
第1部10マイル（18歳以上） 第2部10マイル（15歳～17歳）

大会記録 46分23秒 大森輝和（くろしお通信）45回大会 大会記録 47分07秒 渡邉共則（宇治高）34回大会

順位 氏名 所属 府県名 氏名 所属 府県名

1 阿宗 高広 愛三工業 愛知 0:47:26 谷原 先嘉 市尼崎高 兵庫 0:49:08

2 安田 昌倫 愛知製鋼 愛知 0:47:34 栄土 功樹 須磨学園高 兵庫 0:49:23

3 新井 広憲 中国電力 広島 0:47:39 山田 侑紀 飾磨工業高 兵庫 0:49:42

4 大関 喜幸 愛知製鋼 愛知 0:47:42 芝田 俊作 報徳学園高 兵庫 0:50:05

5 家谷 和男 山陽特殊製鋼 兵庫 0:47:43 辻横 浩輝 報徳学園高 兵庫 0:50:50

6 渡邉 真一 山陽特殊製鋼 兵庫 0:47:43 横内佑太朗 報徳学園高 兵庫 0:51:01

7 森本 卓司 中国電力 広島 0:47:44 秋本 優紀 尽誠学園高 香川 0:51:06

8 大崎 悟史 NTT西日本 大阪 0:47:46 大西 淳貴 飾磨工業高 兵庫 0:51:18

9 井上 裕彬 ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知 0:48:02 津田 圭祐 姫路商業高 兵庫 0:51:22

10 井幡 磨 大塚製薬 徳島 0:48:09 佐野 佑太 須磨学園高 兵庫 0:52:00

11 前田 翼 YKK 富山 0:48:09 藤原 一成 飾磨工業高 兵庫 0:52:16

12 大坪 隆誠 大阪府警 大阪 0:48:13 蘇 優輝 報徳学園高 兵庫 0:52:24

13 牧 良輔 大阪ｶﾞｽ 大阪 0:48:14 杉本 耀太 須磨学園高 兵庫 0:52:48

14 山本 庸平 NTT西日本 大阪 0:48:17 八代醍 卓 東播磨高 兵庫 0:52:50

15 小林 正章 四国電力 香川 0:48:26 北垣優一郎 須磨学園高 兵庫 0:52:53

16 大塚 良軌 愛知製鋼 愛知 0:48:28 宮本 甲斐 須磨学園高 兵庫 0:53:20

17 北川 昌史 ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知 0:48:29 久本 修平 神港学園高 兵庫 0:53:25

18 中村 智春 ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知 0:48:31 宮崎 浩輔 飾磨工業高 兵庫 0:53:43

19 杉本 芳規 愛知製鋼 愛知 0:48:34 赤尾 和貴 須磨学園高 兵庫 0:54:03

20 辻 幸佑 大塚製薬 徳島 0:48:36 中嶋 真 神港学園高 兵庫 0:54:06

第3部5km（県内中学校男子） 第4部5km（15歳以上女子）

大会記録 15分07秒 近藤洋平（緑が丘）45回大会 大会記録 15分56秒 池田恵美（立命館宇治高）42回大会

順位 氏名 所属 郡市名 氏名 所属 府県名

1 藤原 滋記 平岡 加古川市 0:15:27 廣田 麻衣 立命館宇治高 京都 0:16:39

2 田代 僚 山手 加古川市 0:15:33 新居 真希 ﾕﾆｸﾛ 山口 0:16:43

3 高柳 俊隆 山手 加古川市 0:15:33 小田 杏菜 京都光華高 京都 0:16:49

4 藤田 雄大 一宮南 宍粟市 0:15:34 高柳 恵 姫路商業高 兵庫 0:16:49

5 苗村 隆広 香寺 姫路市 0:15:39 細野 真由 須磨友が丘高 兵庫 0:16:49

6 堀尾 謙介 大白書 姫路市 0:15:47 永田 成美 立命館宇治高 京都 0:16:50

7 馬場 絢也 平岡 加古川市 0:15:47 大貫 真実 兵庫大学 兵庫 0:16:52

8 福原 正治 安室 姫路市 0:15:50 後藤 彩 立命館宇治高 京都 0:16:55

9 福田 兼士 稲美北 加古郡 0:16:00 水沢 まみ 京都光華高 京都 0:16:58
10 西村 陽貴 三木 三木市 0:16:00 畑中 樹奈 立命館宇治高 京都 0:17:02

第5部5km（県内中学生女子） 気象条件
大会記録 16分28秒 福田有以（稲美北）50回大会 出発時

順位 氏名 所属 郡市名 天候 くもり

1 前原 利香 安室 姫路市 0:17:19 気温 8℃

2 金井亜沙海 志染 三木市 0:17:26 風向 北

3 森崎 舞 太子西 揖保郡 0:17:31 風速 3.0m

4 岡本 桃香 上月 佐用郡 0:17:43 湿度 73%

5 田渕 怜那 龍野東 たつの市 0:17:55 申込数

6 善村穂乃香 三木 三木市 0:18:05 第1部 111

7 名定 咲妃 太子西 揖保郡 0:18:18 第2部 46

8 中塚 楓 飾磨東 姫路市 0:18:22 第3部 121

9 片田 桃華 山手 加古川市 0:18:23 第4部 45

10 越野 風花 三木 三木市 0:18:31 第5部 45
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第51回姫路城ロードレース大会 成績一覧表
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