
   2016 年    姫路市長距離記録会   〔H28.12.3（土）   ウインク陸上競技場〕                      Pages: 1 

男子 １５００ｍ 記録会(6) 12月 3日 11:35

兵庫記録            3'38"11  渡辺  和也(山陽特殊製鋼)             2008年
兵庫高校記録        3'45"46  濱矢  將直( 西 脇 工 )               1988年
兵庫中学記録        3'55"90  池田    親(加古川山手)               2012年
姫路市高校記録      3'53"89  合田  敏和( 姫 路 商 )       　　　　1997年
姫路市中学記録　　　4'03"01　松本　大地(　高　丘　)　　　　　 　　2004年

記録会 全6組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  461
乾    優斗(2)
ｲﾇｲ ﾕｳﾄ

大津中        ・兵　庫  4:28.78

  2  15  461
佐賀山明紀(2)
ｻｶﾞﾔﾏ ｱｷﾉﾘ

大津中        ・兵　庫  5:00.13

  3   5  402
本田  将伍(2)
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

広嶺中        ・兵　庫  5:12.07

  4   2  402
馬場  勇弥(2)
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ

広嶺中        ・兵　庫  5:12.64

  5   9  413
杉本健太郎(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

広畑中        ・兵　庫  5:16.49

  6  11  461
下村  太智(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾀｲﾁ

大津中        ・兵　庫  5:21.62

  7   6  402
小園  陽介(2)
ｺｿﾞﾉ ﾖｳｽｹ

広嶺中        ・兵　庫  5:30.89

  8   1  402
宿野  悠樹(2)
ｼｭｸﾉ ﾕｳｷ

広嶺中        ・兵　庫  5:33.66

  9  14  440
山口  泰生(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ

菅野中        ・兵　庫  5:38.54

 10   4  402
鍋島  健吾(1)
ﾅﾍﾞｼﾏ ｹﾝｺﾞ

広嶺中        ・兵　庫  5:39.27

 11  10  402
榊    諒太(1)
ｻｶｷ ﾘｮｳﾀ

広嶺中        ・兵　庫  5:40.09

 12  17  402
藤原  愛翔(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾅﾄ

広嶺中        ・兵　庫  5:53.74

 13  13  402
富士原尚輝(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ

広嶺中        ・兵　庫  5:56.69

 14   3  402
釜井  優一(1)
ｶﾏｲ ﾕｳｲﾁ

広嶺中        ・兵　庫  5:57.11

 15  16  440
中田    輝(1)
ﾅｶﾀ ﾋｶﾙ

菅野中        ・兵　庫  6:03.23

 16   8  402
吉田  翔湧(1)
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾜ

広嶺中        ・兵　庫  6:04.99

 17  12  440
霞末  歩希(1)
ｶｽｴ ｱﾕｷ

菅野中        ・兵　庫  6:13.27

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  413
三木  一晃(1)
ﾐｷ ｲｯｺｳ

広畑中        ・兵　庫  5:16.12

  2  14  413
小田  玲温(1)
ｵﾀﾞ ﾚｵﾝ

広畑中        ・兵　庫  5:17.43

  3  13  440
西村  誠悟(1)
ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ

菅野中        ・兵　庫  5:21.25

  4   3  413
岡田  聖大(2)
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:21.43

  5   9  440
坂本  拓弥(1)
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

菅野中        ・兵　庫  5:23.40

  6   2  413
川端  隆太(1)
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾀ

広畑中        ・兵　庫  5:24.07

  7  17  413
難波  颯太(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｿｳﾀ

広畑中        ・兵　庫  5:24.78

  8  16  438
伊藤    優(1)
ｲﾄｳ ﾕｳ

置塩中        ・兵　庫  5:24.79

  9  10  413
青木  健斗(1)
ｱｵｷ ｹﾝﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:27.92

 10   1  413
髙濵  佑伍(1)
ﾀｶﾊﾏ ﾕｳｺﾞ

広畑中        ・兵　庫  5:31.37

 11  15  440
下村    涼(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳ

菅野中        ・兵　庫  5:35.90

 12  11  440
永安昇太郎(1)
ﾅｶﾞﾔｽ ｼｮｳﾀﾛｳ

菅野中        ・兵　庫  5:46.14

  4  413
北澤  蒼梧(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳｺﾞ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  5  413
田中  惇仁(1)
ﾀﾅｶ ｱﾂﾋﾄ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  6  413
黒田  歩夢(2)
ｸﾛﾀﾞ ｱﾕﾑ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  7  413
西口  誠人(2)
ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

広畑中        ・兵　庫 DNS

 12  413
植田  大輝(1)
ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  455
寺本    翔(1)
ﾃﾗﾓﾄ ｶｹﾙ

夢前中        ・兵　庫  5:10.62

  2  11  455
盛砂  秀男(1)
ﾓﾘｽﾅ ﾋﾃﾞｵ

夢前中        ・兵　庫  5:17.22

  3  16  460
松島  岳冬(1)
ﾏﾂｼﾏ ﾔﾏﾄ

書写中        ・兵　庫  5:20.58

  4  10  413
西村  愛斗(1)
ﾆｼﾑﾗ ﾏﾅﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:23.12

  5   9  438
湯浅  賢輝(1)
ﾕｱｻ ｶﾂｷ

置塩中        ・兵　庫  5:24.30

  6   7  440
秋武  琉斗(2)
ｱｷﾀｹ ﾘｭｳﾄ

菅野中        ・兵　庫  5:24.76

  7   5  455
山田  陸斗(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ

夢前中        ・兵　庫  5:25.27

  8  17  455
西本  貴光(1)
ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ

夢前中        ・兵　庫  5:31.48

  9   4  458
伊藤  清竜(1)
ｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ

大的中        ・兵　庫  5:31.56

 10   8  455
橋本  涼平(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ

夢前中        ・兵　庫  5:33.45

 11   6  458
藤田    裕(1)
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

大的中        ・兵　庫  5:33.71

 12  18  440
池上    竣(2)
ｲｹｶﾞﾐ ｼｭﾝ

菅野中        ・兵　庫  5:37.14

 13   1  440
柴田  英伍(2)
ｼﾊﾞﾀ ｴｲｺﾞ

菅野中        ・兵　庫  5:39.56

 14  15  438
後藤  優斗(1)
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ

置塩中        ・兵　庫  5:40.08

 15  12  404
大田原皐嗣(1)
ｵｵﾀﾜﾗ ｻﾂ

大白書中      ・兵　庫  5:40.97

 16  14  404
高坂  歩来(1)
ｺｳｻｶ ｱﾕﾄ

大白書中      ・兵　庫  5:41.65

 17  13  405
土井  佑馬(1)
ﾄﾞｲ ﾕｳﾏ

東光中        ・兵　庫  5:43.51

 18   2  455
木庭  新史(1)
ｷﾆﾜ ｱﾗｼ

夢前中        ・兵　庫  5:50.69

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  455
竹田  皓青(1)
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｾｲ

夢前中        ・兵　庫  4:55.42

  2  15  410
小谷  昂誠(1)
ｺﾀﾆ ｺｳｾｲ

飾磨東中      ・兵　庫  5:05.40

  3   9  460
竹國倫太朗(1)
ﾀｹｸﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ

書写中        ・兵　庫  5:05.84

  4   3  455
寺本    耀(1)
ﾃﾗﾓﾄ ﾖｳ

夢前中        ・兵　庫  5:09.42

  5   5  455
大森  渉輝(2)
ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｷ

夢前中        ・兵　庫  5:11.70

  6  11  404
桃井  祐輔(2)
ﾓﾓｲ ﾕｳｽｹ

大白書中      ・兵　庫  5:12.88

  7  14  413
山内  涼雅(1)
ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ

広畑中        ・兵　庫  5:13.44

  8   7  405
竹内  銀汰(1)
ﾀｹｳﾁ ｷﾞﾝﾀ

東光中        ・兵　庫  5:17.70

  9   2  455
森  新之丞(2)
ﾓﾘ ｼﾝﾉｽｹ

夢前中        ・兵　庫  5:18.18

 10   1  455
池田  直生(2)
ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

夢前中        ・兵　庫  5:18.19

 11  10  414
濱本  将史(2)
ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

網干中        ・兵　庫  5:19.15

 12  18  456
朝倉  大河(1)
ｱｻｸﾗ ﾀｲｶﾞ

姫路東中      ・兵　庫  5:25.37

 13  16  438
山本  大稀(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

置塩中        ・兵　庫  5:26.79

 14  12  409
木原虎太郎(1)
ｷﾊﾗ ｺﾀﾛｳ

姫路灘中      ・兵　庫  5:36.26

 15  13  455
難波  輝蔵(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ

夢前中        ・兵　庫  5:43.93

  4  455
市川  凌真(1)
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ

夢前中        ・兵　庫 DNS

  6  455
濵野  伊吹(2)
ﾊﾏﾉ ｲﾌﾞｷ

夢前中        ・兵　庫 DNS

 17  455
小田    徹(1)
ｵﾀﾞ ﾄｵﾙ

夢前中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 １５００ｍ 記録会(6) 12月 3日 11:35

兵庫記録            3'38"11  渡辺  和也(山陽特殊製鋼)             2008年
兵庫高校記録        3'45"46  濱矢  將直( 西 脇 工 )               1988年
兵庫中学記録        3'55"90  池田    親(加古川山手)               2012年
姫路市高校記録      3'53"89  合田  敏和( 姫 路 商 )       　　　　1997年
姫路市中学記録　　　4'03"01　松本　大地(　高　丘　)　　　　　 　　2004年

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17  460
岡部  春輝(2)
ｵｶﾍﾞ ﾊﾙｷ

書写中        ・兵　庫  4:48.77

  2  11  409
船引    佑(2)
ﾌﾅﾋﾞｷ ﾕｳ

姫路灘中      ・兵　庫  4:51.84

  3  12  506
山脇  映空(1)
ﾔﾏﾜｷ ﾊｸ

赤穂東中      ・兵　庫  4:52.19

  4   1  460
前田  佑太(2)
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ

書写中        ・兵　庫  4:55.85

  5  14  438
名倉  一輝(2)
ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ

置塩中        ・兵　庫  4:56.60

  6  16  410
森垣  拓巳(2)
ﾓﾘｶﾞｷ ﾀｸﾐ

飾磨東中      ・兵　庫  5:00.01

  7   4  403
安室  太雅(1)
ﾔｽﾑﾛ ﾀｲｶﾞ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:00.57

