(2)  15.78 酒井　望実(3)  15.44 田門　宝(3)  15.24
日高東 豊岡北 日高東 豊岡北 香住第一
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競技会名 第3回但馬中学校陸上競技記録会
期日・時刻 2022/8/20 審判長 橋本　昌明

競技場名 豊岡総合スポーツセンター 記録主任 岡田　由佳



日付 種目
金森　優斗(3)  w11.56 (+3.2) 松本　翔太(3)  w11.70 (+3.2) 阿部　瑞樹(3)  w11.83 (+3.2) 佐々木　優(2)  w12.14 (+3.2) 安井　健真(3)  12.30 (+1.5) 原　弦希(3)  w12.34 (+3.2) 鎌田　将夢豪(3)  12.38 (+1.5) 若槻　大輝(2)  12.40 (+1.5)

東谷 香住第一 東谷 東谷 和田山 香住第一 香住第一 豊岡北
中村　玲太(2)  23.37 (+1.0)

豊岡南
高橋　優吏(3)  1.60 下垣　颯士(2)  1.45 髙森　蒼空(1)  1.35
香住第一 日高東 東谷
髙橋　龍輝(3)  5.85 (+0.5) 鎌田　将夢豪(3)  5.17 (+0.8) 満谷　充志(3)  4.71 (+0.5) 尾山　麗夜(2)  4.47 (+1.9) 吉田　怜央(2)  w4.13 (+2.3) 山岡　亮太(1)  3.71 (+0.7) 河本　瑛流(1)  3.59 (+2.0)

龍野東 香住第一 東谷 日高東 日高東 東谷 豊岡南
小谷　倫輝(3)  11.82 (+1.6) 高橋　真己(3)  10.83 (+1.8)

香住第一 日高東
大田　絢斗(2)  8.43 伊藤　逞(1)  6.00 稲垣　遼大(3)  5.95
香住第一 日高東 豊岡北
谷垣　友理(3)  13.10 (+1.9) 城下　千璃亜(3)  13.35 (+1.9) 谷口　愛華(3)  13.41 (+1.9) 吉岡　鈴音(3)  13.70 (+1.9) 田邊　乃愛(2)  13.73 (+1.9) 太田　愛理(1)  13.80 (+1.9) 吉岡　優衣(2)  13.84 (+1.9) 小山　紗季(1)  14.00 (+0.8)

日高東 豊岡南 豊岡南 香住第一 東谷 和田山 豊岡北 日高東
堀畑　莉胡(2)  17.24 (+1.2) 水嶋　穂乃果(3)  19.18 (+1.2) 塚原　明日香(2)  19.42 (+1.2)

日高東 出石 日高東
堀畑　莉胡(2)  1.20 濱本　羽乃加(2)  1.20
日高東 香住第一
塚原　明日香(2)  w4.06 (+2.5) 山田　まゆ(1)  3.86 (+0.7) 櫻井　真央(2)  3.85 (+0.7) 濱上　恵子(2)  3.53 (-0.3) 中西　るきあ(1)  2.51 (+0.7)

日高東 豊岡北 日高東 豊岡北 豊岡南
田門　宝(3)  7.59 青山　莉子(2)  7.31 吉田　陽香(3)  7.09 濱本　羽乃加(2)  6.55 竹内　理央(3)  5.58
香住第一 日高東 日高東 香住第一 香住第一
山﨑　惟那(3)  16.40 赤木　佳那(3)  16.02 青山　莉子(2)  15.50 酒井　望実(3)  14.99 田門　宝(3)  14.41
豊岡北 日高東 日高東 豊岡北 香住第一
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主催団体名 豊岡市陸上競技協会 陸協名 豊岡市陸上競技協会

競技会名 第3回但馬中学校陸上競技記録会（挑戦会）
期日・時刻 2022/8/20 審判長 橋本　昌明

競技場名 豊岡総合スポーツセンター 記録主任 岡田　由佳


