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男子 １５００ｍ 記録会(6) 12月 9日 12:11

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"10  高橋  佑輔( 兵　　庫 )               2017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   5 2609
清水  祥吾(1)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫  4:10.40

  2  12 1038
栗林  邦宜(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾉﾘ

関西福祉大    ・兵　庫  4:21.66

  3   8 5086
前田  陽平(3)
ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

AMURORC       ・兵　庫  4:22.27

  4   4 2535
森      玲(1)
ﾓﾘ ﾘｮｳ

太子高        ・兵　庫  4:22.65

  5  11  516
竹迫  蒼真(3)
ﾀｹｻｺ ｿｳﾏ

太子東中      ・兵　庫  4:23.47

  6   1  750
平井壮一郎(1)
ﾋﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

姫路高        ・兵　庫  4:29.45

  7   7  742
澤田  陸杜(2)
ｻﾜﾀﾞ ﾘｸﾄ

姫路高        ・兵　庫  4:30.63

  8  14  516
田中    凱(3)
ﾀﾅｶ ｶｲｷ

太子東中      ・兵　庫  4:31.02

  9  17 8943
金田  隆志(1)
ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳｼ

飾磨工多部    ・兵　庫  4:33.16

 10  16  412
米森  大貴(2)
ﾖﾈﾓﾘ ﾀﾞｲｷ

飾磨西中      ・兵　庫  4:33.23

 11  10  747
山下  晃平(2)
ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ

姫路高        ・兵　庫  4:33.85

 12  13 7347
浅田  裕行
ｱｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

朝来市陸協    ・兵　庫  4:34.93

 13  15  741
中野  真輔(2)
ﾅｶﾉ ｼﾝｽｹ

姫路高        ・兵　庫  4:35.03

 14   3  458
豊島  廉執(3)
ﾄﾖｼﾏ ﾕｷﾄ

大的中        ・兵　庫  4:35.28

 15   2  432
青田  慶治(2)
ｱｵﾀ ｹｲｼﾞ

香寺中        ・兵　庫  4:40.91

 16   9 7359
廣瀬  創大(1)
ﾋﾛｾ ｿｳﾀ

但馬AC        ・兵　庫  4:41.22

  6  419
小室晋一朗(3)
ｵﾑﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ

花田中        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  455
竹田  皓青(2)
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｾｲ

夢前中        ・兵　庫  4:43.36

  2  13  432
上田  結一(2)
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

香寺中        ・兵　庫  4:46.66

  3   1  459
井上  翔廉(2)
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾚﾝ

安室中        ・兵　庫  4:52.24

  4  16  455
寺本    翔(2)
ﾃﾗﾓﾄ ｶｹﾙ

夢前中        ・兵　庫  4:53.90

  5   2  404
原田    光(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾙ

大白書中      ・兵　庫  5:00.95

  6   9 3938
杉本  翔麻(1)
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾏ

県立大附高    ・兵　庫  5:01.14

  7   5 3939
大上  尭晃(2)
ｵｵｳｴ ﾀｶｷ

県立大附高    ・兵　庫  5:01.30

  8  11  456
八代  晃慶(1)
ﾔｼﾛ ｱｷﾖｼ

姫路東中      ・兵　庫  5:04.87

  9  12  438
山本  大稀(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

置塩中        ・兵　庫  5:08.07

 10  10  405
森本  凌太(1)
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

東光中        ・兵　庫  5:08.57

 11   7  402
高見  陸亜(1)
ﾀｶﾐ ﾘｸｱ

広嶺中        ・兵　庫  5:10.30

 12   4  414
杉本  大輝(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

網干中        ・兵　庫  5:14.52

 13   6  461
三脇  宏心(1)
ﾐﾜｷ ｺｳｼﾝ

大津中        ・兵　庫  5:14.60

  3  413
廣瀬虎太郎(2)
ﾋﾛｾ ｺﾀﾛｳ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  8  414
足立  大和(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾔﾏﾄ

網干中        ・兵　庫 DNS

 15  412
鈴木  琉平(2)
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ

飾磨西中      ・兵　庫 DNS

 17  405
竹内  銀汰(2)
ﾀｹｳﾁ ｷﾞﾝﾀ

東光中        ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  413
植田  大輝(2)
ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

広畑中        ・兵　庫  4:51.96

  2   8  438
湯浅  賢輝(2)
ﾕｱｻ ｶﾂｷ

置塩中        ・兵　庫  4:52.29

  3   7  417
奥田  修史(2)
ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

豊富中        ・兵　庫  4:54.25

  4  14  408
田中  伊織(2)
ﾀﾅｶ ｲｵﾘ

山陽中        ・兵　庫  4:57.99

  5   6  413
難波  颯太(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｿｳﾀ

広畑中        ・兵　庫  5:00.95

  6   5  432
坂口  智哉(2)
ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

香寺中        ・兵　庫  5:01.41

  7  12  408
畑中  暁斗(1)
ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾄ

山陽中        ・兵　庫  5:01.71

  8   9  432
駒田  龍佑(2)
ｺﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香寺中        ・兵　庫  5:01.79

  9   2  413
加茂  真光(1)
ｶﾓ ﾏﾋﾛ

広畑中        ・兵　庫  5:04.10

 10  11  454
岡﨑  紫月(2)
ｵｶｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ

林田中        ・兵　庫  5:04.90

 11  10  413
三木  一晃(2)
ﾐｷ ｲｯｺｳ

広畑中        ・兵　庫  5:05.95

 12  17  413
安富    厳(1)
ﾔｽﾄﾐ ｲﾂｷ

広畑中        ・兵　庫  5:06.89

 13   3  413
宗野  佑斗(1)
ｿｳﾉ ﾕｳﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:07.95

 14  13  413
青木  健斗(2)
ｱｵｷ ｹﾝﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:08.07

 15   4  456
仲江  桜我(1)
ﾅｶｴ ｵｳｶﾞ

姫路東中      ・兵　庫  5:13.92

 16  15  404
髙谷  隼杜(1)
ﾀｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ

大白書中      ・兵　庫  5:14.15

 17  16  461
大友  蒼満(1)
ｵｵﾄﾓ ｿｳﾏ

大津中        ・兵　庫  5:16.82

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10  438
伊藤    優(2)
ｲﾄｳ ﾕｳ

置塩中        ・兵　庫  4:59.79

  2  14  408
松本  悠生(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ

山陽中        ・兵　庫  5:04.29

  3   1  455
西本  貴光(2)
ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ

夢前中        ・兵　庫  5:04.96

  4   2  455
木庭  新史(2)
ｷﾆﾜ ｱﾗｼ

夢前中        ・兵　庫  5:05.49

  5   9  413
臼井  光翔(1)
ｳｽｲ ﾐﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:06.10

