
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 登録陸協 氏名 所属 登録陸協

1 徳本 一善 日清食品 広島 0:47:34 稲住 拓 須磨学園高 兵庫 0:49:57

2 森本 卓司 中国電力 広島 0:47:36 力石 直也 如水館高 広島 0:50:18

3 渡邉 真一 山陽特殊製鋼 兵庫 0:47:57 礒野 裕矢 飾磨工業高 兵庫 0:50:23

4 北川 昌史 ﾄｰｴﾈｯｸ 愛知 0:48:03 前野 裕行 須磨学園高 兵庫 0:51:16

5 篠籐 淳 山陽特殊製鋼 兵庫 0:48:09 川島 大典 報徳学園高 兵庫 0:51:31

6 川南 友佑 大阪ｶﾞｽ 大阪 0:48:12 土居森 諒 如水館高 広島 0:51:38

7 家谷 和男 山陽特殊製鋼 兵庫 0:48:26 桝本 剛史 立命館宇治高 京都 0:52:01

8 阿宗 高広 愛三工業 愛知 0:48:27 大利 竜司 報徳学園高 兵庫 0:52:13

9 小澤 信 ｾｷﾉ興産 新潟 0:48:27 宮本 甲斐 須磨学園高 兵庫 0:52:18

10 藤村 行央 住友電工 兵庫 0:48:32 北垣 憲二郎 須磨学園高 兵庫 0:52:39

11 牧 良輔 大阪ｶﾞｽ 大阪 0:48:33 水尾 隼 如水館高 広島 0:52:45

12 安藤 真人 山陽特殊製鋼 兵庫 0:48:50 笠松 新平 須磨友が丘高 兵庫 0:52:48

13 淀川 弦太 東洋大学 秋田 0:48:50 池上 龍介 姫路商業高 兵庫 0:52:57

14 池淵 智紀 中国電力 広島 0:48:56 梅田 教史 市尼崎高 兵庫 0:53:01

15 稲田 祐己 京都産業大 京都 0:49:07 久本 修平 神港学園高 兵庫 0:53:09

16 上條 晃良 YKK 富山 0:49:08 桑田 健太郎 如水館高 広島 0:53:50

17 木村 哲也 住友電工 兵庫 0:49:15 尾﨑 一騎 三木高 兵庫 0:54:08

18 木之下 翔太 大阪ｶﾞｽ 大阪 0:49:20 岩﨑 陽 報徳学園高 兵庫 0:54:21

19 秋本 優紀 山陽特殊製鋼 兵庫 0:49:24 浅田 英吾 須磨学園高 兵庫 0:54:44

20 野村 俊輔 大阪ｶﾞｽ 大阪 0:49:41 武田 佳士 如水館高 広島 0:54:52

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 登録陸協

1 池田 親 山手 加古川市 0:15:18 会津 容子 四国電力 香川 0:16:17

2 堀尾 謙介 大白書 姫路市 0:15:33 多賀原 裕夏 四国電力 香川 0:16:28

3 西村 陽貴 三木 三木市 0:15:33 岩井 朝香 立命館宇治高 京都 0:16:36

4 藤田 兼至 稲美 加古郡 0:15:33 片田 桃華 立命館宇治高 京都 0:16:37

5 猪尾 賢基 一宮南 宍粟市 0:15:33 渡辺 恵美 京都光華高 京都 0:16:54

6 奥 湧志 神吉 加古川市 0:15:40 大貫 真実 兵庫大学 兵庫 0:16:55

7 苗村 隆広 香寺 姫路市 0:15:47 会津 恭子 四国電力 香川 0:16:57

8 柳 拓麻 山手 加古川市 0:15:55 藤原 佑規 立命館宇治高 京都 0:16:58

9 中島 怜利 大白書 姫路市 0:16:02 酒匂 友香 立命館宇治高 京都 0:16:59
10 藤田 大智 自由が丘 三木市 0:16:03 藤井 あゆみ 京都光華高 京都 0:17:04

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 晴れ

1 和田 さくら 稲美 加古郡 0:17:24 気温 11℃

2 横山 ひなの 稲美 加古郡 0:17:34 風向 北

3 前原 利香 安室 姫路市 0:17:37 風速 2.0m

4 小西 眞子 飾磨中部 姫路市 0:17:41 湿度 38㌫

5 櫻井 千佳 神吉 加古川市 0:17:48 申込数

6 南 美沙希 龍野東 たつの市 0:17:49 第1部 83

7 横川 海姫 安室 姫路市 0:17:51 第2部 47

8 碓永 うらら 稲美 加古郡 0:17:53 第3部 119

9 森崎 舞 太子西 揖保郡 0:18:12 第4部 64

10 山川 小春 神吉 加古川市 0:18:16 第5部 67
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第52回姫路城ロードレース大会 成績一覧表

平成24年2月11日（祝）書写夢前公認コース（1・2部）

主催 近畿陸上競技会・姫路市・姫路市教育委員会

総 務 吉井 道昭
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