
2017年度姫路市陸上競技記録会 平成29年4月29日(土)・4月30日（日）

　成績一覧表 （大会コード：17280778） ｳｨﾝｸ陸上競技場(姫路市立陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

佐野  嘉彦(3) 1m73 武政壮之助(3) 1m70 名倉  一輝(3) 1m70 尾ノ井槙乃佑(3) 1m60 池上    竣(3) 1m60 野上    透(2) 1m55

花田中 置塩中 置塩中 林田中 菅野中 朝日中

川元  龍誠(3) 1m70 川井  悠生(3) 1m70

姫路灘中 姫路高丘中

伊賀  大晟(3)   6m04 赤錆  雄太(3)   5m72 秋武  琉斗(3)   5m68 大澤  勇斗(3)   5m49 浅田  賢哉(3)   5m32 高橋孝太朗(2)   5m27 植野  圭翔(3)   5m26 髙馬  海音(3)   5m24

豊富中 +1.5 飾磨西中 +2.3 菅野中 +2.4 大津中 +1.0 城山中 +1.9 香寺中 +3.2 神河中 +2.2 豊富中 +0.0

田中健太郎(3)  13m15 北澤  蒼梧(3)  12m17 中尾  晃誠(3)  11m45 植野  圭翔(3)  11m26 秋武  琉斗(3)  11m21 橋本  征樹(3)  11m07 浅田  賢哉(3)  10m80 馬場  勇弥(3)  10m71

増位中 -0.6 広畑中 +3.4 増位中 +1.6 神河中 +2.8 菅野中 +0.1 豊富中 +2.7 城山中 +1.8 広嶺中 +2.0

永井  裕斗(3)  11m96 佐治  優樹(2)  11m25 黒田  歩夢(3)  11m19 石橋    直(3)  11m13 三輪  大智(2)  10m02 大塚  暁久(2)   9m57 中山ひかる(3)   9m40 坪井　聡汰(3)   9m37

大津中 神河中 広畑中 神河中 朝日中 香寺中 吉備中 吉備中

中津  綾太(3)  31m93 石橋    直(3)  30m75 寺尾    翔(3)  30m27 佐治  優樹(2)  29m26 黒田  歩夢(3)  27m20 石川    脩(3)  26m25 廣瀨  聡真(3)  25m90 榮    翔太(2)  25m46

安室中 神河中 花田中 神河中 広畑中 姫路灘中 姫路灘中 朝日中

松本  百音(2) 1m57 増田  千佳(2) 1m54 飯田茜央乃(3) 1m45 常峰  美佑(3) 1m45 永井　万陽(3) 1m40 大中さくら(2) 1m40 小島沙也加(3) 1m40 橋本  澪梨(3) 1m40

神河中 神河中 山陽中 山陽中 神河中 神河中 姫路高丘中 置塩中

松本  百音(2)   5m35 池上  結子(3)   5m12 廣瀬咲々星(3)   4m90 牛尾  百映(3)   4m86 安部  愛菜(2)   4m77 眞田  未優(3)   4m68 豊島  輝夕(2)   4m64 三木  麗菜(2)   4m55

神河中 +4.6 姫路東中 +0.0 広畑中 +2.1 安室中 +5.5 神河中 +4.0 朝日中 +3.9 大的中 +5.5 姫路東中 +3.6

奥山  琴未(1)  13m44 山下  芽愛(3)  13m31 岡本みなみ(3)  12m49 東山    愛(2)  11m64 有汲　颯妃(2)  11m47 廣内    望(2)  11m03 藤森　心葵(3)  10m58 谷原  礼音(3)  10m35

桜ヶ丘中 桜ヶ丘中 飾磨西中 桜ヶ丘中 吉備中 山陽中 吉備中 飾磨東中

藤田  琉聖(6) 14.33 尾ノ井遼河(6) 14.33 山下  功貴(6) 14.35 井上  大輝(6) 14.48 宗野  佑大(5) 14.71 岩本  征成(6) 14.76 壷阪  真平(6) 14.84 森    聖晴(6) 14.86

城陽小 +0.0 英賀保小 +0.0 英賀保小 +0.0 曽左小 -1.2 城陽小 +0.0 荒川小 -1.4 勝原小 -0.6 坊勢小 -1.4

生田鼓太郎(6)  5:00.16 藤原  槙士(5)  5:14.08 井上  大輝(6)  5:23.54 井上  翔大(5)  5:27.94 井上  滉大(5)  5:36.24 石丸  椋太(6)  5:38.93 中野  陽仁(5)  5:44.18 林    俊作(5)  5:45.22

英賀保小 曽左小 曽左小 曽左小 曽左小 勝原小 IRC 花田小

城陽 56.33 広畑  1:00.50 勝原  1:00.88 曽左  1:01.46 坊勢  1:01.63

   内布  優珠(6)    坂根  聡一(6)    壷阪  真平(6)    井上  滉大(5)    前田  仁慶(5)

   藤田  琉聖(6)    松村  康平(6)    石丸  椋太(6)    中尾  勇裕(5)    荒木  相介(5)

   松本    航(6)    川中  大雅(6)    内海  航晴(6)    井上  翔大(5)    池田    新(5)

   宗野  佑大(5)    大谷  晨悟(6)    小畑  尚輝(6)    藤原  槙士(5)    森    聖晴(6)

宗野  華楓(6) 13.64 奥田  真白(6) 14.96 石飛優生菜(6) 15.01 坂本  彩乃(6) 15.26 廣瀬  莉来(6) 15.29 瀬戸山心春(6) 15.35 梶原みずき(6) 15.36 田邊  結理(6) 15.44

城陽小 -1.0 城陽小 -1.0 高岡小 -1.0 英賀保小 -1.3 広畑小 -1.3 勝原小 -1.0 城陽小 -1.0 広畑小 -1.3

新    楓菜(6)  2:29.72 持田  亜姫(6)  2:36.66 徳永  百華(6)  2:36.82 肥塚  暖歌(5)  2:39.96 末兼帆乃花(6)  2:48.00 植田    碧(6)  2:55.54 小林  咲稀(5)  2:59.33 松本  怜奈(6)  3:07.45

安室RC 安室RC 安室RC 安室RC 英賀保小 勝原小 安室RC 勝原小

城陽 56.48 英賀保 59.75 勝原  1:00.90 広畑  1:01.15 曽左  1:01.52 坊勢  1:01.57

   吉川  由依(5)    赤穂    詩(6)    松本  怜奈(6)    田邊  結理(6)    玉田  眞央(6)    竹中    華(6)

   宗野  華楓(6)    坂本  彩乃(6)    瀬戸山心春(6)    廣瀬  莉来(6)    平塚  香穂(5)    小林  優羽(6)

   奥田  真白(6)    奥川  瑞羽(6)    長富  奏羽(6)    今田  碧月(6)    須貝  理帆(5)    荒木  夢来(6)

   梶原みずき(6)    森中  麻友(5)    出田ありさ(6)    髙津  涼香(6)    吉岡  愛実(6)    池田  真珠(6)

※気象状況は女子の欄に記載

主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　   務： 高橋　秀知 印

後　援：兵庫陸上競技協会　姫路市 記   録  主  任： 中川　廣信 印

トラック審判長： 水田　雅幸 印

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 藤原早希子 印
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