  6  15  413
宗光  璃久(1)
ﾑﾈﾐﾂ ﾘｸ

広畑中        ・兵　庫  5:06.18

  7   5  440
山口  泰生(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ

菅野中        ・兵　庫  5:08.88

  8   4  455
山田  陸斗(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ

夢前中        ・兵　庫  5:15.63

  9   7  417
有方    誠(2)
ｱﾘｶﾀ ﾏｺﾄ

豊富中        ・兵　庫  5:17.58

 10   8  458
渡辺  翔馬(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾏ

大的中        ・兵　庫  5:18.30

 11  13  417
古和  諄也(1)
ｺﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

豊富中        ・兵　庫  5:20.75

 12  16  410
立石光太朗(1)
ﾀﾃｲｼ ｺｳﾀﾛｳ

飾磨東中      ・兵　庫  5:25.67

 13   3  404
赤根  嶺緒(1)
ｱｶﾈ ﾚｵ

大白書中      ・兵　庫  5:27.52

 14  11  414
藤井  望夢(1)
ﾌｼﾞｲ ﾉｿﾞﾑ

網干中        ・兵　庫  5:31.49

 15   6  404
三木晃二郎(1)
ﾐｷ ｺｳｼﾞﾛｳ

大白書中      ・兵　庫  5:37.39

 12  455
市川  凌真(2)
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ

夢前中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 １５００ｍ 記録会(6) 12月 9日 12:11

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"10  高橋  佑輔( 兵　　庫 )               2017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  12  458
水野  蒼士(2)
ﾐｽﾞﾉ ｿｳｼ

大的中        ・兵　庫  5:12.12

  2   6  413
髙濵  佑伍(2)
ﾀｶﾊﾏ ﾕｳｺﾞ

広畑中        ・兵　庫  5:14.04

  3   9  413
田中  惇仁(2)
ﾀﾅｶ ｱﾂﾋﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:15.23

  4  10  455
入江  広大(1)
ｲﾘｴ ｺｳﾀﾞｲ

夢前中        ・兵　庫  5:18.22

  5  15  413
大和  孝基(1)
ﾔﾏﾄ ｺｳｷ

広畑中        ・兵　庫  5:19.26

  6  13  413
茅野  璃音(1)
ｶﾔﾉ ﾘｵﾝ

広畑中        ・兵　庫  5:21.67

  7   5  440
永安昇太郎(2)
ﾅｶﾞﾔｽ ｼｮｳﾀﾛｳ

菅野中        ・兵　庫  5:23.77

  8   2  455
興津  侑太(1)
ｵｷﾂ ﾕｳﾀ

夢前中        ・兵　庫  5:23.83

  9  16  458
石野  祥吾(1)
ｲｼﾉ ｼｮｳｺﾞ

大的中        ・兵　庫  5:26.67

 10   4  456
濱田    将(1)
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｽｸ

姫路東中      ・兵　庫  5:43.98

 11   7  455
岡本  陽大(2)
ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ

夢前中        ・兵　庫  5:46.86

 12   3  404
大田原皐嗣(2)
ｵｵﾀﾜﾗ ｻﾂ

大白書中      ・兵　庫  5:57.85

 13  14  417
山下  真範(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

豊富中        ・兵　庫  5:58.86

 14   1  417
梅田  和希(1)
ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞｷ

豊富中        ・兵　庫  5:59.31

  8  456
出口    葵(1)
ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ

姫路東中      ・兵　庫 DNS

 11  413
川端  隆太(2)
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾀ

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  10  432
橋本  和樹(2)
ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ

香寺中        ・兵　庫  4:44.53

  2   8  413
小田  玲温(2)
ｵﾀﾞ ﾚｵﾝ

広畑中        ・兵　庫  5:01.53

  3   2  440
西村  誠悟(2)
ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ

菅野中        ・兵　庫  5:05.22

  4   7  417
福田    匠(2)
ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ

豊富中        ・兵　庫  5:24.74

  5  11  440
市川  歩武(1)
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾑ

菅野中        ・兵　庫  5:27.42

  6  13  440
髙尾  数馬(1)
ﾀｶｵ ｶｽﾞﾏ

菅野中        ・兵　庫  5:31.62

  7   3  413
藤原  寧大(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾈｵ

広畑中        ・兵　庫  5:34.28

  8   1  432
岡村  侑紀(2)
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ

香寺中        ・兵　庫  5:37.99

  9  14  455
日下  緋悠(1)
ｸｻｶ ﾋﾕｳ

夢前中        ・兵　庫  5:44.33

 10   9  440
霞末  歩希(2)
ｶｽｴ ｱﾕｷ

菅野中        ・兵　庫  5:48.25

 11  12  419
ｸﾞｴﾝ ﾀﾝ ﾊｱｳ(1)
ｸﾞｴﾝ ﾀﾝ ﾊｱｳ

花田中        ・兵　庫  5:50.37

 12  15  440
中田    耀(2)
ﾅｶﾀ ﾋｶﾙ

菅野中        ・兵　庫  5:52.67

 13  16  417
狩集  瑞紀(1)
ｶﾘｱﾂﾏﾘ ﾐｽﾞｷ

豊富中        ・兵　庫  6:01.38

 14   4  417
佐伯  遥和(2)
ｻｴｷ ﾊﾙﾄ

豊富中        ・兵　庫  6:02.47

 15   5  438
難波  隼平(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

置塩中        ・兵　庫  6:35.92

  6  413
菊地  史弥(2)
ｷｸﾁ ﾌﾐﾔ

広畑中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 ３０００ｍ 記録会(4) 12月 9日 13:39

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   3 1364
白髭  一生(2)
ｼﾗﾋｹﾞ ｲｯｾｲ

飾磨工高      ・兵　庫  9:14.09

  2  18  516
寺谷  壮汰(3)
ﾃﾗﾀﾆ ｿｳﾀ

太子東中      ・兵　庫  9:24.71

  3   8  402
林田  蒼生(2)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ

広嶺中        ・兵　庫  9:24.80

  4   5 2239
浅田  俊彦
ｱｻﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

ﾕﾆﾊﾞｰSC       ・兵　庫  9:36.04

  5   6 1131
平岩  侑馬(1)
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾏ

姫路商高      ・兵　庫  9:39.09

  6  11  459
内海  師童(2)
ｳﾂﾐ ｼﾄﾞｳ

安室中        ・兵　庫  9:39.50

  7  14  455
難波  輝蔵(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ

夢前中        ・兵　庫  9:39.69

  8  16 2425
竹川  真也
ﾀｹｶﾞﾜ ｼﾝﾔ

さくら組      ・兵　庫  9:43.25

  9  12 5224
岡田  裕雄
ｵｶﾀﾞ ﾔｽｵ

budouAC       ・兵　庫  9:47.36

 10  15  403
安室  太雅(2)
ﾔｽﾑﾛ ﾀｲｶﾞ

姫路高丘中    ・兵　庫  9:49.45

 11   4  460
荒川  満基(3)
ｱﾗｶﾜ ﾐﾂｷ

書写中        ・兵　庫  9:49.88

 12   2  408
山田  一葵(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

山陽中        ・兵　庫  9:51.36

 13   1  403
日隈  佑介(3)
ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:01.93

 14  17  412
沖中  康生(1)
ｵｷﾅｶ ｺｳｾｲ

飾磨西中      ・兵　庫 10:09.10

 15  10 1134
藏本  伸祐(1)
ｸﾗﾓﾄ ｼﾝﾕｳ

姫路商高      ・兵　庫 10:14.33

  7  408
梶原  日向(3)
ｶｼﾞﾊﾗ ﾋﾅﾀ

山陽中        ・兵　庫 DNS

  9  516
寺谷  光汰(3)
ﾃﾗﾀﾆ ｺｳﾀ

太子東中      ・兵　庫 DNS

 13  516
郡安  拓海(3)
ｸﾞﾝﾔｽ ﾀｸﾐ

太子東中      ・兵　庫 DNS

 19  459
南坂  柚汰(1)
ﾐﾅﾐｻｶ ﾕｳﾀ

安室中        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  455
妹尾  楓真(2)
ｾﾉｵ ﾌｳﾏ