  8   6  438
鈴鹿  来希(2)
ｽｽﾞｶ ﾗｲｷ

置塩中        ・兵　庫  5:01.34

  9  18  452
藤井  隼大(1)
ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾀ

淳心中        ・兵　庫  5:01.72

 10   9  459
岡村  圭祐(2)
ｵｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

安室中        ・兵　庫  5:01.83

 11   2  458
田淵  俊丞(2)
ﾀﾌﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ

大的中        ・兵　庫  5:02.61

 12   8  408
下賀  大輔(1)
ｹﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ

山陽中        ・兵　庫  5:03.47

 13  13  573
山場    力(1)
ﾔﾏﾊﾞ ﾘｷ

姫路工高      ・兵　庫  5:03.99

 14   3  408
天辰  昂平(1)
ｱﾏﾀﾂ ｺｳﾍｲ

山陽中        ・兵　庫  5:04.10

 15   7  404
福山  翔琉(1)
ﾌｸﾔﾏ ｶｹﾙ

大白書中      ・兵　庫  5:08.12

 16  10  408
時村  陽彩(2)
ﾄｷﾑﾗ ﾋｲﾛ

山陽中        ・兵　庫  5:15.04

  5  459
入江  奏太(1)
ｲﾘｴ ｶﾅﾀ

安室中        ・兵　庫 DNS

 15  413
廣瀬虎太郎(1)
ﾋﾛｾ ｺﾀﾛｳ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  6組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13  846
小倉  望郁(2)
ｵｸﾞﾗ ﾓﾄｲ

東洋大姫路高  ・兵　庫  4:15.15

  2   9 2519
小西  康基(1)
ｺﾆｼ ｺｳｷ

神戸学院大    ・兵　庫  4:19.34

  3  12 1441
中村    駿(2)
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ

神戸医療福祉大・兵　庫  4:21.59

  4   7  742
澤田  陸杜(1)
ｻﾜﾀﾞ ﾘｸﾄ

姫路高        ・兵　庫  4:27.01

  5  10  408
八幡    楓(3)
ﾔﾊﾀ ｶｴﾃﾞ

山陽中        ・兵　庫  4:27.75

  6   8  408
鈴木  将徳(3)
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

山陽中        ・兵　庫  4:29.40

  7   4 7395
古西  大海(3)
ﾌﾙﾆｼ ﾋﾛｳﾐ

但馬AC        ・兵　庫  4:35.14

  8  17  458
豊島  廉執(2)
ﾄﾖｼﾏ ﾕｷﾄ

大的中        ・兵　庫  4:40.03

  9   5  852
田村    翔(1)
ﾀﾑﾗ ｼｮｳ

東洋大姫路高  ・兵　庫  4:40.98

 10  11  410
寺本  京介(1)
ﾃﾗﾓﾄ ｷｮｳｽｹ

飾磨東中      ・兵　庫  4:42.83

 11   1  747
山下  晃平(1)
ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ

姫路高        ・兵　庫  4:44.50

 12   3  460
大谷  起晴(2)
ｵｵﾀﾆ ﾀﾂﾊﾙ

書写中        ・兵　庫  4:48.77

 13  16  456
黒川  響己(2)
ｸﾛｶﾜ ﾋﾋﾞｷ

姫路東中      ・兵　庫  4:51.14

 14  14  458
久保  航貴(1)
ｸﾎﾞ ｺｳｷ

大的中        ・兵　庫  4:55.79

 15   6  413
土井裕二郎(2)
ﾄﾞｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ

広畑中        ・兵　庫  4:56.48

 16  15  414
足立  大和(1)
ｱﾀﾞﾁ ﾔﾏﾄ

網干中        ・兵　庫  4:58.61

  2 1449
片岡  佑太(3)
ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ

流通科学大    ・兵　庫 DNS

 18  413
中村  海月(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ

広畑中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 ３０００ｍ 記録会(4) 12月 3日 13:00

兵庫記録            7'53"2   竹澤  健介( 早稲田大 )               2007年
兵庫高校記録        8'08"57  西池  和人( 須磨学園 )               2010年
兵庫中学記録        8'21"22  池田    親(加古川山手)               2012年
姫路市中学記録　　　8'39"81　竹澤　健介(　大　津　)　　　　　 　　2001年

記録会 全4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  402
林田    蒼(1)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ

広嶺中        ・兵　庫 10:23.79

  2  15  461
竹内  將啓(2)
ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

大津中        ・兵　庫 10:45.29

  3  17  403
寺坂  虹希(1)
ﾃﾗｻｶ ｺｳｷ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:49.40

  4   2  440
柴田穂孔斗(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾎｸﾄ

菅野中        ・兵　庫 10:58.48

  5  10  410
小川隆之介(1)
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

飾磨東中      ・兵　庫 11:03.34

  6  14  415
佐藤  歩夢(1)
ｻﾄｳ ｱﾕﾑ

朝日中        ・兵　庫 11:05.40

  7   5  440
吉本  颯汰(2)
ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀ

菅野中        ・兵　庫 11:08.88

  8  20  402
蒲田  一磨(2)
ｶﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

広嶺中        ・兵　庫 11:11.11

  9  18  402
星住  健太(1)
ﾎｼｽﾞﾐ ｹﾝﾀ

広嶺中        ・兵　庫 11:15.32

 10  19  440
石丸  直幸(1)
ｲｼﾏﾙ ﾅｵﾕｷ

菅野中        ・兵　庫 11:15.37

 11   1  440
吉田  素良(1)
ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ

菅野中        ・兵　庫 11:18.23

 12   7  415
吉田  真翔(1)
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ

朝日中        ・兵　庫 11:20.74

 13  11  455
松本啓太郎(2)
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ

夢前中        ・兵　庫 11:22.49

 14  12  402
淺見  利也(1)
ｱｻﾐ ﾄｼﾔ

広嶺中        ・兵　庫 11:34.89

 15  16  402
石田    優(2)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳ

広嶺中        ・兵　庫 11:35.40

 16  13  456
朝倉  大河(1)
ｱｻｸﾗ ﾀｲｶﾞ

姫路東中      ・兵　庫 11:36.30

 17   4  440
菅長    聖(1)
ｽｶﾞﾅｶﾞ ｼｮｳ

菅野中        ・兵　庫 11:49.34

 18   9  440
志水  大輝(1)
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ

菅野中        ・兵　庫 12:00.34

 19   3  440
曽賀凜太郎(1)
ｿｶﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

菅野中        ・兵　庫 12:53.70

  8  402
榊    朔哉(2)
ｻｶｷ ｻｸﾔ

広嶺中        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16  402
長政  信亮(1)
ﾅｶﾞﾏｻ ｼﾝｽｹ

広嶺中        ・兵　庫  9:45.00

  2   5  408
山田  一葵(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

山陽中        ・兵　庫  9:58.11

  3  17  412
辻川  将嗣(3)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｻｼ

飾磨西中      ・兵　庫  9:58.78

  4  11  460
髙野  陸斗(2)
ﾀｶﾉ ﾘｸﾄ

書写中        ・兵　庫 10:01.73

  5   6  412
持田  海勢(1)
ﾓﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ

飾磨西中      ・兵　庫 10:08.27

  6   4  460
荒川  満基(2)
ｱﾗｶﾜ ﾐﾂｷ

書写中        ・兵　庫 10:18.56

  7   1  415
山﨑  光流(1)
ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ

朝日中        ・兵　庫 10:20.09

  8  10  413
竹井  彰仁(2)
ﾀｹｲ ｱｷﾋﾄ

広畑中        ・兵　庫 10:21.87

  9  18  415
池田  航大(1)
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

朝日中        ・兵　庫 10:22.48

 10  15  412
山本  広樹(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

飾磨西中      ・兵　庫 10:24.13

 11  14  409
瀬川  晃成(2)
ｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

姫路灘中      ・兵　庫 10:25.40

 12   8  367
高祖賢治郎(2)
ｺｳｿ ｹﾝｼﾞﾛｳ

淳心高        ・兵　庫 10:29.89

 13  20  455
妹尾  楓真(1)
ｾﾉｵ ﾌｳﾏ

夢前中        ・兵　庫 10:34.79

 14  19  413
田宅    陽(2)
ﾀﾔｹ ﾋﾅﾀ

広畑中        ・兵　庫 10:35.57

 15   2  403
日隈  佑介(2)
ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:36.05

 16   9 7384
仲本倫太朗(2)
ﾅｶﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

但馬AC        ・兵　庫 10:36.84

 17   7  440
槌道  祐章(2)
ﾂﾁﾐﾁ ﾖｼｱｷ

菅野中        ・兵　庫 10:36.98

 18   3 1421
藤田  勇斗(1)
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ

神戸第一高    ・兵　庫 10:38.44

 19  12  404
林田    要(2)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾅﾒ

大白書中      ・兵　庫 10:47.38

 13  412
蒲田  優斗(3)
ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

飾磨西中      ・兵　庫 DNS

 21 2871
橋本    集(2)
ﾊｼﾓﾄ ｱﾂﾑ

西脇高        ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  416
田口  文太(2)
ﾀｸﾞﾁ ﾌﾞﾝﾀ

