
姫路市チャレンジ記録会
入賞者一覧 平成28年5月21日(土)

ウィンク陸上競技場（姫路市立陸上競技場）

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学４年男子１００ｍ 森中　博孝(4) 14"54 宗野　佑大(4) 15"16 福原　悠真(4) 16"05 熊田　秋也(4) 16"08 井上　滉大(4) 16"39 祐谷　琉稀(4) 16"43 奥田　翼翔(4) 16"54 林　晋太郎(4) 16"61

(5月21日) 勝原小 +4.3 城陽小 +3.3 城陽小 +3.3 城陽小 +3.3 曽左小 +2.9 勝原小 +2.9 勝原小 +2.9 城陽小 +3.3

小学５・６年男子１００ｍ 金倉　帆希(6) 13"85 松本　颯馬(6) 14"31 西村　悠(6) 14"42 元治　雄翔(6) 14"45 古阪　優輝(6) 14"48 井上　大輝(5) 14"64 濵野　尋(6) 14"72 高見　仁(6) 14"87

(5月21日) 高浜小 +3.3 高浜小 +3.3 旭陽小 +2.8 勝原小 +2.9 白浜小 +2.9 曽左小 +2.9 高浜小 +2.9 英賀保小 +3.3

中学１年男子１００ｍ 植田　大輝 12"51 松本　悠生 12"89 藤原　瑠生 13"12 三浦　仁綺 13"13 荒尾　奏太 13"14 横尾　昌弥 13"21 下村　迅 13"42 高原　悠太 13"44

(5月21日) 広畑 +3.5 山陽 +3.5 置塩 +3.5 山陽 +3.5 置塩 +3.5 安室 +3.5 山陽 +3.5 置塩 +3.5

中学１年男子１５００ｍ 足立　大和 4'52"65 長政　信亮 4'54"67 林田　蒼生 5'16"25 持田　海勢 5'17"11 山田　一葵 5'20"33 有末　怜史 5'26"92 山内　涼雅 5'30"56 石丸　直幸 5'46"04

(5月21日) 網干 姫路広嶺 姫路広嶺 飾磨西 山陽 IRC 広畑 菅野

小学５・６年男子走幅跳 萩原　諒(6) 4m91 高見　陸亜(6) 4m45 宮崎　哲史(5) 3m60 山口　惟久真(6) 3m49 伊福　大翔(5) 3m44 小林　晃輔(6) 3m32 田中　奏汰(5) 3m26

(5月21日) 勝原小 +3.0 広峰小 +1.7 高浜小 +1.7 高浜小 +3.3 旭陽小 +1.4 高浜小 +2.6 安室東小 +2.7

曽我　侑紀(6) 3m44

高浜小 +1.3

中学２・３年男子走高跳 谷口　友太(3) 1m73 武政　壮之助(2) 1m60 佐野　嘉彦(2) 1m60 川元　龍誠(2) 1m55 名倉　一輝(2) 1m50 角田　陸亜(3) 1m45 九島　健太(2) 1m40

(5月21日) 大津 置塩 花田 姫路灘 置塩 四郷 山陽

川中　彗太郎(3) 1m60

姫路灘

中学１年男子走幅跳 山下　真範 4m53 菊川　和斗 4m22 奥田　修史 4m15 難波　颯太 3m90 是川　遼 3m10

(5月21日) 豊富 +4.0 白鷺 +3.2 豊富 +2.3 広畑 +2.6 白鷺 +4.0

中学２・３年男子走幅跳 帯島　広夢(3) 6m15 浦田　翼(3) 5m80 植田　寛彬(3) 5m52 石井　亮多(3) 5m46 赤錆　雄太(2) 5m45 本郷　侑己(3) 5m39 門重　来星(3) 5m24 生田　翔大(3) 5m19

(5月21日) 姫路灘 +2.6 山陽 +2.1 安室 +2.0 花田 +2.5 飾磨西 +3.3 菅野 +2.9 広畑 +1.3 安室 +1.7

中学２・３年男子砲丸投(5.0ｋg)石原　唯斗(3) 13m00 山根　慎平(3) 12m14 永森　智也(3) 10m55 永井　裕斗(2) 9m80 西田　雄哉(3) 9m66 寺尾　翔(2) 9m28 黒田　歩夢(2) 9m18 濱口　燈耶(3) 7m73

(5月21日) 大津 香寺 姫路灘 大津 姫路灘 花田 広畑 山陽

中学２・３年男子円盤投(1.5kg)九鬼　恵雨(3) 31m28 富田　大輝(2) 25m24 廣瀬　聡真(2) 23m36 宮原　治親(2) 18m03 山下　憧也(2) 17m96

(5月21日) 東光 姫路灘 姫路灘 大津 置塩

一般高校男子走高跳 松本　良太() 1m91 高田雅人(2) 1m91 米田 隼都(5) 1m91 岸　昂我() 1m85

(5月21日) 姫路市陸協 神戸学院大 明石高専 B.W.A.C

一般高校男子走幅跳 熊見圭太朗(2) 6m29 大西俊輝(3) 6m25 東優介(3) 6m08 中村駿秀(1) 5m36

(5月21日) 姫路商業高 +2.5 姫路商業高 +3.5 姫路商業高 +2.6 姫路商業高 +2.8

一般高校男子砲丸投(6.0kg)矢吹紘二郎(2) 14m18 上間　拓磨(1) 11m36 建石　将行() 10m98 渡邊　星矢() 10m50

(5月21日) 姫路商業高 飾磨工多部 H.TFC H.TFC

一般高校男子円盤投(1.75kg)廣田歩夢(3) 49m13 天野大輝(3) 40m55 大塚剛史(2) 36m03 藤原　裕己() 34m16 福本　忠詞() 28m67 福本　健太(2) 26m44