夢前中        ・兵　庫  9:39.45

  2  17  459
上田  悟士(2)
ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ

安室中        ・兵　庫  9:48.94

  3  13  403
池田  成輝(1)
ｲｹﾀﾞ ﾅﾙｷ

姫路高丘中    ・兵　庫  9:53.42

  4   4  408
藤田  大智(1)
ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ

山陽中        ・兵　庫  9:56.37

  5   9  414
足立  大和(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾔﾏﾄ

網干中        ・兵　庫 10:00.01

  6   5  432
塩﨑  浩貴(1)
ｼｵｻﾞｷ ｺｳｷ

香寺中        ・兵　庫 10:01.03

  7  16  413
小川  聡大(1)
ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ

広畑中        ・兵　庫 10:08.57

  8   2  458
宮内健之介(1)
ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾉｽｹ

大的中        ・兵　庫 10:09.22

  9   3  460
竹國倫太朗(2)
ﾀｹｸﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ

書写中        ・兵　庫 10:09.29

 10  12  459
矢倉  大暉(1)
ﾔｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

安室中        ・兵　庫 10:12.15

 11  10  459
永井  創士(1)
ﾅｶﾞｲ ｿｳｼ

安室中        ・兵　庫 10:14.96

 12  11  408
天辰  昂平(2)
ｱﾏﾀﾂ ｺｳﾍｲ

山陽中        ・兵　庫 10:24.22

 13  15  440
石丸  直幸(2)
ｲｼﾏﾙ ﾅｵﾕｷ

菅野中        ・兵　庫 10:24.62

 14   6  283
遠藤  蒼良(1)
ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

明石南高      ・兵　庫 10:24.74

 15  19  440
坂本  拓弥(2)
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

菅野中        ・兵　庫 10:28.67

 16   7 7395
古西  大海(1)
ﾌﾙﾆｼ ﾋﾛｳﾐ

但馬AC        ・兵　庫 10:29.51

 17   1  409
谷口  晴人(3)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

姫路灘中      ・兵　庫 10:29.95

 18  18  403
寺坂  虹希(2)
ﾃﾗｻｶ ｺｳｷ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:32.39

  8  417
宮家  悠晟(1)
ﾐﾔｹ ﾕｳｾｲ

豊富中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 ３０００ｍ 記録会(4) 12月 9日 13:39

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

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  19  417
春井  永輝(2)
ﾊﾙｲ ｴｲｷ

豊富中        ・兵　庫 10:18.12

  2   3  413
今野  颯太(1)
ｺﾝﾉ ｿｳﾀ

広畑中        ・兵　庫 10:19.46

  3   1  417
北村  駿弥(1)
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

豊富中        ・兵　庫 10:31.73

  4  11  404
福山  翔琉(2)
ﾌｸﾔﾏ ｶｹﾙ

大白書中      ・兵　庫 10:36.48

  5  15  458
宮内隆之介(1)
ﾐﾔｳﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

大的中        ・兵　庫 10:40.10

  6  10  440
田  素良(2)

ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ
菅野中        ・兵　庫 10:41.04

  7  14  413
西村  愛斗(2)
ﾆｼﾑﾗ ﾏﾅﾄ

広畑中        ・兵　庫 10:41.18

  8  12  409
稲垣  唯斗(1)
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲﾄ

姫路灘中      ・兵　庫 10:42.82

  9   2  408
下賀  大輔(2)
ｹﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ

山陽中        ・兵　庫 10:44.38

 10   4  417
藤中  和輝(2)
ﾌｼﾞﾅｶ ｶｽﾞｷ

豊富中        ・兵　庫 10:44.67

 11  16  402
星住  健太(2)
ﾎｼｽﾞﾐ ｹﾝﾀ

広嶺中        ・兵　庫 10:50.60

 12   8  458
藤田    裕(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

大的中        ・兵　庫 10:56.56

 13   6  458
伊藤  清竜(2)
ｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ

大的中        ・兵　庫 11:04.60

 14  17  460
松島  岳冬(2)
ﾏﾂｼﾏ ﾔﾏﾄ

書写中        ・兵　庫 11:07.39

 15  18  402
淺海  利也(2)
ｱｻﾐ ﾄｼﾔ

広嶺中        ・兵　庫 11:11.85

 16  13  417
福迫  拓真(1)
ﾌｸｻｺ ﾀｸﾏ

豊富中        ・兵　庫 11:11.92

 17   5  403
相守  佑大(2)
ｱｲﾓﾘ ﾕｳﾀ

姫路高丘中    ・兵　庫 12:48.67

  7  402
西川  夢斗(1)
ﾆｼｶﾜ ﾕﾒﾄ

広嶺中        ・兵　庫 DNS

  9  455
寺本    耀(2)
ﾃﾗﾓﾄ ﾖｳ

夢前中        ・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10  456
朝倉  大河(2)
ｱｻｸﾗ ﾀｲｶﾞ

姫路東中      ・兵　庫 10:29.55

  2   6  440
菅長    聖(2)
ｽｶﾞﾅｶﾞ ｼｮｳ

菅野中        ・兵　庫 10:35.45

  3   7  403
坂本  冬真(1)
ｻｶﾓﾄ ﾄｳﾏ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:41.06

  4   9  394
貫見  優太
ﾇｸﾐ ﾕｳﾀ

尼崎市陸協    ・兵　庫 10:41.48

  5   8  409
岩田    風(1)
ｲﾜﾀ ﾌｳ

姫路灘中      ・兵　庫 10:48.13

  6   1  413
大久保夢人(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ

広畑中        ・兵　庫 10:53.05

  7  15  413
前川  遼青(1)
ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳｾｲ

広畑中        ・兵　庫 10:58.79

  8   4  440
志水  大輝(2)
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ

菅野中        ・兵　庫 11:01.62

  9   2  413
廣澤　知尋(1)
ﾋﾛｻﾜ ﾁﾋﾛ

広畑中        ・兵　庫 11:02.70

 10   3  404
高坂  歩来(2)
ｺｳｻｶ ｱﾕﾄ

大白書中      ・兵　庫 11:04.94

 11  17  458
土井  悠大(1)
ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ

大的中        ・兵　庫 11:07.53

 12  12  460
笹山  知記(2)
ｻｻﾔﾏ ﾄﾓｷ

書写中        ・兵　庫 11:09.22

 13  11  409
木原虎太郎(2)
ｷﾊﾗ ｺﾀﾛｳ

姫路灘中      ・兵　庫 11:10.64

 14  18  409
平野  翔也(1)
ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾔ

姫路灘中      ・兵　庫 11:17.93

 15  14  460
小林    豊(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ

書写中        ・兵　庫 11:31.89

 16   5  460
米澤  雄大(1)
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

書写中        ・兵　庫 11:36.18

 17  13  458
清水  清太(2)
ｼﾐｽﾞ ｾｲﾀ

大的中        ・兵　庫 11:39.42

 18  16  440
曽賀凜太郎(2)
ｿｶﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

菅野中        ・兵　庫 11:48.41

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

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   8 5012
秋本  優紀
ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 14:35.97