神南中        ・兵　庫  9:37.67

  2   5  556
広井  悠史(2)
ﾋﾛｲ ﾕｳｼﾞ

姫路工高      ・兵　庫  9:43.47

  3  20  419
小室晋一朗(2)
ｵﾑﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ

花田中        ・兵　庫  9:44.39

  4  19  404
児山  幹季(2)
ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ

大白書中      ・兵　庫  9:45.10

  5   4  459
内海  師童(1)
ｳﾂﾐ ｼﾄﾞｳ

安室中        ・兵　庫  9:45.72

  6  17  558
一宮  快渡(2)
ｲﾁﾐﾔ ｶｲﾄ

姫路工高      ・兵　庫  9:49.91

  7   3  452
松谷  越以(2)
ﾏﾂﾀﾆ ｴﾂ

淳心中        ・兵　庫  9:56.42

  8   6  409
荒木  玖仁(1)
ｱﾗｷ ﾋｻﾄ

姫路灘中      ・兵　庫  9:57.61

  9   9  574
髙橋  陽樹(1)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ

姫路工高      ・兵　庫  9:59.08

 10   2  408
畑佐  悠真(3)
ﾊﾀｻ ﾕｳﾏ

山陽中        ・兵　庫 10:00.33

 11  12  412
植田  剛史(3)
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ

飾磨西中      ・兵　庫 10:00.48

 12  11  459
上田  悟士(1)
ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ

安室中        ・兵　庫 10:07.77

 13   8  459
松場  想介(2)
ﾏﾂﾊﾞ ｿｳｽｹ

安室中        ・兵　庫 10:19.75

 14   7 1416
花田麟太郎(2)
ﾊﾅﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

神戸第一高    ・兵　庫 10:19.84

 15  21  312
古川  開理(1)
ﾌﾙｶﾜ ｶｲﾘ

明石北高      ・兵　庫 10:26.84

 16  16  410
白石  北斗(2)
ｼﾗｲｼ ﾎｸﾄ

飾磨東中      ・兵　庫 10:33.65

 17  18  459
田尻    礼(2)
ﾀｼﾞﾘ ﾗｲ

安室中        ・兵　庫 10:33.69

 18  13  408
倉垣  真翔(2)
ｸﾗｶﾞｷ ﾏﾅﾄ

山陽中        ・兵　庫 10:34.01

 19  15  408
竹内  翔真(2)
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾏ

山陽中        ・兵　庫 11:14.47

  1  459
清水  丈登(2)
ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾄ

安室中        ・兵　庫 DNS

 10 5028
増田  勝仁
ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ

新日鐵住金広畑・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  362
喜多村  慧(2)
ｷﾀﾑﾗ ｹｲ

鹿島中        ・兵　庫  9:01.49

  2  18 2904
阿南    快(2)
ｱﾅﾐ ｶｲ

西脇工高      ・兵　庫  9:16.23

  3   9  365
東郷  将史(2)
ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾌﾐ

淳心高        ・兵　庫  9:16.31

  4   7 2916
蘆田  佑樹(1)
ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ

西脇工高      ・兵　庫  9:16.87

  5  11 1341
小野    翼(2)
ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ

飾磨工高      ・兵　庫  9:21.32

  6  19  460
菅野  大輝(3)
ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ

書写中        ・兵　庫  9:24.58

  7  17  459
日笠  和哉(2)
ﾋｶｻ ｶｽﾞﾔ

安室中        ・兵　庫  9:24.75

  8   2  459
永吉  恭理(2)
ﾅｶﾞﾖｼ ｷｮｳｽｹ

安室中        ・兵　庫  9:25.02

  9   4 2918
藤城  凌聖(1)
ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｮｳｾｲ

西脇工高      ・兵　庫  9:25.84

 10  15  846
小倉  望郁(2)
ｵｸﾞﾗ ﾓﾄｲ

東洋大姫路高  ・兵　庫  9:28.21

 11   5  409
井上  昌希(2)
ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

姫路灘中      ・兵　庫  9:29.31

 12  12 2432
角南  隆行(3)
ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ

梅の木ｸﾗﾌﾞ    ・岡　山  9:29.50

 13  21  460
菅野  和輝(3)
ｽｶﾞﾉ ｶｽﾞｷ

書写中        ・兵　庫  9:38.07

 14  20  502
川村  智哉(1)
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾔ

那波中        ・兵　庫  9:45.10

 15   8  414
永岡  紘知(3)
ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛﾄ

網干中        ・兵　庫  9:47.38

 16   3  404
高谷  唯斗(2)
ﾀｶﾀﾆ ﾕｲﾄ

大白書中      ・兵　庫  9:47.97

 17  10  741
中野  真輔(1)
ﾅｶﾉ ｼﾝｽｹ

姫路高        ・兵　庫  9:52.37

  1 1344
瀬戸  路弾(2)
ｾﾄ ﾛﾀﾞﾝ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

 13  459
池野  竜正(3)
ｲｹﾉ ﾘｭｳｾｲ

安室中        ・兵　庫 DNS

 14  412
桐月  健斗(2)
ｷﾘﾂｷ ﾀｹﾄ

飾磨西中      ・兵　庫 DNS

 16  404
児島  健太(3)
ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

大白書中      ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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兵庫記録           13'19"00  竹澤  健介( 早稲田大 )               2007年
兵庫高校記録       13'45"86  北村    聡( 西 脇 工 )               2002年
兵庫中学記録       14'59"2   岡山  光男( 大    蔵 )               1987年
姫路市高校記録     14'22"19  吉村  喜一( 姫 路 商 )       　　　　2009年

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1 1349
三輪  涼介(2)
ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ

飾磨工高      ・兵　庫 15:08.42

  2  20 1105
堀井  陽介(2)
ﾎﾘｲ ﾖｳｽｹ

姫路商高      ・兵　庫 15:23.84

  3  27 1346
中島  悠貴(2)
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ

飾磨工高      ・兵　庫 15:26.42

  4  21  412
川畑  昇大(3)
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ

飾磨西中      ・兵　庫 15:32.21

  5   5 1364
白髭  一生(1)
ｼﾗﾋｹﾞ ｲｯｾｲ

飾磨工高      ・兵　庫 15:35.00

  6   8 1331
松本  海人(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:35.57

  7  11 2908
閑念  拓臣(2)
ｶﾝﾈﾝ ﾀｸﾐ

西脇工高      ・兵　庫 15:38.16

  8  25 3323
山本  昌平(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

佐用高        ・兵　庫 15:41.20

  9   7 1329
劒物  太一(3)
ｹﾝﾓﾂ ﾀｲﾁ

飾磨工高      ・兵　庫 15:41.43

 10  22 2909
中田  颯真(2)
ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾏ

西脇工高      ・兵　庫 15:43.13

 11  10  383
岡本  将希(2)
ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ

明石北高      ・兵　庫 15:44.76

 12   3 1343
砂田  蓮弥(2)
ｽﾅﾀﾞ ﾚﾝﾔ

飾磨工高      ・兵　庫 15:47.59

 13   4 1326
平澤  一輝(3)
ﾋﾗｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ

飾磨工高      ・兵　庫 15:48.74

 14  19 1366
西本    将(1)
ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳ

飾磨工高      ・兵　庫 15:51.85

 15   6 1342
住所  大翔(2)
ｼﾞｭｳｼｮ ﾋﾛﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:56.17

 16  18 1355
河野  脩司(2)
ｶﾜﾉ ｼｭｳｼﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:57.44

 17  14 1361
落合  翔大(1)
ｵﾁｱｲ ｼｮｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 15:57.99

 18   9 1368
宮森  海斗(1)
ﾐﾔﾓﾘ ｶｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:59.02

 19  12 1107
木村駿之介(2)
ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ

姫路商高      ・兵　庫 16:01.86

 20  17 1367
北條  雄士(1)
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 16:05.20

 21  23 1339
井上  泰斗(2)
ｲﾉｳｴ ﾀｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 16:07.38

 22   2 1369
山本  由樹(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ

飾磨工高      ・兵　庫 16:12.91

 23  16 2925
安藤  圭汰(1)
ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ

西脇工高      ・兵　庫 16:20.18

 24  24 8838
日隈  友也(2)
ﾋｸﾞﾏ ﾄﾓﾔ

飾磨工多部    ・兵　庫 16:31.21

 25  13 2525
中島  健登(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾄ

神戸学院大    ・兵　庫 16:49.89

 26  15 3201
山本  康政
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾏｻ

三井造船玉野  ・岡　山 17:15.00

 27  28  655
貝藤  泰誠(2)
ｶｲﾄｳ ﾀｲｾｲ

姫路西高      ・兵　庫 17:23.99

 26 1841
石村  哲夫
ｲｼﾑﾗ ﾃﾂｵ

兵庫県警察    ・兵　庫 DNF

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  28 1324
岡本  哲平(3)
ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ

飾磨工高      ・兵　庫 14:45.78

  2  13 2924
藤本  珠輝(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾏｷ

西脇工高      ・兵　庫 14:47.00

  3  27 1187
山端  哲世(3)
ﾔﾏﾊﾀ ﾃｯｾｲ

姫路商高      ・兵　庫 14:59.39

  4  21 1340
井上  亮真(2)
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾏ

飾磨工高      ・兵　庫 15:01.37

  5  18 2921
谷本  勇陽(1)
ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾋ

西脇工高      ・兵　庫 15:06.29

  6   5 1323
大久保和馬(3)
ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ

飾磨工高      ・兵　庫 15:07.05

  7   4 2999
山口  和樹(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

西脇工高      ・兵　庫 15:08.79

  8  23 2920
酒井  亮太(1)
ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ

西脇工高      ・兵　庫 15:11.37

  9   2 2915
森内  龍成(2)
ﾓﾘｳﾁ ﾘｭｳｾｲ

西脇工高      ・兵　庫 15:14.13

 10  24  656
岩本  忠成(2)
ｲﾜﾓﾄ ﾀﾀﾞﾅﾘ

姫路西高      ・兵　庫 15:14.94

 11  22 1101
藪本  海仁(2)
ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶｲﾄ

姫路商高      ・兵　庫 15:16.17

 12  25 1350
森川　康汰(2)
ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 15:18.51