(5月21日) 姫路商業高 姫路商業高 姫路商業高 姫路市陸協 西川ランニング教室 松陽高
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姫路市チャレンジ記録会
入賞者一覧 平成28年5月21日(土)

ウィンク陸上競技場（姫路市立陸上競技場）

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学４年女子１００ｍ 吉川　由依(4) 16"25 織部　梨珠(4) 16"87 野元　みなみ(4) 17"06 杉本　結美(4) 17"53 高田　万里奈(4) 18"27 谷野　朱音(4) 19"12

(5月21日) 城陽小 +1.7 IRC +1.7 IRC +1.7 IRC +1.7 城陽小 +1.7 城陽小 +1.7

小学５・６年女子１００ｍ 宗野　華楓(5) 13"90 藤輪　こころ(6) 13"99 西嶋　亜央衣(6) 14"03 有吉　萌香(6) 14"28 小林　幸愛(6) 14"74 中谷はづき(6) 14"91 中塚　心唯(6) 14"92 宇治　心葉(6) 14"99

(5月21日) 城陽小 +2.6 英賀保小 +2.6 高浜小 +4.6 白浜小 +2.8 英賀保小 +2.6 白浜小 +4.6 高浜小 +2.4 英賀保小 +2.6

中学１年女子１００ｍ 三木　双葉 12"96 畠　愛結 13"79 福本　晴香 14"04 梶田　乃杏 14"13 原田　光珠 14"18 藤原　風寧 14"41 堀内　海優 14"44 小林　彩萌 14"48

(5月21日) 飾磨西 +3.8 山陽 +3.8 飾磨西 +3.0 山陽 +3.4 白鷺 +3.0 山陽 +3.8 山陽 +4.8 安室 +3.0

末兼　優由 14"48

飾磨西 +3.4

中学１年女子８００ｍ 砂田　芽緯 2'29"48 橋本　奈央子 2'32"52 小林　青葉 2'34"64 三村　加奈歩 2'36"55 干飯　里桜 2'36"95 生田　紗良 2'37"98 干飯　奈桜 2'41"27 北野　小槙 2'41"64

(5月21日) 置塩 IRC 飾磨西 白鷺 山陽 飾磨西 山陽 飾磨西

小学５・６年女子走幅跳 松本　優花(6) 4m10 井上　華(6) 3m88 藤久　絢賀(5) 3m39 織部　真凛(6) 3m33 山本　彩佳(5) 3m23 木虎　小菜美(5) 3m14 白井　菜々末(6) 3m12 筒井　冴耶(6) 3m12

(5月21日) 高岡小 +2.1 網干西小 +2.1 高岡西小 +2.6 IRC +2.5 IRC +2.9 高浜小 +1.7 IRC +0.3 旭陽小 +0.6

中学２・３年女子走高跳 山村　琴美(3) 1m60 小谷　唯(3) 1m40 芝原　奈子(2) 1m35 常峰　美佑(2) 1m35 岸本　ほのか(3) 1m35 山﨑　ひなた(2) 1m35 飯田　茜央乃(2) 1m30

(5月21日) 姫路灘 山陽 山陽 山陽 四郷 山陽 山陽

小坂　凛(2) 1m30

姫路灘

中学１年女子走幅跳 三木　麗菜 3m99 山田　美有 3m76 瀧井　穂乃果 3m70 鎌谷　ねい 3m46 福西　七海 3m19

(5月21日) 姫路東 +1.5 白鷺 +3.3 大津 +3.2 豊富 +2.7 大津 +3.0

中学２・３年女子走幅跳 牛尾　百映(2) 5m02 廣瀬　咲々星(2) 4m77 池上　結子(2) 4m68 髙井　知沙(3) 4m66 松本　千沙季(3) 4m55 漆間　莉香(3) 4m48 川上　瑞生(2) 4m42 三木　優奈(3) 4m40

(5月21日) 安室 +1.9 広畑 +2.5 姫路東 +2.1 姫路灘 +2.0 広畑 +2.8 広畑 +2.6 豊富 +1.5 山陽 +1.9

中学２・３年女子砲丸投(2.7kg)岡本　みなみ(2) 10m73 古西　清乃(3) 10m03 加藤　萌(2) 8m62 伊原　乃愛(3) 8m46 松本　星那(2) 7m85 秋山　萌(2) 7m81

(5月21日) 飾磨西 白鷺 飾磨西 広畑 山陽 姫路東

中学２・３年女子円盤投(1.0kg)玉井　愛美(2) 27m46 松岡　亜季(3) 25m48 森　歩里(2) 20m08 八杉　茉美(2) 17m89 小濱　春凪(2) 16m98

(5月21日) 東光 姫路灘 山陽 姫路東 山陽

一般高校女子走高跳 天野由惟(1) 1m51

(5月21日) 姫路商業高

一般高校女子走幅跳 濵本果音(2) 5m47 高田桃花(2) 5m29 宮脇あやみ(1) 4m94 藤原朋美(2) 4m53

(5月21日) 甲南大学 +2.8 姫路商業高 +3.1 姫路商業高 +2.5 姫路商業高 +2.5

川上すみれ(2) 5m29

姫路商業高 +1.0

一般高校女子砲丸投(4.0kg)尾山和華(3) 14m52 内田　千香子(3) 13m45 植原千絢(1) 10m68

(5月21日) 姫路商業高 ＮＨＨ 園田学園女大 姫路商業高

一般高校女子円盤投(1.0kg)永井楓花(1) 39m93 西矢　可奈(3) 35m24 好田萌加(3) 34m98 西矢　真子(2) 26m29

(5月21日) 姫路商業高 園田学園女大 姫路商業高 県立農業高

注；ＮＨＨ．．兵庫高校新記録
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