  2   4 5013
畠中  利樹
ﾊﾀﾅｶ ﾄｼｷ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 14:37.97

  3   9  139
平尾　壮太(2)
ﾋﾗｵ ｿｳﾀ

滋賀学園      ・滋　賀 14:43.12

  4  14 5097
福原  正治
ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ

AMURORC       ・兵　庫 14:46.41

  5  10 5073
西    涼太
ﾆｼ ﾘｮｳﾀ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 14:49.00

  6  19 5016
髙田  大樹
ﾀｶﾀ ﾀﾞｲｷ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 14:50.31

  7  24 1340
井上  亮真(3)
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾏ

飾磨工高      ・兵　庫 14:51.02

  8  25  142
善田  修平(2)
ｾﾞﾝﾀ ｼｭｳﾍｲ

滋賀学園      ・滋　賀 14:51.75

  9   6 5074
岡本  哲平
ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 14:53.45

 10  20 1349
三輪  涼介(3)
ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ

飾磨工高      ・兵　庫 14:54.95

 11  12 1101
藪本  海仁(3)
ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶｲﾄ

姫路商高      ・兵　庫 15:05.60

 12   5 5011
小西  生眞
ｺﾆｼ ｼｮｳﾏ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 15:09.11

 13  11  137
松田  爽汰(2)
ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀ

滋賀学園      ・滋　賀 15:09.90

 14  16 1147
上野  拓海(2)
ｳｴﾉ ﾀｸﾐ

神戸学院大    ・兵　庫 15:11.70

 15  15  126
片岡    大(3)
ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲ

滋賀学園      ・滋　賀 15:13.71

 16   1 5072
白井    実
ｼﾗｲ ﾐﾉﾙ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 15:15.99

 17  23  143
一木  祐希(2)
ｲﾁｷ ﾕｳｷ

滋賀学園      ・滋　賀 15:22.88

 18  22 5265
段床  健太
ﾀﾞﾝﾄﾞｺ ｹﾝﾀ

神崎郡陸協    ・兵　庫 15:40.26

  2 5071
山口    修
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 DNS

  3 5002
森川  翔平
ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾍｲ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 DNS

  7 5010
熊橋  弘将
ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 DNS

 13 5006
篠藤    淳
ｼﾉﾄｳ ｼﾞｭﾝ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 DNS

 17 5075
山端  哲世
ﾔﾏﾊﾀ ﾃｯｾｲ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 DNS

 18 1344
瀬戸  路弾(3)
ｾﾄ ﾛﾀﾞﾝ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

 21 5004
森本  直人
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾄ

山陽特殊製鋼  ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9 3924
水畑    樹(3)
ﾐｽﾞﾊﾀ ｲﾂｷ

県立大附高    ・兵　庫 15:17.61

  2  22 1130
菅野  大輝(1)
ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ

姫路商高      ・兵　庫 15:18.15

  3  16 1239
井上  翔太(2)
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

島根大        ・島　根 15:22.44

  4  17 1199
圓尾    智(3)
ﾏﾙｵ ﾄﾓ

姫路商高      ・兵　庫 15:27.20

  5   6 3934
大森  勇輝(1)
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ

県立大附高    ・兵　庫 15:27.44

  6  19 1346
中島  悠貴(3)
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ

飾磨工高      ・兵　庫 15:27.88

  7  18 1607
石松  賢大(2)
ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ

岡山大        ・兵　庫 15:29.23

  8   5 1366
西本    将(2)
ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳ

飾磨工高      ・兵　庫 15:32.08

  9  12 1350
森川  康汰(3)
ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 15:34.18

 10   3 1341
小野    翼(3)
ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ

飾磨工高      ・兵　庫 15:34.40

 11   7 1119
岸本  拓磨(2)
ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾏ

姫路商高      ・兵　庫 15:34.77

 12  13 1118
伊賀  龍平(2)
ｲｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ

姫路商高      ・兵　庫 15:36.22

 13  14 1183
河野  脩司(3)
ｶﾜﾉ ｼｭｳｼﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:38.38

 14  24 1116
小林  壱樹(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ

姫路商高      ・兵　庫 15:40.17

 15   4 1364
白髭  一生(2)
ｼﾗﾋｹﾞ ｲｯｾｲ

飾磨工高      ・兵　庫 15:41.23

 16   1 1368
宮森  海斗(2)
ﾐﾔﾓﾘ ｶｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:41.58

 17  15 1133
児島  健太(1)
ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

姫路商高      ・兵　庫 15:43.04

 18  20 1138
亀田仁一路(1)
ｶﾒﾀﾞ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ

姫路商高      ・兵　庫 15:46.57

 19  23 1343
砂田  蓮弥(3)
ｽﾅﾀﾞ ﾚﾝﾔ

飾磨工高      ・兵　庫 15:50.57

 20  10 1381
廣戸  大輔(1)
ﾋﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ

飾磨工高      ・兵　庫 15:51.28

 21  21 1034
尾上  景太(2)
ｵﾉｳｴ ｹｲﾀ

関西福祉大    ・兵　庫 16:40.25

 22   8 1156
中島  健登(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾄ

神戸学院大    ・兵　庫 17:07.20

 23  11 1150
小西  康基(2)
ｺﾆｼ ｺｳｷ

神戸学院大    ・兵　庫 17:17.96

  2 1339
井上  泰斗(3)
ｲﾉｳｴ ﾀｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 ５０００ｍ 記録会(4) 12月 9日 14:29

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  24 1342
住所  大翔(3)
ｼﾞｭｳｼｮ ﾋﾛﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:42.27

  2  21 1367
北條  雄士(2)
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:43.49

  3  12 1176
林    幸佑(4)
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:44.33

  4  13 8838
日隈  友也(3)
ﾋｸﾞﾏ ﾄﾓﾔ

飾磨工多部    ・兵　庫 15:46.60

  5   6 9999
愛下  直樹
ｱｲｼﾀ ﾅｵｷ

姫路市陸協    ・兵　庫 15:48.27

  6  10 5079
福永  基晴
ﾌｸﾅｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ

AMURORC       ・兵　庫 15:48.53

  7   3 1376
石井  颯翔(1)
ｲｼｲ ﾊﾔﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:49.47