 13  11 2922
庭月野颯汰(1)
ﾆﾜﾂｷﾉ ｿｳﾀ

西脇工高      ・兵　庫 15:19.86

 14   1 2919
松尾  凌和(1)
ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾜ

西脇工高      ・兵　庫 15:20.34

 15  16 2914
宮本  卓昌(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾏ

西脇工高      ・兵　庫 15:32.23

 16  26 2989
西川  泰世(3)
ﾆｼｶﾜ ﾀｲｾｲ

西脇工高      ・兵　庫 15:32.77

 17   3 1325
小林  恭也(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ

飾磨工高      ・兵　庫 15:33.06

 18  20 2917
片井  宏哉(1)
ｶﾀｲ ﾋﾛﾔ

西脇工高      ・兵　庫 15:38.36

 19  12  735
上野  拓貴(2)
ｳｴﾉ ﾋﾛｷ

姫路高        ・兵　庫 15:47.87

 20   7 1328
梅本  知史(3)
ｳﾒﾓﾄ ﾄﾓﾌﾐ

飾磨工高      ・兵　庫 15:49.09

 21  17 2346
上野  拓海(1)
ｳｴﾉ ﾀｸﾐ

神戸学院大    ・兵　庫 15:49.40

 22   8 2906
尾立  泰規(2)
ｵﾘｭｳ ﾀｲｷ

西脇工高      ・兵　庫 15:49.79

 23  15  386
藤井  拓輝(2)
ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ

明石北高      ・兵　庫 15:53.66

 24   9 1319
池内  真弥(3)
ｲｹｳﾁ ﾏｻﾔ

神戸大        ・兵　庫 16:37.90

 10 5265
段床  健太
ﾀﾞﾝﾄﾞｺ ｹﾝﾀ

神崎郡陸協    ・兵　庫 DNF

  6 2903
吉島  秀信(2)
ﾖｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

西脇工高      ・兵　庫 DNS

 14 5020
西山  和範
ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

新日鐵住金広畑・兵　庫 DNS

 19  653
松本  和幸(2)
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

姫路西高      ・兵　庫 DNS

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）
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男子 ５０００ｍ 記録会(4) 12月 3日 13:50

兵庫記録           13'19"00  竹澤  健介( 早稲田大 )               2007年
兵庫高校記録       13'45"86  北村    聡( 西 脇 工 )               2002年
兵庫中学記録       14'59"2   岡山  光男( 大    蔵 )               1987年
姫路市高校記録     14'22"19  吉村  喜一( 姫 路 商 )       　　　　2009年

記録会 全4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14 1415
東根  英樹(2)
ﾋｶﾞｼﾈ ﾋﾃﾞｷ

神戸第一高    ・兵　庫 16:26.80

  2   2  412
桐月  健斗(2)
ｷﾘﾂｷ ﾀｹﾄ

飾磨西中      ・兵　庫 16:40.94

  3  18 1590
淺尾    凜(1)
ｱｻｵ ﾘﾝ

網干高        ・兵　庫 16:43.26

  4  16 1351
鷲尾  優太(2)
ﾜｼｵ ﾕｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 16:44.09

  5  22 1584
石川  翔生(2)
ｲｼｶﾜ ｼｮｳｷ

網干高        ・兵　庫 17:00.10

  6  17 1443
伊藤  怜男(2)
ｲﾄｳ ﾚｵ

神戸医療福祉大・兵　庫 17:07.51

  7  20 3328
村上  倖輝(2)
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ

佐用高        ・兵　庫 17:10.24

  8  11 1511
小林    心(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ

高砂高        ・兵　庫 17:12.05

  9  21 1436
東    颯太(3)
ｱｽﾞﾏ  ｿｳﾀ

神戸医療福祉大・兵　庫 17:17.44

 10   5 2773
置塩  晋哉(1)
ｵｷｼｵ ｼﾝﾔ

龍野北高      ・兵　庫 17:18.51

 11  19 2882
中  あゆむ(1)
ﾅｶ ｱﾕﾑ

西脇高        ・兵　庫 17:28.01

 12  12  373
田先  立弥(2)
ﾀｻｷ ﾀﾂﾔ

淳心高        ・兵　庫 17:28.93

 13   4 1519
宗廣  晃生(1)
ﾑﾈﾋﾛ ｺｳｾｲ

高砂高        ・兵　庫 17:43.23

 14   6 1520
大浦  拓朗(1)
ｵｵｳﾗ ﾀｸﾛｳ

高砂高        ・兵　庫 18:13.77

 15  24 3336
久保田晴斗(1)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ

佐用高        ・兵　庫 18:20.14

 16   3 3337
中野  悠聖(1)
ﾅｶﾉ ﾕｳｾｲ

佐用高        ・兵　庫 18:22.71

 17  26 2770
安田  真崇(2)
ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

龍野北高      ・兵　庫 18:26.51

 18  27 2880
田中健太郎(1)
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

西脇高        ・兵　庫 18:36.33

 19  13 1440
石原  翔太(2)
ｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ

神戸医療福祉大・兵　庫 18:45.49

 20  23 1510
賀川  大輝(2)
ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

高砂高        ・兵　庫 19:13.51

 21  15 3339
中野  涼聖(1)
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｾｲ

佐用高        ・兵　庫 19:27.21

 22   9 1591
山本  将嗣(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ

網干高        ・兵　庫 20:18.11

  1 1585
西口    諒(1)
ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｮｳ

網干高        ・兵　庫 DNS

  7 1120
成井  快登(1)
ﾅﾙｲ ｶｲﾄ

姫路商高      ・兵　庫 DNS

  8 1362
亀井    翼(1)
ｶﾒｲ ﾂﾊﾞｻ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

 10 2879
達可  浩貴(1)
ﾀﾂｶ ｺｳｷ

西脇高        ・兵　庫 DNS

 25 1516
久保田純平(2)
ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

高砂高        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12 1199
圓尾    智(2)
ﾏﾙｵ ﾄﾓ

姫路商高      ・兵　庫 15:46.89

  2   9 1116
小林  壱樹(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ

姫路商高      ・兵　庫 15:50.10

  3  24 1363
上林  大地(1)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

飾磨工高      ・兵　庫 15:52.74

  4  25 3152
清川  泰希(3)
ｷﾖｶﾜ ﾀｲｷ

赤穂高        ・兵　庫 15:55.80

  5  22 2881
土本  大誠(1)
ﾂﾁﾓﾄ ﾀｲｾｲ

西脇高        ・兵　庫 16:05.78

  6  21 1104
岡田  柊斗(2)
ｵｶﾀﾞ ｼｭｳﾄ

姫路商高      ・兵　庫 16:07.64

  7  14 1106
岡﨑  郁人(2)
ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾄ

姫路商高      ・兵　庫 16:07.94

  8   4 1119
岸本  拓磨(1)
ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

姫路商高      ・兵　庫 16:16.10

  9  19 2573
鈴木  貫太(1)
ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ

兵庫県立大    ・兵　庫 16:19.82

 10  11  847
竹中  慎裕(2)
ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾕｳ

東洋大姫路高  ・兵　庫 16:22.06

 11   2 1403
山口  竜弥(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ

神戸第一高    ・兵　庫 16:22.44

 12  27  394
藤谷  唯人(2)
ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕｲﾄ

明石北高      ・兵　庫 16:23.64

 13   1 1345
寺田  真輝(2)
ﾃﾗﾀﾞ ﾏｷ

飾磨工高      ・兵　庫 16:23.85

 14   7 1365
中川  貴嗣(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾂｸﾞ

飾磨工高      ・兵　庫 16:27.23

 15  23 1118
伊賀  龍平(1)
ｲｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ

姫路商高      ・兵　庫 16:28.97

 16  18  408
平岩  侑馬(3)
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾏ

山陽中        ・兵　庫 16:38.78

 17  13 2870
徳岡  良則(2)
ﾄｸｵｶ ﾖｼﾉﾘ

西脇高        ・兵　庫 16:39.19

 18   6 1582
黒田圭一郎(2)
ｸﾛﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

網干高        ・兵　庫 16:39.48

 19  15 1588
西尾  優大(1)
ﾆｼｵ ﾕｳﾀﾞｲ

網干高        ・兵　庫 16:50.27

 20  10 2872
泥谷    直(2)
ﾋｼﾞﾔ ﾅｵ

西脇高        ・兵　庫 16:54.82

 21   3 2772
三木  皓太(1)
ﾐｷ ｺｳﾀ

龍野北高      ・兵　庫 16:55.55

 22  16 1938
尾上  景太(1)
ｵﾉｳｴ ｹｲﾀ

関西福祉大    ・兵　庫 16:59.18

 23  26 1352
北田  瑞樹(2)
ｷﾀﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

飾磨工高      ・兵　庫 17:34.87

 24   8  409
廣戸  大輔(3)
ﾋﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ

姫路灘中      ・兵　庫 17:36.73

  5 1348
宮田    亮(2)
ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

 17 1102
佐野  良典(2)
ｻﾉ ﾘｮｳｽｹ

姫路商高      ・兵　庫 DNS

 20  301
小中龍之介(2)
ｺﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

明石北高      ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子 １５００ｍ 記録会(5) 12月 3日 10:55

兵庫記録            4'07"86  小林祐梨子(須磨学園高)               2006年
兵庫高校記録        4'07"86  小林祐梨子( 須磨学園 )               2006年
兵庫中学記録        4'19"46  福田  有以( 稲 美 北 )               2010年
姫路市高校記録      4'19"18  林田みさき（姫 路 商）               2012年
姫路市中学記録　　　4'21"00　高橋　ひな（山　　陽）               2013年

記録会 全5組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  402
竹中  杏羽(1)
ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ

広嶺中        ・兵　庫  5:12.76

  2   2  413
大元ひなほ(1)
ｵｵﾓﾄ ﾋﾅﾎ

広畑中        ・兵　庫  5:22.56

  3   6  458
豊島  輝夕(1)
ﾄﾖｼﾏ ｷｾｷ

大的中        ・兵　庫  5:51.30

  4   4  413
上岡    鈴(2)
ｳｴｵｶ ﾘﾝ

広畑中        ・兵　庫  5:52.83

  5   3  413
廣瀬咲々星(2)
ﾋﾛｾ ｻｻﾗ

広畑中        ・兵　庫  5:53.64

  6  12  440
白石  千夏(2)
ｼﾗｲｼ ﾁﾅﾂ

菅野中        ・兵　庫  6:01.29

  7   5  440
芦田緒都葉(2)
ｱｼﾀﾞ ｵﾄﾊ

菅野中        ・兵　庫  6:02.22

  8   9  413
柴谷  恵実(1)
ｼﾊﾞﾀﾆ ｴﾐﾙ

広畑中        ・兵　庫  6:09.98

  9  14  458
藤井乃々華(2)
ﾌｼﾞｲ ﾉﾉｶ

大的中        ・兵　庫  6:13.19

 10  10  440
加茂亜衣梨(2)
ｶﾓ ｱｲﾘ

菅野中        ・兵　庫  6:19.83

 11  13  413
大石  萌加(1)
ｵｵｲｼ ﾓﾓｶ

広畑中        ・兵　庫  6:21.50

 12   8  458
柳田  菜緒(2)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾅｵ

大的中        ・兵　庫  6:27.57

 13  15  402
松原  夏芽(1)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾂﾒ

広嶺中        ・兵　庫  6:28.78

 14   1  413
森本  理子(2)
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｺ

広畑中        ・兵　庫  6:31.25

  7  402
青田  凛子(2)
ｱｵﾀ ﾘｺ

広嶺中        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  406
横山  凛央(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ

白鷺中        ・兵　庫  5:32.41

  2  15  408
飯田茜央乃(2)
ｲｲﾀﾞ ｱｵﾉ

山陽中        ・兵　庫  5:40.47

  3   8  404
黒田    麗(1)
ｸﾛﾀﾞ ｳﾗﾗ

大白書中      ・兵　庫  5:41.17

  4   6  402
西村  心愛(1)
ﾆｼﾑﾗ ｺｺｱ

広嶺中        ・兵　庫  5:44.07

  5   1  408
廣内    望(1)
ﾋﾛｳﾁ ﾉｿﾞﾐ

山陽中        ・兵　庫  5:45.68

  6  10  415
原田  佳歩(2)
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ

朝日中        ・兵　庫  5:47.98

  7   9  408
富田    鼓(2)
ﾄﾐﾀ ﾂﾂﾞﾐ

山陽中        ・兵　庫  5:56.68

  8  13  408
小濱  春凪(2)
ｺﾊﾏ ﾊﾙﾅ

山陽中        ・兵　庫  5:59.23

  9   2  404
紙谷  渚月(2)
ｶﾐﾀﾆ ﾅﾂｷ

大白書中      ・兵　庫  6:07.66

 10   5  404
山田ちひろ(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

大白書中      ・兵　庫  6:09.68

 11  11  404
増田  七菜(1)
ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅ

大白書中      ・兵　庫  6:18.50

 12   7  459
中塚  美咲(1)
ﾅｶﾂｶ ﾐｻｷ

安室中        ・兵　庫  6:19.31

 13   3  404
西田  結衣(2)
ﾆｼﾀﾞ ﾕｲ

大白書中      ・兵　庫  6:33.38

 14   4  459
鈴木  るな(1)
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ

安室中        ・兵　庫  6:49.99

 15  14  459
大道りょう(1)
ｵｵﾐﾁ ﾘｮｳ

安室中        ・兵　庫  7:28.10

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  415
眞田  未優(2)
ｻﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ

朝日中        ・兵　庫  5:23.74

  2   2  408
常峰  美佑(2)
ﾂﾈﾐﾈ ﾐﾕ

山陽中        ・兵　庫  5:25.34

  3  13  459
牛尾  百映(2)
ｳｼｵ ﾓｴ

安室中        ・兵　庫  5:27.19

  4  14  404
大本  真由(1)
ｵｵﾓﾄ ﾏﾕ

大白書中      ・兵　庫  5:34.75

  5   8  408
平井  華奈(2)
ﾋﾗｲ ﾊﾅ

山陽中        ・兵　庫  5:35.12

  6   6  415
山下  玲奈(1)
ﾔﾏｼﾀ ﾚｲﾅ

朝日中        ・兵　庫  5:43.99

  7   5  404
石見萌愛花(2)
ｲﾜﾐ ﾓｴｶ

大白書中      ・兵　庫  5:44.50

  8   4  408
山﨑ひなた(2)
ﾔﾏｻｷ ﾋﾅﾀ

山陽中        ・兵　庫  5:48.21

  9   9  403
横川  彩妃(1)
ﾖｺｶﾞﾜ ｻｷ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:50.23

 10  12  405
小椋菜々美(2)
ｵｸﾞﾗ ﾅﾅﾐ

東光中        ・兵　庫  5:51.64

 11   1  455
森    七海(2)
ﾓﾘ ﾅﾅﾐ

夢前中        ・兵　庫  5:59.25

 12   7  455
増川  実紗(2)
ﾏｽｶﾜ ﾐｻ

夢前中        ・兵　庫  6:00.52

 13  16  459
中上  雅琳(1)
ﾅｶｳｴ ﾏﾘﾝ

安室中        ・兵　庫  6:05.17

 14  10  402
大杉  愛光(2)
ｵｵｽｷﾞ ｱｲﾐ

広嶺中        ・兵　庫  6:11.91

 15  15  455
上岡  愛美(1)
ｳｴｵｶ ﾏﾅﾐ

夢前中        ・兵　庫  6:19.26

 11 1451
田原  麻衣(1)
ﾀﾊﾗ ﾏｲ

神戸第一高    ・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  413
岡崎  有里(1)
ｵｶｻﾞｷ ﾕﾘ

広畑中        ・兵　庫  5:11.23

  2   9  406
甘崎  結芽(1)
ｱﾏｻｷ ﾕﾒ

白鷺中        ・兵　庫  5:11.41

  3  12  455
寺本    葵(1)
ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ

夢前中        ・兵　庫  5:12.77

  4   2  438
森口  朱羽(2)
ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｹﾞﾊ

置塩中        ・兵　庫  5:17.15

  5   8  461
長谷川瑞紀(1)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

大津中        ・兵　庫  5:17.44

  6  16  403
森井  夢羽(2)
ﾓﾘｲ ﾕﾒﾊ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:17.72

  7   4  413
福井  智美(2)
ﾌｸｲ ﾄﾓﾐ

広畑中        ・兵　庫  5:17.74

  8  13 7394
古西  亜海(1)
ﾌﾙﾆｼ ｱﾐ

但馬AC        ・兵　庫  5:20.17

  9  10  456
寺谷  愛美(2)
ﾃﾗﾀﾆ ｱｲﾐ

姫路東中      ・兵　庫  5:21.95

 10   3  459
内田明日香(1)
ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ

安室中        ・兵　庫  5:22.36

 11  14  458
高尾  美咲(2)
ﾀｶｵ ﾐｻｷ

大的中        ・兵　庫  5:27.50

 12  15  438
橋本  澪梨(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾐｵﾘ

置塩中        ・兵　庫  5:35.25

 13   6  403
内海  優音(2)
ｳﾂﾐ ﾕｳﾈ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:35.29

 14   1  404
新垣  聡子(1)
ｱﾗｶｷ ｻﾄｺ

大白書中      ・兵　庫  5:38.40

 15   5  455
中尾  彩華(2)
ﾅｶｵ ｱﾔｶ

夢前中        ・兵　庫  5:52.15

 11  459
松井  愛梨(1)
ﾏﾂｲ ｱｲﾘ

安室中        ・兵　庫 DNS

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  458
久保  舞依(1)
ｸﾎﾞ ﾏｲ

大的中        ・兵　庫  4:54.92

  2  12  506
村下  綺菜(1)
ﾑﾗｼﾀ ｱﾔﾅ

赤穂東中      ・兵　庫  5:00.14

  3   1  412
小林  青葉(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊﾞ

飾磨西中      ・兵　庫  5:01.87

  4   3  438
砂田  芽緯(1)
ｽﾅﾀﾞ ﾒｲ

置塩中        ・兵　庫  5:02.11

  5  10  412
生田  紗良(1)
ｲｸﾀ ｻﾗ

飾磨西中      ・兵　庫  5:06.77

  6  13  412
三木  双葉(1)
ﾐｷ ﾌﾀﾊﾞ

飾磨西中      ・兵　庫  5:07.15

  7  15  412
末兼  優由(1)
ｽｴｶﾈ ﾕﾕ

飾磨西中      ・兵　庫  5:07.26

  8  16  413
福田  吉穂(2)
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾎ

広畑中        ・兵　庫  5:07.35

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   5  413
内藤  麻結(1)
ﾅｲﾄｳ ﾏﾕ

広畑中        ・兵　庫  5:08.14

 10  14  406
三村加奈歩(1)
ﾐﾑﾗ ｶﾅﾎ

白鷺中        ・兵　庫  5:08.64

 11   9  506
東川  蒼生(2)
ﾋｶﾞｼｶﾜ ｱｵｲ

赤穂東中      ・兵　庫  5:13.16

 12   2  459
福岡  陽詩(1)
ﾌｸｵｶ ﾋﾅﾀ

安室中        ・兵　庫  5:20.78

 13   4 5098
橋本奈央子(1)
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ

IRC           ・兵　庫  5:22.68

 14  11  459
七野  加奈(1)
ｼﾁﾉ ｶﾅ

安室中        ・兵　庫  5:25.78

 15   8  459
後藤  朱里(2)
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ

安室中        ・兵　庫  5:49.20

  6 1452
藤井  沙雪(1)
ﾌｼﾞｲ ｻﾕｷ

神戸第一高    ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子 ３０００ｍ 記録会(2) 12月 3日 12:30

兵庫記録            8'52"33  小林祐梨子(須磨学園高)               2005年
兵庫高校記録        8'52"33  小林祐梨子( 須磨学園 )               2005年
兵庫中学記録        9'21"07  小林祐梨子( 旭    丘 )               2003年
姫路市高校記録      9'15"07  林田みさき（姫 路 商）               2013年
姫路市中学記録　　　9'23"22　高橋　ひな(山　　陽)　　　　　　　　 2013年

記録会 全2組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12 1148
生田  千賀(1)
ｲｸﾀ ﾁｶ

