
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 森本　卓司 中国電力 広島  0:47:58 山本　采矢 滋賀学園高 滋賀  0:49:18

2 久門　大輔 鳥取陸協 鳥取  0:47:58 藤花　尚之 飾磨工業高 兵庫  0:49:30

3 田口　裕弥 トヨタ紡織 愛知  0:47:59 土居森　諒 如水館高 広島  0:49:39

4 阿宗　高広 愛三工業 愛知  0:47:59 曽我部　憲汰 市尼崎高 兵庫  0:50:07

5 井上　裕彬 トーエネック 愛知  0:48:02 上田　隼平 滋賀学園高 滋賀  0:50:28

6 北村　聡 日清食品 東京  0:48:08 吉田　理人 京都外大西高 京都  0:50:41

7 池淵　智紀 中国電力 広島  0:48:10 須山　正規 報徳学園高 兵庫  0:50:42

8 松岡　悟史 大塚製薬 徳島  0:48:11 小西　生眞 飾磨工業高 兵庫  0:51:05

9 柴田　尚輝 トヨタ紡織 愛知  0:48:12 宮本　甲斐 須磨学園高 兵庫  0:51:13

10 木村　哲也 住友電工 兵庫  0:48:22 清水　健太 西脇工業高 兵庫  0:51:27

11 小林　正章 四国電力 香川  0:48:28 北原　俊幸 報徳学園高 兵庫  0:51:35

12 滑　和也 ＳＵＢＡＲＵ 群馬  0:48:29 岸田　空 飾磨工業高 兵庫  0:51:37

13 篠藤　淳 山陽特殊製鋼 兵庫  0:48:32 中野　光 姫路商業高 兵庫  0:51:37

14 辻　幸佑 大塚製薬 徳島  0:48:33 實政　瑛久 如水館高 広島  0:51:43

15 那須　大地 住友電工 兵庫  0:48:36 熊橋　弘将 姫路商業高 兵庫  0:51:56

16 長井　健輔 大阪府警 大阪  0:48:36 小林　寛太 須磨学園高 兵庫  0:52:03

17 濵口　隆幸 四国電力 香川  0:48:37 中野　優海 報徳学園高 兵庫  0:52:18

18 藤村　行央 住友電工 兵庫  0:48:39 大村　弘明 京都外大西高 京都  0:52:22

19 末山　貴文 ＮＴＴ西日本 大阪  0:48:46 山田　卓也 報徳学園高 兵庫  0:52:26

20 中川　剛 ＮＴＴ西日本 大阪  0:48:48 浅田　英吾 須磨学園高 兵庫  0:52:44

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 猪尾　賢基 一宮南 宍粟市  0:15:18 林田　みさき 姫路商業高 兵庫  0:16:24

2 柳　拓麻 山手 加古川市  0:15:21 藤原　佑規 立命館宇治高 京都  0:16:25

3 西村　陽貴 三木 三木市  0:15:23 関　紅葉 立命館宇治高 京都  0:16:26

4 上村　亮太 三木東 三木市  0:15:23 梅原　千佳 立命館宇治高 京都  0:16:31

5 中尾　大樹 宝殿 高砂市  0:15:28 酒匂　友香 立命館宇治高 京都  0:16:31

6 赤澤　健太 神河 神崎郡  0:15:36 大貫　真実 兵庫大 兵庫  0:16:43

7 山口　和樹 山手 加古川市  0:15:37 川西　寧々 ワコール 京都  0:16:48

8 中島　怜利 大白書 姫路市  0:15:40 多賀原　裕夏 四国電力 香川  0:16:53

9 原塚　友貴 山手 加古川市  0:15:53 森　聡子 ワコール 京都  0:17:01
10 原田　和輝 神河 神崎郡  0:15:59 片田　桃華 立命館宇治高 京都  0:17:06

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  0:16:45 気温 10.5℃

2 田中　希実 小野南 小野市  0:16:55 風向 南東

3 阪田　万弥 稲美 加古郡  0:17:10 風速 5.0m

4 南　美沙希 龍野東 たつの市  0:17:16 湿度 62㌫

5 鳴瀧　ほのか 稲美北 加古郡  0:17:20 出走数

6 原田　珠希 安室 姫路市  0:17:24 第1部 72

7 秋山　あみる 鷹取 神戸市  0:17:37 第2部 70

8 安達　花音 安室 姫路市  0:17:38 第3部 105

9 横川　海姫 安室 姫路市  0:17:47 第4部 43

10 碓永　うらら 稲美 加古郡  0:17:48 第5部 67
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