  8  14 5086
前田  陽平(3)
ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

AMURORC       ・兵　庫 15:50.31

  9  16 1196
鈴木  貫太(2)
ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ

兵庫県立大    ・兵　庫 16:07.23

 10   8 1379
菊川  真之(1)
ｷｸｶﾜ ﾏｻﾕｷ

飾磨工高      ・兵　庫 16:14.46

 11  20 1132
永岡  紘知(1)
ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛﾄ

姫路商高      ・兵　庫 16:20.69

 12  23 1129
菅野  和輝(1)
ｽｶﾞﾉ ｶｽﾞｷ

姫路商高      ・兵　庫 16:28.46

 13  18 2231
出﨑  孝行
ﾃﾞｻｷ ﾀｶﾕｷ

兵庫県警察    ・兵　庫 16:33.36

 14   4 1345
寺田  真輝(3)
ﾃﾗﾀﾞ ﾏｷ

飾磨工高      ・兵　庫 16:41.67

 15   2 1369
山本  由樹(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ

飾磨工高      ・兵　庫 16:52.34

 16  17 1595
遠藤康太郎(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ

岡山大        ・岡　山 16:57.69

 17   7 2515
松井  悠真(1)
ﾏﾂｲ ﾕｳﾏ

神戸大        ・兵　庫 17:03.57

 18  22 2606
大久保貴史(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾌﾐ

兵庫県立大    ・兵　庫 17:10.56

  1 1361
落合  翔大(2)
ｵﾁｱｲ ｼｮｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

  5 1352
北田  瑞樹(3)
ｷﾀﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

  9 1120
成井  快登(2)
ﾅﾙｲ ｶｲﾄ

姫路商高      ・兵　庫 DNS

 11 1363
上林  大地(2)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

 15 1351
鷲尾  優太(3)
ﾜｼｵ ﾕｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

 19 1380
清水  丈詩(1)
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10 1365
中川  貴嗣(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾂｸﾞ

飾磨工高      ・兵　庫 16:07.34

  2  18 1403
山口  竜弥(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ

神戸第一高    ・兵　庫 16:10.22

  3  23  276
寺田  英輝(2)
ﾃﾗﾀﾞ ｴｲｷ

明石南高      ・兵　庫 16:11.42

  4  20 2609
清水  祥吾(1)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫 16:16.59

  5  24  409
荒木  玖仁(2)
ｱﾗｷ ﾋｻﾄ

姫路灘中      ・兵　庫 16:25.83

  6   3  412
桐月  健斗(3)
ｷﾘﾂﾞｷ ﾀｹﾄ

飾磨西中      ・兵　庫 16:25.87

  7  15 2772
三木  皓太(2)
ﾐｷ ｺｳﾀ

龍野北高      ・兵　庫 16:38.46

  8  21  409
井上  昌希(3)
ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

姫路灘中      ・兵　庫 16:54.01

  9   4 4951
渡邊  直樹
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

budouAC       ・兵　庫 17:01.11

 10   6 2706
宮武  幹夫
ﾐﾔﾀｹ ﾐｷｵ

神戸市陸協    ・兵　庫 17:07.08

 11  17 5415
倉橋  宏輔
ｸﾗﾊｼ ｺｳｽｹ

揖保郡陸協    ・兵　庫 17:10.05

 12  11 2615
森口  勇輝(1)
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ

兵庫県立大    ・兵　庫 17:22.10

 13   8  409
瀬川  晃成(3)
ｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

姫路灘中      ・兵　庫 17:26.72

 14  16 3935
谷内  太陽(1)
ﾀﾆｳﾁ ﾀｲﾖｳ

県立大附高    ・兵　庫 17:29.27

 15  14 2608
酒井  健登(1)
ｻｶｲ ｹﾝﾄ

兵庫県立大    ・兵　庫 17:41.20

 16   1 1361
駒田  祐大(2)
ｺﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

鳥取大        ・鳥　取 17:48.11

 17  22 1382
萬壽  春輝(1)
ﾏﾝｼﾞｭ ﾊﾙｷ

飾磨工高      ・兵　庫 18:24.66

 18   5 1421
藤田  勇斗(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ

神戸第一高    ・兵　庫 18:44.24

 19  12 1362
亀井    翼(2)
ｶﾒｲ ﾂﾊﾞｻ

飾磨工高      ・兵　庫 18:44.28

  2 1377
植田  剛史(1)
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

  7 1378
川口  龍太(1)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

  9 2773
置塩  晋也(2)
ｵｷｼｵ ｼﾝﾔ

龍野北高      ・兵　庫 DNS

 13  412
持田  海勢(2)
ﾓﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ

飾磨西中      ・兵　庫 DNS

 19 2270
出口  和貴(1)
ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

鳥取大        ・鳥　取 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子 １５００ｍ 記録会(5) 12月 9日 11:30

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   9 5076
竹川  弥生
ﾀｹｶﾞﾜ ﾔｴ

AMURORC       ・兵　庫  4:59.29

  2  14  459
谷畑  澪奈(1)
ﾀﾆﾊﾀ ﾚｲﾅ

安室中        ・兵　庫  4:59.78

  3   3  409
田村  優芽(1)
ﾀﾑﾗ ﾕﾒ

姫路灘中      ・兵　庫  5:00.89

  4   7 5099
藤尾  莉子(1)
ﾌｼﾞｵ ﾘｺ

IRC           ・兵　庫  5:01.18

  5   4  445
建部  美月(2)
ﾀﾃﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ

兵庫県立大    ・兵　庫  5:02.38

  6   6  417
有方  小晴(1)
ｱﾘｶﾀ ｺﾊﾙ

豊富中        ・兵　庫  5:05.47

  7  15  414
坂東  来実(1)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

網干中        ・兵　庫  5:06.36

  8  10  409
福永  愛実(1)
ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾐ

姫路灘中      ・兵　庫  5:10.14

  9  12  725
樋口  紗希(1)
ﾋｸﾞﾁ ｻｷ

姫路高        ・兵　庫  5:13.78

 10   1  406
三村加奈歩(2)
ﾐﾑﾗ ｶﾅﾎ

白鷺中        ・兵　庫  5:15.70

 11   5  459
青田  光央(1)
ｱｵﾀ ﾐｵ

安室中        ・兵　庫  5:24.82

 12   8  903
中井  愛結(1)
ﾅｶｲ ｱﾕ

柏原高        ・兵　庫  5:31.57

 13  13  997
竹村  倫香(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝｶ

柏原高        ・兵　庫  5:31.57

 14   2  408
植木歩乃花(1)
ｳｴｷ ﾎﾉｶ

山陽中        ・兵　庫  5:37.38

 15  11  408
梶田  乃杏(2)
ｶｼﾞﾀ ﾉｱ

山陽中        ・兵　庫  5:53.79

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  455
寺本    葵(2)
ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ

夢前中        ・兵　庫  5:03.90

  2  13  413
大元ひなほ(2)
ｵｵﾓﾄ ﾋﾅﾎ

広畑中        ・兵　庫  5:16.33

  3  10 7394
古西  亜海(2)
ﾌﾙﾆｼ ｱﾐ

但馬AC        ・兵　庫  5:16.53

  4   2  403
松本  優花(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:21.19

  5  15  417
鶴巻    遥(1)
ﾂﾙﾏｷ ﾊﾙｶ

豊富中        ・兵　庫  5:21.63

  6  14  459
牛尾  百映(3)
ｳｼｵ ﾓｴ

安室中        ・兵　庫  5:21.64

  7   8  459
七野  加奈(2)
ｼﾁﾉ ｶﾅ

安室中        ・兵　庫  5:24.01

  8   1  417
三木あかり(2)
ﾐｷ ｱｶﾘ

豊富中        ・兵　庫  5:25.20

  9   9  406
織部  真凜(1)
ｵﾘﾍﾞ ﾏﾘﾝ

白鷺中        ・兵　庫  5:25.66

 10   3  459
松井  愛梨(2)
ﾏﾂｲ ｱｲﾘ

安室中        ・兵　庫  5:39.33

 11  12  408
廣内    望(2)
ﾋﾛｳﾁ ﾉｿﾞﾐ

山陽中        ・兵　庫  5:47.25

 12   6  408
寒川  桃花(2)
ｻﾑｶﾜ ﾓﾓｶ

山陽中        ・兵　庫  6:16.80

  4  720
岡田  華奈(2)
ｵｶﾀﾞ ｶﾅ

姫路高        ・兵　庫 DNS

  5  404
西本  麻矢(1)
ﾆｼﾓﾄ ﾏﾔ

大白書中      ・兵　庫 DNS

 11  404
新垣  聡子(2)
ｱﾗｶｷ ｻﾄｺ

大白書中      ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  404
黒田    麗(2)
ｸﾛﾀﾞ ｳﾗﾗ