姫路商高      ・兵　庫 10:41.75

  2  15  415
田川  千尋(2)
ﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ

朝日中        ・兵　庫 10:49.21

  3   6  413
内藤  麻結(1)
ﾅｲﾄｳ ﾏﾕ

広畑中        ・兵　庫 10:50.42

  4  13  413
福田  吉穂(2)
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾎ

広畑中        ・兵　庫 11:12.71

  5  20  712
原田  侑依(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ

姫路高        ・兵　庫 11:15.87

  6  17 2826
寺岡  歩美(2)
ﾃﾗｵｶ ｱﾕﾐ

西脇高        ・兵　庫 11:16.65

  7  19 2742
八木沙也加(2)
ﾔｷﾞ ｻﾔｶ

龍野北高      ・兵　庫 11:16.69

  8  18  460
國光  咲良(2)
ｸﾆﾐﾂ ｻｸﾗ

書写中        ・兵　庫 11:19.39

  9  11  415
清水  茉央(1)
ｼﾐｽﾞ ﾏｵ

朝日中        ・兵　庫 11:32.91

 10   2 1898
牛尾  凪沙(1)
ｳｼｵ ﾅｷﾞｻ

日ノ本高      ・兵　庫 11:36.56

 11   4  415
辻本明日香(2)
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｽｶ

朝日中        ・兵　庫 11:41.91

 12  21  460
森川    憂(2)
ﾓﾘｶﾜ ﾕｳ

書写中        ・兵　庫 12:08.46

 13  16  460
佐藤  蒼生(1)
ｻﾄｳ ｱｵｲ

書写中        ・兵　庫 12:12.86

 14   7  460
田靡  真琴(1)
ﾀﾅﾋﾞｷ ﾏｺﾄ

書写中        ・兵　庫 12:21.91

 15   3  460
松本    瞳(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ

書写中        ・兵　庫 12:35.33

 16  14 2749
井口みさき(1)
ｲｸﾞﾁ ﾐｻｷ

龍野北高      ・兵　庫 13:01.00

 17   9 2741
竹田  梨奈(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ

龍野北高      ・兵　庫 13:23.38

  1 2745
石井  愛海(1)
ｲｼｲ ｱﾐ

龍野北高      ・兵　庫 DNS

  5 2743
田路まゆか(2)
ﾄｳｼﾞ ﾏﾕｶ

龍野北高      ・兵　庫 DNS

  8 1897
冨田  実侑(1)
ﾄﾐﾀ ﾐﾕｳ

日ノ本高      ・兵　庫 DNS

 10 1149
東    芽生(1)
ｱｽﾞﾏ ﾒｲ

姫路商高      ・兵　庫 DNS

 22  408
磯田  莉子(2)
ｲｿﾀﾞ ﾘｺ

山陽中        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17 1132
福永  桃菜(2)
ﾌｸﾅｶﾞ ﾓﾓﾅ

姫路商高      ・兵　庫  9:57.02

  2  12 1125
山本  千絵(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ

姫路商高      ・兵　庫 10:05.05

  3  21 5076
竹川  弥生
ﾀｹｶﾞﾜ ﾔｴ

安室ＲＣ      ・兵　庫 10:08.42

  4  22 1147
田中  みく(1)
ﾀﾅｶ ﾐｸ

姫路商高      ・兵　庫 10:09.59

  5   3 3195
清水  里名(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ

赤穂高        ・兵　庫 10:15.34

  6   6  459
磯部  莉那(3)
ｲｿﾍﾞ ﾘﾅ

安室中        ・兵　庫 10:18.08

  7   7  408
干飯  里桜(1)
ﾎｼｲ ﾘｵ

山陽中        ・兵　庫 10:28.44

  8  15  412
尾上  未紗(2)
ｵﾉｳｴ ﾐｻ

飾磨西中      ・兵　庫 10:31.09

  9   5 1131
前田久瑠実(2)
ﾏｴﾀﾞ ｸﾙﾐ

姫路商高      ・兵　庫 10:37.57

 10   4  408
国本  陽菜(2)
ｸﾆﾓﾄ ﾊﾙﾅ

山陽中        ・兵　庫 10:39.14

 11  20 1134
小林  灯里(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ

姫路商高      ・兵　庫 10:40.84

 12  10  412
北野  小槙(1)
ｷﾀﾉ ｺﾏｷ

飾磨西中      ・兵　庫 10:42.46

 13  19  416
井上  瑞稀(3)
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ

神南中        ・兵　庫 10:42.88

 14  13  408
髙島  美桜(2)
ﾀｶｼﾏ ﾐｵ

山陽中        ・兵　庫 10:44.34

 15   9  408
堀内  海優(1)
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｳ

山陽中        ・兵　庫 10:46.17

 16  11 1536
米崎  温美(2)
ﾖﾈｻﾞｷ ｱﾂﾐ

網干高        ・兵　庫 10:47.53

 17  14 1130
久保  未来(2)
ｸﾎﾞ ﾐｸ

姫路商高      ・兵　庫 10:59.93

 18  18  408
山口  夢佳(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒｶ

山陽中        ・兵　庫 11:12.87

 19   8 1133
河津みらい(2)
ｶﾜﾂﾞ ﾐﾗｲ

姫路商高      ・兵　庫 11:13.21

 20   2  459
小西  結奈(2)
ｺﾆｼ ﾕﾅ

安室中        ・兵　庫 11:25.74

  1  412
生田  紗良(1)
ｲｸﾀ ｻﾗ

飾磨西中      ・兵　庫 DNS

 16  459
笹沼  美月(2)
ｻｻﾇﾏ ﾐﾂﾞｷ

安室中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）

 



   2016 年    姫路市長距離記録会   〔H28.12.3（土）   ウインク陸上競技場〕                      Pages: 8 

男子小学34年 ８００ｍ 記録会(2) 12月 3日  9:50

記録会 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3    1
井上    旭(3)
ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ

砥堀(姫路市)  ・兵　庫  2:50.01

  2  12    1
井上  修治(4)
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ

砥堀(姫路市)  ・兵　庫  2:55.53

  3  17   33
古田  晴樹(4)
ﾌﾙﾀ ﾊﾙｷ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  2:57.97

  4  13   13
米澤  泰成(4)
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  2:58.34

  5   8   58
池田    新(4)
ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:05.86

  6   9   60
山本  伊織(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｲｵﾘ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:08.57

  7  18   11
竹下  弘希(4)
ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:10.28

  8  10  470
西村  星七(3)
ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ

安室RC        ・兵　庫  3:10.47

  9  14   60
樽本  朝陽(4)
ﾀﾙﾓﾄ ｱｻﾋ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:16.57

 10   4   60
米澤  志優(3)
ﾖﾈｻﾞﾜ ｼﾕｳ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:17.70

 11   6   60
赤錆  力魁(4)
ｱｶｻﾋﾞ ｶｲ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:25.78

 12   7  470
楠    宗大(3)
ｸｽﾉｷ ｿｳﾀﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  3:27.64

 13   2   33
井上  遼也(4)
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:29.73

 14  16   60
丸尾  蘭丸(4)
ﾏﾙｵ ﾗﾝﾏﾙ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:35.83

  1   60
高原  陽音(4)
ﾀｶﾊﾗ ﾊﾙﾄ

古知(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  5   38
田中  大登(3)
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ

大津茂(姫路市)・兵　庫 DNS

 11   13
松原  憂弥(3)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾔ

曽左(姫路市)  ・兵　庫 DNS

 15    1
藤原  士苑(4)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｵﾝ

砥堀(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   29
岩橋  右京(4)
ｲﾜﾊｼ ｳｷｮｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:53.96

  2  15   29
曽我  亮介(4)
ｿｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:00.15

  3   5   29
山本  翔大(4)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:06.96

  4  11   11
伊藤  嘉仁(4)
ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:11.95

  5   8   11
草壁  祐仁(3)
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:12.46

  6   7   29
嵯峨山煌人(4)
ｻｶﾞﾔﾏ ｺｳﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:13.71

  7  10   11
梶浦  睦樹(4)
ｶｼﾞｳﾗ ﾑﾂｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:13.89

  8   9   29
西下  直哉(4)
ﾆｼｼﾀ ﾅｵﾔ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:15.16

  9  14   41
祐谷  琉稀(4)
ﾕｳﾔ ﾙｷ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:17.85

 10  12   29
間人  揚平(4)
ﾊｼｭｳﾄﾞ ﾖｳﾍｲ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:20.97

 11  13   11
藤井  煌力(3)
ﾌｼﾞｲ ｺｳﾘｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:21.06

 12  16   11
八木  遥斗(3)
ﾔｷﾞ ﾊﾙﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:23.99

 13   1   11
紺谷  壮大(4)
ｺﾝﾀﾆ ｿｳﾀﾞｲ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:24.51

 14   3   11
貴傳名琉生(3)
ｷﾃﾞﾅ ﾘｭｳｾｲ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:24.70

 15   2   11
尾上  琉仁(3)
ｵﾉｳｴ ﾘｭｳﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:26.90

 16   6   11
大山  和也(3)
ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:29.11

 

男子小学56年 ８００ｍ 記録会 12月 3日  9:35

記録会
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  860
廣瀬  創大(6)
ﾋﾛｾ ｿｳﾀ

但馬AC        ・兵　庫  2:27.79

  2   2  470
高見  陸亜(6)
ﾀｶﾐ ﾘｸｱ

安室RC        ・兵　庫  2:31.26

  3   3  860
谷口  翔夢(6)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ

但馬AC        ・兵　庫  2:32.78

  4  11   16
原田    光(6)
ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾙ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:36.21

  5   6  470
小畑  空明(6)
ｵﾊﾞﾀ ｿﾗｱｷ

安室RC        ・兵　庫  2:40.98

  6   4   33
孝橋    仁(6)
ｺｳﾊｼ ｼﾞﾝ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  2:52.87

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  7   9   16
髙谷  隼杜(6)
ﾀｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:58.91

  8   1   13
野崎  優樹(5)
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｷ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  3:01.53

  9  10   33
日下  緋悠(6)
ｸｻｶ ﾋﾕｳ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:09.25

 10   5   13
浦谷  拓磨(5)
ｳﾗﾔ ﾀｸﾏ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  3:45.20

  7   11
竹下  弘希(4)
ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫 DNS
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男子小学34年 １５００ｍ 記録会(2) 12月 3日 10:45

記録会 全2組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   13
井上  滉大(4)
ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:30.35

