
平成26年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 平成26年4月12日（土）

　成績一覧表(但馬地区） （大会コード：14282304） 姫路市陸上競技場（競技場コード：281030）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

村上倫太郎(2) 11.21 藤岡　　悠(3) 11.63 中村　裕斗(3) 11.74 太田垣　将(3) 11.79 小林　靖典(3) 11.84 浅堀　楓又(2) 11.85 寺川　拓海(2) 11.87 三宅　将史(3) 11.88
八鹿 -1.0 和田山 -0.0 浜坂 -3.1 和田山 -1.7 香住 -0.0 浜坂 -0.5 香住 -0.0 八鹿 -1.9
村上倫太郎(2) 23.03 中村　裕斗(3) 23.71 太田垣　将(3) 24.10 寺川　拓海(2) 24.11 藤岡　　悠(3) 24.27 一幡　紳司(3) 24.50 宮本　天馬(3) 24.64 藤原　聖矢(2) 24.94
八鹿 -3.5 浜坂 -3.5 和田山 -3.0 香住 -3.5 和田山 -2.6 豊岡 -2.0 香住 -3.8 八鹿 -3.5
中村　拓司(3) 53.32 浅堀　楓又(2) 53.58 小林　靖典(3) 53.76 上田　智哉(3) 54.27 藤原　聖矢(2) 55.08 田村　　壱(3) 55.66 沼田　智也(3) 58.18 日浦　功人(3)  1:02.10
出石 浜坂 香住 八鹿 八鹿 八鹿 香住 浜坂
藤原　雄太(3)  2:02.15 藤井　大輝(3)  2:03.32 西岡　尚之(3)  2:08.44 平野宗太朗(2)  2:08.82 沖田　侑樹(2)  2:12.62 安本　海斗(2)  2:14.98 小西　比呂(3)  2:26.16
八鹿 八鹿 豊岡 豊岡 八鹿 浜坂 出石
西岡　尚之(3)  4:07.82 黒田　拓也(3)  4:25.78 戸出　悠介(2)  4:27.05 前田　裕紀(2)  4:30.47 濟木　崇成(2)  4:34.56 河合　直人(3)  4:39.24 宮下　健人(3)  4:40.74 平野莞久耶(3)  4:44.04
豊岡 近大豊岡 豊岡 近大豊岡 浜坂 近大豊岡 豊岡総合 豊岡総合
西垣　　樹(3) 16:21.52 古田　晶大(2) 17:08.58 世登　晨介(2) 17:18.66 濟木　崇成(2) 17:30.03 石田　凌也(3) 17:52.27 中山　諒太(2) 18:20.60
八鹿 出石 八鹿 浜坂 出石 八鹿

１１０ｍＨ 駒居　孝章(2) 16.30 京田　純也(3) 17.10 中村　裕斗(3) 17.46 本多　　翔(3) 20.44
豊岡 -3.2 日高 -2.5 浜坂 -3.2 香住 -2.9

４００ｍＨ 藤原　聖矢(2) 59.97 京田　純也(3)  1:01.46 田村　　壱(3)  1:02.33 松本　直也(3)  1:03.77 尾上　智洋(2)  1:04.78
八鹿 日高 八鹿 出石 日高
笠原　健志(3)  9:47.67 古田　晶大(2) 10:52.03
豊岡 出石

香住 44.82 和田山 45.51 出石 46.37 日高 47.53
   原　　良行(2)    前田　翔太(3)    中西　恭平(3)    安達  隼人(2)
   畑中　昌太(2)    和田　壮平(3)    中村　拓司(3)    京田　純也(3)
   寺川　拓海(2)    太田垣　将(3)    松本　直也(3)    尾上　智洋(2)
   宮本　天馬(3)    藤岡　　悠(3)    蔭山　朋希(3)    中西鼓太朗(3)
香住  3:38.57 八鹿  3:39.81 出石  3:40.53 豊岡総合  3:42.58 豊岡  3:44.29
   小林　靖典(3)    上田　智哉(3)    蔭山　朋希(3)    細川　大蔵(3)    本田祐之輔(3)
   沼田　智也(3)    藤原　雄太(3)    中村　拓司(3)    西岡　　陸(2)    岡田　啓汰(3)
   宮本　天馬(3)    藤原　聖矢(2)    松本　直也(3)    林垣　幸希(3)    芹澤　大輔(3)
   小西　夕輝(2)    田村　　壱(3)    中西　恭平(3)    西村　裕斗(3)    一幡　紳司(3)

走高跳 駒居　孝章(2) 1m80 同順:清水　敦史(2) 1m80 西村　康平(3) 1m70 上垣　　亮(3) 1m70 細川　大蔵(3) 1m65 小西　夕輝(2) 1m60
豊岡 出石 豊岡 八鹿 豊岡総合 香住

棒高跳

走幅跳 戸出　健太(3)   6m43 上田　　洋(2)   6m22 田中　宏幸(3)   6m02 荒倉　貴弘(3)   5m93 村上　友亮(3)   5m63 稲田　理毅(3)   5m57 大西　　光(3)   5m56 瀬戸口　翼(2)   5m55
近大豊岡 +2.3 豊岡 +2.6 近大豊岡 +3.3 和田山 +2.7 近大豊岡 1.7 八鹿 1.4 豊岡総合 2.1 香住 1.3

三段跳 一幡　紳司(3)  12m38 瀬戸口　翼(2)  12m07 田中　宏幸(3)  11m58 田原悠太郎(2)  10m19
豊岡 +1.3 香住 +2.1 近大豊岡 +2.0 近大豊岡 +1.5

砲丸投 吉川　大将(3)  10m59 西垣　亮佑(3)   9m42 中道　　護(3)   8m44 小西　夕輝(2)   8m11 出口　智也(2)   8m02 古川　　剣(3)   7m70 日浦　智之(2)   7m57
出石 和田山 浜坂 香住 豊岡 八鹿 浜坂

円盤投 和田　壮平(3)  37m58 吉川　大将(3)  32m41 嶋　　佑介(3)  30m72 徳山　雅也(3)  29m52 渡辺　　鯛(2)  29m22 小谷　　空(3)  28m06 片山　凜平(2)  26m44 田中　裕亮(2)  22m99
和田山 出石 豊岡 近大豊岡 香住 八鹿 和田山 近大豊岡

ハンマー投 田村　朋輝(3)  50m41 嶋　　佑介(3)  45m44 渡辺　　鯛(2)  36m80
八鹿 豊岡 香住

やり投 徳山　雅也(3)  50m47 三宅　将史(3)  49m46 渡辺　　鯛(2)  46m36 松原　郁磨(3)  44m64 古川　　剣(3)  37m19 中西鼓太朗(3)  36m47 増田　光紀(3)  34m98 渡邊　唐惟(3)  31m83
近大豊岡 八鹿 香住 浜坂 八鹿 日高 近大豊岡 近大豊岡

総　　　   務： 肥塚　直樹 印

※気象状況は女子の欄に記載 主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　   務： 岡田　厚志 印 ﾄﾗｯｸ審判長： 西脇　泰司 印

主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 記   録  主  任： 敏森　勝也 印 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 奥道　利浩 印

後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会
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