大白書中      ・兵　庫  5:32.87

  2  15  404
山田かりん(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ

大白書中      ・兵　庫  5:33.60

  3   3  417
鶴巻    葵(1)
ﾂﾙﾏｷ ｱｵｲ

豊富中        ・兵　庫  5:34.20

  4   2  417
浮田  彩加(1)
ｳｷﾀ ｱﾔｶ

豊富中        ・兵　庫  5:41.41

  5   8  413
蓬莱  花音(1)
ﾎｳﾗｲ ｶﾉﾝ

広畑中        ・兵　庫  5:41.67

  6   1  402
柳内  理子(1)
ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾘｺ

広嶺中        ・兵　庫  5:43.86

  7  12  402
小林  葵生(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ

広嶺中        ・兵　庫  5:44.71

  8  10  402
西村  心愛(2)
ﾆｼﾑﾗ ｺｺｱ

広嶺中        ・兵　庫  5:45.90

  9  14  410
境    春奈(1)
ｻｶｲ ﾊﾙﾅ

飾磨東中      ・兵　庫  5:49.25

 10   4  408
塚本    舞(1)
ﾂｶﾓﾄ ﾏｲ

山陽中        ・兵　庫  5:53.17

 11  16  456
出口　　葵(1)
ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ

姫路東中      ・兵　庫  5:53.73

 12   9  417
生田    周(2)
ｲｸﾀ ｱﾏﾈ

豊富中        ・兵　庫  6:01.23

 13  13  408
藤原  風寧(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｻﾞﾈ

山陽中        ・兵　庫  6:13.08

 14   6  417
德留  日菜(1)
ﾄｸﾄﾞﾒ ﾋﾅ

豊富中        ・兵　庫  6:40.45

  5  404
大本  真由(2)
ｵｵﾓﾄ ﾏﾕ

大白書中      ・兵　庫 DNS

 11 1035
松岡  美里(1)
ﾏﾂｵｶ ﾐｻﾄ

関西福祉大    ・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  413
川崎愛結奈(1)
ｶﾜｻｷ ｱﾕﾅ

広畑中        ・兵　庫  5:28.99

  2  13  413
和泉  佳加(1)
ｲｽﾞﾐ ﾖｼｶ

広畑中        ・兵　庫  5:29.06

  3  10  404
臼井  美咲(1)
ｳｽｲ ﾐｻｷ

大白書中      ・兵　庫  5:50.71

  4   2  413
坂根  侑良(1)
ｻｶﾈ ﾕﾗ

広畑中        ・兵　庫  5:53.31

  5  14  438
樋口    颯(1)
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾈ

置塩中        ・兵　庫  5:59.66

  6   4  413
神名  七海(1)
ｼﾝﾒｲ ﾅﾅﾐ

広畑中        ・兵　庫  6:01.56

  7   7  417
鎌谷  ねい(2)
ｶﾏﾀﾆ ﾈｲ

豊富中        ・兵　庫  6:06.44

  8  12  417
田中なぎさ(1)
ﾀﾅｶ ﾅｷﾞｻ

豊富中        ・兵　庫  6:07.48

  9   5  413
新家  真優(1)
ｼﾝﾔ ﾏﾋﾛ

広畑中        ・兵　庫  6:10.44

 10   6  413
柴谷  恵実(2)
ｼﾊﾞﾀﾆ ｴﾐﾙ

広畑中        ・兵　庫  6:10.75

 11   8  410
恩河  凛楓(1)
ｵﾝｶﾞ ﾘﾝｶ

飾磨東中      ・兵　庫  6:15.02

  1  413
井貫  花南(1)
ｲﾇｷ ｶﾅﾐ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  9  455
勢嶋  春奈(2)
ｾｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ

夢前中        ・兵　庫 DNS

 11  413
大石  萌加(2)
ｵｵｲｼ ﾓﾓｶ

広畑中        ・兵　庫 DNS

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  455
近藤  桃花(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ

夢前中        ・兵　庫  5:50.94

  2  14  404
藤澤  茉優(1)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾋﾛ

大白書中      ・兵　庫  5:57.91

  3   3  414
井上    華(1)
ｲﾉｳｴ ﾊﾙ

網干中        ・兵　庫  5:59.11

  4   9  404
増田  七菜(2)
ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅ

大白書中      ・兵　庫  6:05.39

  5   6  414
西本  真温(1)
ﾆｼﾓﾄ ﾏｵﾝ

網干中        ・兵　庫  6:08.20

  6   5  440
菅長  有莉(1)
ｽｶﾞﾅｶﾞ ﾕｳﾘ

菅野中        ・兵　庫  6:09.84

  7  13  414
井上  乃愛(2)
ｲﾉｳｴ ﾉｱ

網干中        ・兵　庫  6:13.77

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   8  414
谷川  彩歩(1)
ﾀﾆｶﾞﾜ ｻﾎ

網干中        ・兵　庫  6:14.71

  9   1  404
児山  生奈(1)
ｺﾔﾏ ｾｲﾅ

大白書中      ・兵　庫  6:16.09

 10  11  414
藤原  侑花(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶ

網干中        ・兵　庫  6:25.36

 11   7  455
野本  菜莉(1)
ﾉﾓﾄ ﾅﾘ

夢前中        ・兵　庫  6:26.92

 12   2  414
笹木こころ(1)
ｻｻｷ ｺｺﾛ

網干中        ・兵　庫  6:27.83

 13  10  455
上岡  愛美(2)
ｳｴｵｶ ﾏﾅﾐ

夢前中        ・兵　庫  6:28.14

 12  455
川原田紗和(1)
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻﾜ

夢前中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子 ３０００ｍ 記録会(3) 12月 9日 12:54

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3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6 2983
田中  希実(3)
ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ

西脇工高      ・兵　庫  9:27.09

  2  10 2982
後藤    夢(3)
ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ

西脇工高      ・兵　庫  9:27.37

  3  15 2987
南  茉里奈(2)
ﾐﾅﾐ ﾏﾘﾅ

西脇工高      ・兵　庫  9:50.37

  4  17  409
土井  葉月(3)
ﾄﾞｲ ﾊﾂﾞｷ

姫路灘中      ・兵　庫  9:52.36

  5  11 2980
今枝  紗弥(3)
ｲﾏｴﾀﾞ ｻﾔ

西脇工高      ・兵　庫  9:53.03

  6   4 2979
礒野  恵理(3)
ｲｿﾉ ｴﾘ

西脇工高      ・兵　庫  9:56.94

  7  20  408
干飯  里桜(2)
ﾎｼｲ ﾘｵ

山陽中        ・兵　庫  9:57.33

  8  21  409
福永  愛佳(3)
ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ

姫路灘中      ・兵　庫 10:04.40

  9   2 2984
村上  美桜(3)
ﾑﾗｶﾐ ﾐｵ

西脇工高      ・兵　庫 10:07.81

 10  16 1131
前田久瑠実(3)
ﾏｴﾀﾞ ｸﾙﾐ

姫路商高      ・兵　庫 10:09.37

 11   5 2986
高瀬奈々海(2)
ﾀｶｾ ﾅﾅﾐ

西脇工高      ・兵　庫 10:15.55

 12  22 2981
各務ひかり(3)
ｶｶﾞﾐ ﾋｶﾘ

西脇工高      ・兵　庫 10:17.52

 13  19 2991
雲丹亀美月(1)
ｳﾆｶﾞﾒ ﾐﾂﾞｷ

西脇工高      ・兵　庫 10:18.58

 14   8 2988
木下  真白(2)
ｷﾉｼﾀ ﾏｼﾛ

西脇工高      ・兵　庫 10:19.57

 15   9 2985
岡田  柚希(2)
ｵｶﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

西脇工高      ・兵　庫 10:20.40

 16  14 2990
豊田  由希(2)
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷ

西脇工高      ・兵　庫 10:27.84

 17   1 2978
古田  望緒(3)
ﾌﾙﾀ ﾐｵ

西脇工高      ・兵　庫 10:34.07

 18  12 2992
駒田  彩華(1)
ｺﾏﾀﾞ ｱﾔｶ

西脇工高      ・兵　庫 10:37.73

 19   3 2977
佐藤  千夏(3)
ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ

西脇工高      ・兵　庫 10:41.83

 20  13 2989
福永  乃得(2)
ﾌｸﾅｶﾞ  ﾉｴﾙ

西脇工高      ・兵　庫 11:02.53

  7 2994
井上  瑞稀(1)
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ

西脇工高      ・兵　庫 DNS

 18 1147
田中  みく(2)
ﾀﾅｶ ﾐｸ

姫路商高      ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  18  409
長岡  あず(3)
ﾅｶﾞｵｶ ｱｽﾞ

姫路灘中      ・兵　庫 10:13.11

  2   6  408
干飯  奈桜(2)
ﾎｼｲ ﾅｵ

山陽中        ・兵　庫 10:14.53

  3  19  412
尾上  未紗(3)
ｵﾉｳｴ ﾐｻ

飾磨西中      ・兵　庫 10:30.38

  4   3  412
生田  紗良(2)
ｲｸﾀ ｻﾗ

飾磨西中      ・兵　庫 10:30.48

  5  10  408
竹田  咲羽(1)
ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ

山陽中        ・兵　庫 10:35.24

  6   4  458
久保  舞依(2)
ｸﾎﾞ ﾏｲ

大的中        ・兵　庫 10:43.13

  7   8  408
堀内  海優(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｳ

山陽中        ・兵　庫 10:51.18

  8  13  413
内藤  麻結(2)
ﾅｲﾄｳ ﾏﾕ

広畑中        ・兵　庫 10:52.81

  9  16 1149
東    芽生(2)
ｱﾂﾞﾏ ﾒｲ

姫路商高      ・兵　庫 10:55.55

 10  12 1074
夜船  友香(1)
ﾖﾌﾈ ﾕｶ

兵庫県立大    ・広　島 11:03.09

 11   7  412
小林  青葉(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊﾞ

飾磨西中      ・兵　庫 11:03.21

 12  17 2749
井口みさき(2)
ｲｸﾞﾁ ﾐｻｷ

龍野北高      ・兵　庫 11:12.89

 13  21 2745
石井  愛海(2)
ｲｼｲ ｱﾐ

龍野北高      ・兵　庫 11:18.26

 14  20  461
長谷川瑞紀(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

大津中        ・兵　庫 11:21.67

 15   1 2752
松原  汐里(1)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｵﾘ

龍野北高      ・兵　庫 11:22.51

 16   9  459
内田明日香(2)
ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ

安室中        ・兵　庫 11:31.20

 17   5 3961
足立  みお(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾐｵ

県立大附高    ・兵　庫 11:33.64

 18   2  459
福岡  陽詩(2)
ﾌｸｵｶ ﾋﾅﾀ

安室中        ・兵　庫 11:35.38

 19  22 5098
橋本奈央子(2)
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ

IRC           ・兵　庫 11:46.35

 11  234
永田  妃菜(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾅ

明石南高      ・兵　庫 DNS

 14  459
谷畑  澪奈(1)
ﾀﾆﾊﾀ ﾚｲﾅ

安室中        ・兵　庫 DNS

 15  412
北野  小槙(2)
ｷﾀﾉ ｺﾏｷ

飾磨西中      ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  17  412
小林  幸愛(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｱ

飾磨西中      ・兵　庫 11:02.19

  2  13  412
染川  舞衣(1)
ｿﾒｶﾜ ﾏｲ

飾磨西中      ・兵　庫 11:18.67

  3  10  461
英山  鈴花(1)
ｴｲﾔﾏ ﾘﾝｶ

大津中        ・兵　庫 11:20.49

  4   7  461
福本  愛加(1)
ﾌｸﾓﾄ ﾏﾅｶ

大津中        ・兵　庫 11:22.31

  5   1  413
津田  美夕(1)
ﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ

広畑中        ・兵　庫 11:26.66

  6  14  413
福田　夕愛(1)
ﾌｸﾀﾞ ﾕﾒ

広畑中        ・兵　庫 11:30.35

  7   3  413
前田  杏梨(1)
ﾏｴﾀﾞ ｱﾝﾘ

広畑中        ・兵　庫 11:34.01

  8  16  461
小川    栞(1)
ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ

大津中        ・兵　庫 11:40.14

  9   9  413
岡崎  有里(2)
ｵｶｻﾞｷ ﾕﾘ

広畑中        ・兵　庫 11:47.50

 10   8  460
佐藤  蒼生(2)
ｻﾄｳ ｱｵｲ

書写中        ・兵　庫 11:52.60

 11   5  460
田靡  真琴(2)
ﾀﾅﾋﾞｷ ﾏｺﾄ

書写中        ・兵　庫 11:53.66

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 12   2  413
小池祐里奈(1)
ｺｲｹ ﾕﾘﾅ

広畑中        ・兵　庫 12:01.18

 13  18  461
清水  優楽(1)
ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ

大津中        ・兵　庫 12:02.95

 14   4  461
小栗  花菜(1)
ｵｸﾞﾘ ﾊﾅ

大津中        ・兵　庫 12:09.87

 15  11  414
増田    葵(1)
ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ

網干中        ・兵　庫 12:27.56

 16  20  461
古閑  なな(1)
ｺｶﾞ ﾅﾅ

大津中        ・兵　庫 12:31.85

 17   6 2755
赤松  佑真(2)
ｱｶﾏﾂ ﾕﾏ

龍野北高      ・兵　庫 12:42.56

 18  12  239
田中  睦美(1)
ﾀﾅｶ ﾑﾂﾐ

明石南高      ・兵　庫 12:47.80

 19  19  412
藤井  小夏(1)
ﾌｼﾞｲ ｺﾅﾂ

飾磨西中      ・兵　庫 13:39.97

 20  21  408
西村    凜(2)
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ

山陽中        ・兵　庫 14:09.65

 15 3963
飛田  彩歌(1)
ﾋﾀﾞ ｱﾔｶ

県立大附高    ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子小学5,6年 ８００ｍ 記録会 12月 9日  9:44