  2   3   58
小林  大斗(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  5:47.65

  3   2  470
ワード  天(3)
ﾜｰﾄﾞ ﾃﾝ

安室RC        ・兵　庫  5:50.96

  4  14  470
寺本  悠良(3)
ﾃﾗﾓﾄ ﾕﾗ

安室RC        ・兵　庫  5:54.20

  5  13  472
中野  陽仁(4)
ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ

IRC           ・兵　庫  5:57.92

  6  10   58
池田  來斗(3)
ｲｹﾀﾞ ﾗｲﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:02.49

  7   4  470
石井    伯(3)
ｲｼｲ ﾊｸ

安室RC        ・兵　庫  6:13.80

  8   7   13
福井  悠斗(3)
ﾌｸｲ ﾕｳﾄ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  6:17.60

  9   1  470
難波江拓歩(3)
ﾅﾊﾞｴ ﾀｸﾑ

安室RC        ・兵　庫  6:22.65

 10  11   33
妹尾  陽太(4)
ｾﾉｵ ﾋﾅﾀ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  6:28.48

 11  12  470
垣本  尊琉(3)
ｶｷﾓﾄ ﾀｹﾙ

安室RC        ・兵　庫  6:40.11

 12   8   58
荒木  遥登(3)
ｱﾗｷ ﾊﾙﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:44.24

 13   9  470
松田将太朗(3)
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

安室RC        ・兵　庫  6:49.76

  6   58
山本    慶(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  371
田中  颯眞(4)
ﾀﾅｶ ｿｳﾏ

北浜JRC       ・兵　庫  5:09.93

  2   7  371
加藤  璃久(4)
ｶﾄｳ ﾘｸ

北浜JRC       ・兵　庫  5:13.26

  3   8   13
藤原  槙士(4)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷﾄ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:19.76

  4  11   13
井上  翔大(4)
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:25.87

  5   6  470
山口    輝(4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

安室RC        ・兵　庫  5:36.68

  6   5  760
田中  隼瑠(4)
ﾀﾅｶ ﾊﾙ

淡路陸上教室  ・兵　庫  5:45.98

  7   3   58
前田  仁慶(4)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾞﾝｹｲ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  5:48.87

  8   9  371
松井  大翔(3)
ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ

北浜JRC       ・兵　庫  5:53.21

  9  13   29
西川  太陽(4)
ﾆｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:53.25

 10   4   29
岡本  侑晟(4)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｾｲ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  6:08.46

 11  10    8
坂本  海斗(3)
ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ

城西(姫路市)  ・兵　庫  6:09.17

 12   1   29
花田  海人(4)
ﾊﾅﾀﾞ ｶｲﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  6:32.07

 13  14   13
岩倉  永将(3)
ｲﾜｸﾗ ｴｲｼｮｳ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  6:51.00

  2   27
河野晋太朗(4)
ｺｳﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

白浜(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子小学56年 １５００ｍ 記録会(3) 12月 3日 10:10

兵庫小学記録(5年)　 4'37"54　中尾　大樹(北浜JRC)　　　            2010年
兵庫小学記録(6年)　 4'27"88　中尾　大樹(北浜JRC)　　　            2011年
姫路市小学記録(5年) 4'48"77  森　　脩帆（城　乾）                 2008年　
姫路市小学記録(6年) 4'36"84  綾部　　翼（大津茂）                 2007年

記録会 全3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11   13
谷口倫太郎(6)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  4:59.28

  2   8   16
南    汰樹(6)
ﾐﾅﾐ ﾀｲｷ

青山(姫路市)  ・兵　庫  4:59.84

  3   1    8
澤山  裕哉(6)
ｻﾜﾔﾏ ﾕｳﾔ

城西(姫路市)  ・兵　庫  5:04.01

  4  16   13
井上  大輝(5)
ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:24.28

  5  18    8
坂本  陽太(6)
ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ

城西(姫路市)  ・兵　庫  5:30.84

  6   5   33
橋本  圭汰(5)
ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:36.77

  7   9    8
大西  虎徹(6)
ｵｵﾆｼ ｺﾃﾂ

城西(姫路市)  ・兵　庫  5:39.46

  8   3   16
西田  拓未(6)
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

青山(姫路市)  ・兵　庫  5:41.05

  9  17   33
西脇    翼(6)
ﾆｼﾜｷ ﾂﾊﾞｻ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:41.24

 10   4    8
國光  優月(6)
ｸﾆﾐﾂ ﾕﾂﾞｷ

城西(姫路市)  ・兵　庫  5:43.34

 11  12   33
矢野  太稀(6)
ﾔﾉ ﾀｲｷ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:45.89

 12   7    8
佐倉  旦一(6)
ｻｸﾗ ｱｷﾋﾄ

城西(姫路市)  ・兵　庫  5:46.64

 13   6   16
細野  崇人(6)
ﾎｿﾉ ﾀｶﾄ

青山(姫路市)  ・兵　庫  5:49.95

 14  15   33
伊藤  大智(5)
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  6:22.69

 15  13   40
松井  大和(5)
ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ

網干西(姫路市)・兵　庫  6:41.72

 16  14   42
山中  太陽(6)
ﾔﾏﾅｶ ﾋｶﾙ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:42.31

 17  10   33
吉田    月(6)
ﾖｼﾀﾞ ﾗｲﾄ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  6:45.98

  2   13
髙野  海斗(6)
ﾀｶﾉ ｶｲﾄ

曽左(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  470
池田  成輝(6)
ｲｹﾀﾞ ﾅﾙｷ

安室RC        ・兵　庫  5:08.79

  2  14   24
三和龍之介(6)
ﾐﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:24.29

  3  17   29
曽我  侑紀(6)
ｿｶﾞ ﾕｳｷ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:28.61

  4   9   22
小林  優真(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:30.98

  5  10   11
大山  悠稀(5)
ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:32.88

  6  19   22
島崎  晃樹(5)
ｼﾏｻｷ ｺｳｷ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:33.18

  7  15   29
北川真乃介(5)
ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:33.58

  8   6   11
山田  隼大(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:34.29

  9   8   42
杉本  莞大(5)
ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾝﾀ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  5:50.51

 10  11   29
藤原  正道(6)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾐﾁ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:52.38

 11  16  470
山口  陽大(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:53.70

 12   4   24
松村  匠馬(5)
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾏ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:55.68

 13  18   24
黒田  貴哉(6)
ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾔ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:04.00

 14   2   24
金井  祐人(5)
ｶﾅｲ ﾕｳﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:05.48

 15   5   22
橋本  昂紀(5)
ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  6:08.33

 16   3   24
船曳    葵(6)
ﾌﾅﾋﾞｷ ｱｵｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  7:03.21

  1   24
毛利  慶治(6)
ﾓｳﾘ ｹｲｼﾞ

荒川(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  7   24
植木歩乃花(6)
ｳｴｷ ﾎﾉｶ

荒川(姫路市)  ・兵　庫 DNS

 13   11
難波  真翔(6)
ﾅﾝﾊﾞ ﾏﾅﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17   11
森井  大夢(6)
ﾓﾘｲ ﾋﾛﾑ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  4:55.61

  2  11  470
中村  雅輝(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ

安室RC        ・兵　庫  4:56.81

  3  16   24
藤田  大智(6)
ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  4:57.58

  4  15   29
三木  浩輔(5)
ﾐｷ ｺｳｽｹ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  4:58.30

  5  13  470
沖中  康生(6)
ｵｷﾅｶ ｺｳｾｲ

安室RC        ・兵　庫  5:03.49

  6   6  371
松井  大倭(5)
ﾏﾂｲ ﾔﾏﾄ

北浜JRC       ・兵　庫  5:05.59

  7   9  371
松田  風人(6)
ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳﾄ

北浜JRC       ・兵　庫  5:09.00

  8  19  860
廣瀬  創大(6)
ﾋﾛｾ ｿｳﾀ

但馬AC        ・兵　庫  5:09.04

  9   4   24
飯塚  海斗(6)
ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:11.36

 10   5  760
伊藤  公平(6)
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ

淡路陸上教室  ・兵　庫  5:16.54

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 11  18   24
大対  渉世(5)
ｵｵﾂｲ ｼｮｳｾｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:24.30

 12  14   11
扇谷  勇輝(6)
ｵｳｷﾞﾔ ﾕｳｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:26.57

 13   8   11
草壁  亮太(6)
ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:27.77

 14   7   24
小野    彗(6)
ｵﾉ ﾎｳｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:29.36

 15   1   11
今村  優汰(6)
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:29.61

 16   2   29
神垣  哉太(6)
ｶﾐｶﾞｷ ｶﾅﾀ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:29.87

 17   3   11
赤松  幹太(6)
ｱｶﾏﾂ ｶﾝﾀ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:34.18

 18  12   29
山口惟久真(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾏ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:45.51

 10   30
萬矢  和寿(6)
ﾏﾝﾔ ｶｽﾞﾄｼ

飾磨(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子小学34年 ８００ｍ 記録会(2) 12月 3日  9:40

記録会 全2組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  470
種    知里(3)
ﾀﾈ ﾁｻﾄ

安室RC        ・兵　庫  3:00.55

  2  14  470
久保帆乃加(3)
ｸﾎﾞ ﾎﾉｶ

安室RC        ・兵　庫  3:01.46

  3   4  470
山川恵里奈(3)
ﾔﾏｶﾜ ｴﾘﾅ

安室RC        ・兵　庫  3:02.49

  4   2   33
山國  莉茉(4)
ﾔﾏｸﾆ ﾘﾏ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:04.61

  5   3    8
織部  梨珠(4)
ｵﾘﾍﾞ ﾘｽﾞ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:08.85

  6  10   60
伊藤  愛莉(4)
ｲﾄｳ ｱｲﾘ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:10.56

  7  13   58
池田  神楽(3)
ｲｹﾀﾞ ｶｸﾞﾗ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:11.35

  8  12   11
森井  夢奏(3)
ﾓﾘｲ ﾕｶﾅ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:14.76

  9   1   33
湯田  恋渚(4)
ﾕﾀﾞ ｺｺﾅ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:17.41

 10   5   11
田中  志歩(3)
ﾀﾅｶ ｼﾎ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:19.96

 11   8   33
樋口    凛(4)
ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:20.91

 12   6   60
前髙さくら(3)
ﾏｴﾀｶ ｻｸﾗ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:21.68

 13  11    8
西田  陽南(4)
ﾆｼﾀﾞ ﾋﾅ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:21.68

 14   7   11
角村  実咲(3)
ﾂﾉﾑﾗ ﾐｻｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:21.69

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  470
本田  彩乃(4)
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ

安室RC        ・兵　庫  2:46.25

  2   7  371
山下  真央(4)
ﾔﾏｼﾀ ﾏｵ

北浜JRC       ・兵　庫  2:47.30

  3  11   29
新井  結有(4)
ｱﾗｲ ﾕｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:53.81

  4  13   29
長濱  梨紗(4)
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｻ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:59.40

  5  12   11
山根  華音(4)
ﾔﾏﾈ ｶﾉﾝ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:02.92

  6   4   29
高橋  美憂(4)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:04.45

  7   1   29
野田帆乃香(4)
ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:04.96

  8  15   39
永岡  由衣(3)
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｲ

網干(姫路市)  ・兵　庫  3:09.38

  9   5   11
小林  望笑(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｴﾙ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:11.79

 10   8   29
大道  美波(4)
ｵｵﾐﾁ ﾐﾅﾐ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:12.79

 11   2   29
伊郷  璃凪(4)
ｲｺﾞｳ ﾘﾕﾅ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:14.36

 12   3   11
岩佐  胡春(4)
ｲﾜｻ ｺﾊﾙ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:15.99

 13   9   11
難波  萌果(4)
ﾅﾝﾊﾞ ﾎﾉｶ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  3:17.80

 14   6   29
大野  桜侑(4)
ｵｵﾉ ﾐﾕｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:18.64

 10   42
山下  晏奈(4)
ﾔﾏｼﾀ ｱﾝﾅ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子小学56年 ８００ｍ 記録会(3) 12月 3日  9:20

兵庫小学記録(5年)　 2'21"27　　高橋　ひな( 荒　 川 )　　　        2009年
兵庫小学記録(6年)　 2'17"28    髙橋　ひな( 荒　 川 ）             2010年
姫路市小学記録(5年) 2'21"27　　高橋　ひな( 荒   川 )　　　        2009年
姫路市小学記録(6年) 2'17"28    髙橋　ひな( 荒　 川 ）             2010年

記録会 全3組
  1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2   16
大田原涼夢(6)
ｵｵﾀﾜﾗ ﾘﾑ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:53.69

  2   4  873
今西  日向(6)
ｲﾏﾆｼ ﾋﾅﾀ

柴山(美方郡)  ・兵　庫  2:54.64

  3  15   38
田口  紗彩(5)
ﾀｸﾞﾁ ｻｱﾔ

大津茂(姫路市)・兵　庫  2:58.29

  4  12   38
神農  瀬璃(5)
ｶﾝﾉ ｾﾘ

大津茂(姫路市)・兵　庫  2:59.09

  5  10   16
小林  彩音(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:59.91

  6   5   60
橋本瑚乃佳(5)
ﾊｼﾓﾄ ｺﾉｶ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:01.33

  7   7   60
中村  麗衣(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ

古知(姫路市)  ・兵　庫  3:02.79

  8   3   16
原    葵衣(5)
ﾊﾗ ｱｵｲ

青山(姫路市)  ・兵　庫  3:02.81

  9   8   16
柴原  乙華(6)
ｼﾊﾞﾊﾗ ｵﾄｶ

青山(姫路市)  ・兵　庫  3:03.76

 10  11   33
小篠  陽菜(5)
ｵｻﾞｻ ﾋﾅ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:05.17

 11  14   33
竹田  晶歩(5)
ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾎ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:08.60

 12   9   33
木下  莉緒(5)
ｷｼﾀ ﾘｵ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:09.21

 13   6   16
小林  友愛(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ

青山(姫路市)  ・兵　庫  3:13.38

 14  13   16
吉田  朱寧(6)
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ

青山(姫路市)  ・兵　庫  3:26.57

 15   1   16
池田  真緒(6)
ｲｹﾀﾞ ﾏｵ

青山(姫路市)  ・兵　庫  3:26.60

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3    8
織部  真凜(6)
ｵﾘﾍﾞ ﾏﾘﾝ

城西(姫路市)  ・兵　庫  2:42.38

  2  14   16
臼井  美咲(6)
ｳｽｲ ﾐｻｷ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:48.38

  3   7   16
児山  生奈(6)
ｺﾔﾏ ｾｲﾅ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:51.82

  4  10   29
濵村  珈帆(5)
ﾊﾏﾑﾗ ｶﾎ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:56.69

  5  15    8
海原ももな(5)
ｶｲﾊﾞﾗ ﾓﾓﾅ

城西(姫路市)  ・兵　庫  2:57.36

  6  12   16
後藤  陽彩(6)
ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ

青山(姫路市)  ・兵　庫  2:59.55

  7   9    8
中村  有希(6)
ﾅｶﾑﾗ ｱｷ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:00.06

  8   2    8
西田  光織(6)
ﾆｼﾀﾞ ﾐｵ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:01.73

  9   5   16
中村  夏希(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ

青山(姫路市)  ・兵　庫  3:05.45

 10   6    8
佐野  瑞季(5)
ｻﾉ ﾐｽﾞｷ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:05.59

 11   1    8
小林  苺花(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁｶ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:08.37

 12  13    8
藤田  真菜(5)
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:09.68

 13   8   27
松林  咲藍(6)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｻﾗ

白浜(姫路市)  ・兵　庫  3:10.42

 13  11   27
小平  寧々(6)
ｺﾋﾗ ﾈﾈ

白浜(姫路市)  ・兵　庫  3:10.42

 15   4    8
中塚  真由(6)
ﾅｶﾂｶ ﾏﾕ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:17.94

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  470
新    楓菜(5)
ﾆｲ ﾌｳﾅ

安室RC        ・兵　庫  2:37.93

  2   9  760
中舎由妃華(6)
ﾅｶﾔ ﾕｷｶ

淡路陸上教室  ・兵　庫  2:38.06

  3  12  470
持田  亜姫(5)
ﾓﾁﾀﾞ ｱｷ

安室RC        ・兵　庫  2:44.99

  4  11   27
有吉  萌香(6)
ｱﾘﾖｼ ﾓｴｶ

白浜(姫路市)  ・兵　庫  2:49.55

  5  13  760
田中  心渚(6)
ﾀﾅｶ ｺｺﾅ

淡路陸上教室  ・兵　庫  2:51.44

  6  15  470
染川  舞衣(6)
ｿﾒｶﾜ ﾏｲ

安室RC        ・兵　庫  2:54.66

  7   5  470
藤原  加歩(6)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾎ

安室RC        ・兵　庫  2:58.12

  8  10  470
石井  優亜(6)
ｲｼｲ ﾕｱ

安室RC        ・兵　庫  2:58.84

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9  14   29
三砂  凪彩(5)
ﾐｽﾅ ﾅｷﾞｻ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:01.10

 10   3   29
井口  純麗(5)
ｲｸﾞﾁ ｽﾐﾚ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:01.31

 11   4   29
境    春奈(6)
ｻｶｲ ﾊﾙﾅ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:03.93

 12   7   29
高島  紗穂(6)
ﾀｶｼﾏ ｻﾎ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:04.32

 13   2   29
藤本  真胡(6)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｺ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:05.64

 14   6   29
有本  志帆(6)
ｱﾘﾓﾄ ｼﾎ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:23.44

 15   1   29
長坂久留未(5)
ﾅｶﾞｻｶ ｸﾙﾐ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:25.46
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記録会
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  371
塚本  夕藍(4)
ﾂｶﾓﾄ ﾕｱ

北浜JRC       ・兵　庫  5:13.02

  2   2  371
井澤胡奏良(4)
ｲｻﾞﾜ ｺｿﾗ

北浜JRC       ・兵　庫  5:33.45

  3   3  470
隈部    湊(3)
ｸﾏﾍﾞ ﾐﾅﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:46.09

  4   5  371
長谷川詩真(4)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾏ

北浜JRC       ・兵　庫  5:51.47

  5   4   58
桂    茉瑚(3)
ｶﾂﾗ ﾏｺ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:09.32

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  6   8   60
藤定  芽愛(4)
ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾒｲ

古知(姫路市)  ・兵　庫  6:18.06

  7   6  470
林田  花実(3)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｻﾞﾈ

安室RC        ・兵　庫  6:23.44

  8  10   42
山下  晏奈(4)
ﾔﾏｼﾀ ｱﾝﾅ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:24.98

  9   7   58
上田  梨愛(3)
ｳｴﾀﾞ ﾘｱ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:32.40

 10   1   58
小林  愛來(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:36.61
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記録会
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  371
大西  理桜(5)
ｵｵﾆｼ ﾘｵ

北浜JRC       ・兵　庫  5:10.47

  2   6  470
竹田  咲羽(6)
ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ

安室RC        ・兵　庫  5:10.99

  3  13   40
坂東  来実(6)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

網干西(姫路市)・兵　庫  5:11.71

  4   1   11
松本  優花(6)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:15.52

  5   4  470
徳永  百華(5)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾓﾓｶ

安室RC        ・兵　庫  5:15.70

  6   7  371
藤後  楓花(5)
ﾄｳｺﾞ ﾌｳｶ

北浜JRC       ・兵　庫  5:24.91

  7  11  760
的崎  文香(5)
ﾏﾄｻﾞｷ ｱﾔｶ

淡路陸上教室  ・兵　庫  5:32.00

  8  14   11
岡﨑  瑠奈(6)
ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:42.38

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9  15   24
植木歩乃花(6)
ｳｴｷ ﾎﾉｶ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:49.39

 10   3   11
吉田  月菜(6)
ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:52.29

 11   5   11
花井  亜優(5)
ﾊﾅｲ ｱﾕ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:52.83

 12  12   24
嵯峨山小梅(6)
ｻｶﾞﾔﾏ ｺｳﾒ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:59.47

 13  10   24
森    麗羽(5)
ﾓﾘ ｳﾙﾊ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:28.50

 14   8   22
東本  優希(6)
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  6:41.26

  2   24
藤井  美帆(5)
ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ

荒川(姫路市)  ・兵　庫 DNS
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