記録会
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   64
池内孝太郎(6)
ｲｹｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ

菅生(姫路市)  ・兵　庫  2:38.79

  2  15   31 粕谷  陽樹(6)
ｶｽﾀﾆ ﾊﾙｷ

津田(姫路市)  ・兵　庫  2:45.08

  3   4   13
米澤  泰成(5)
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  2:47.64

  4   1   29
松尾    蓮(5)
ﾏﾂｵ ﾚﾝ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:51.24

  5   2   29 山本  翔大(5)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:51.84

  6   9   58
前田  仁慶(5)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾞﾝｹｲ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:52.05

  7  10   13
中尾  勇裕(5)
ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  2:54.58

  8  12   29
西尾  彩翔(5)
ﾆｼｵ ｱﾔﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:55.22

  9  16   42
田渕    稜(5)
ﾀﾌﾞﾁ ﾘｮｳ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:01.65

 10  17   29
西下  直哉(5)
ﾆｼｼﾀ ﾅｵﾔ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:06.10

 11  14   42
三輪裕志朗(5)
ﾐﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:07.48

 12   6   42
北川  愛琉(5)
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲﾙ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:08.51

 13  11   42
水島  紫龍(5)
ﾐｽﾞｼﾏ ｼﾘｭｳ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:12.44

 14   8   12
林    公真(6)
ﾊﾔｼ ｺｳﾏ

高岡西(姫路市)・兵　庫  3:15.17

  3   29
吉元  隆人(6)
ﾖｼﾓﾄ ﾀｶﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  7   41
山水  雄鼓(5)
ﾔﾏﾐｽﾞ ﾕｳｺﾞ

勝原(姫路市)  ・兵　庫 DNS

 13  470
熊谷  咲希(5)
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ

安室RC        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子小学3,4年 ８００ｍ 記録会(2) 12月 9日 10:06

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   7  470
小林  航大(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  2:48.53

  2   3  470 石井    伯(4)
ｲｼｲ ﾊｸ

安室RC        ・兵　庫  2:54.87

  3  11   29
谷本    健(4)
ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹﾙ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:56.11

  4   9   29
澤西  康太(4)
ｻﾜﾆｼ ｺｳﾀ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:00.47

  5   6   29 松田将太朗(4)
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:07.56

  6   4  470
西村  星七(4)
ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ

安室RC        ・兵　庫  3:11.05

  7   5   29
益田  悠汰(4)
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:11.14

  8   2   29 伊藤  遼人(4)
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:14.05

  9   8   41
鎌田  丈生(3)
ｶﾏﾀﾞ ｼﾞｮｳ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:24.11

 10   1  470
辻川裕一朗(3)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

安室RC        ・兵　庫  3:36.02

 10   11 藤井  煌力(4)
ﾌｼﾞｲ ｺｳﾘｷ

高岡(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   33
荒堀  禮司(4)
ｱﾗﾎﾘ ﾗｲｼﾞ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  2:53.35

  2   6  472
平田  颯鼓(4)
ﾋﾗﾀ ｿｳｺﾞ

IRC           ・兵　庫  2:56.20

  3  10   33
本脇  正也(4)
ﾓﾄﾜｷ ﾏｻﾔ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  2:59.55

  4   5   58
桂    壮佑(3)
ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:05.92

  5   3   33 矢野  蓮稀(4)
ﾔﾉ ﾊｽﾞｷ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:12.49

  6   8   58
毛利  絆七(3)
ﾓｳﾘ ｷｽﾞﾅ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:17.36

  7   2   33
森内  聖翔(4)
ﾓﾘｳﾁ ﾏｻﾄ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:21.43

  8   7   33 宮﨑    尊(4)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹﾙ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:25.19

  9  11   58
竹中  伯燿(3)
ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:27.75

 10   9   38
瀧北    亨(3)
ﾀｷｷﾀ ﾕｷ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:30.22

 11   1   58 田中  勇成(3)
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:40.13

凡例（DNS:欠    場）
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男子小学5,6年 １５００ｍ 記録会(4) 12月 9日 10:26

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4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  470
生田鼓太郎(6)
ｲｸﾀ ｺﾀﾛｳ

安室RC        ・兵　庫  4:43.51

  2  14   27
河野晋太朗(5)
ｺｳﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

白浜(姫路市)  ・兵　庫  4:56.31

  3  13   13
藤原  槙士(5)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷﾄ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:02.81

  4  12  868
白井　　蓮(6)
ｼﾗｲ ﾚﾝ

山口(朝来市)  ・兵　庫  5:05.45

  5   9   33
橋本  圭汰(6)
ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:11.78

  6   6   13
井上  大輝(6)
ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:12.21

  7   2   13
井上  滉大(5)
ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:13.88

  8   1   13
井上  翔大(5)
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:14.54

  9   4   22
小林  優真(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:14.61

 10   8   22
島崎  晃樹(6)
ｼﾏｻｷ ｺｳｷ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:15.63

 11   3  470
山口    輝(5)
ﾔﾏｸﾟﾁ ｱｷﾗ

安室RC        ・兵　庫  5:25.38

 12  16   11
大山  悠稀(6)
ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:26.18

 13  10   11
山田  隼大(6)
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:40.96

 14  11  471
岡澤  宏樹(6)
ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

姫路陸上教室  ・兵　庫  5:41.38

 15  15   65
水野  真士(6)
ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  5:55.55

  7  760
打越  路倭(6)
ｳﾁｺｼ ﾛｲ

淡路陸上教室  ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2   24
大対  渉世(6)
ｵｵﾂｲ ｼｮｳｾｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:17.03

  2   1   64
橋本  浩希(6)
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

菅生(姫路市)  ・兵　庫  5:19.81

  3  14   42
土井  悠星(5)
ﾄﾞｲ ﾕｳｼｮｳ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  5:21.29

  4  13   24
松村  匠馬(6)
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾏ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:22.49

  5  12   33
田中  翔瑛(6)
ﾀﾅｶ ｼｮｳｴｲ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:25.14

  6   7   29
北川真乃介(6)
ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:27.61

  7   8   22
松本    航(6)
ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:31.78

  8  10   11
森田  凌成(5)
ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:41.77

  9   3   12
中塚  瑠星(6)
ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ

高岡西(姫路市)・兵　庫  5:42.72

 10   4  860
今西  翔大(6)
ｲﾏﾆｼ ｼｮｳﾀ

但馬AC        ・兵　庫  5:44.66

 11  11   22
西村  海里(6)
ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾘ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:50.43

 12  15   65
藤尾  友城(5)
ﾌｼﾞｵ ﾄﾓｷ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  5:56.19

 13   6   65
山口    穂(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  6:09.99

  5   11
山田  実昂(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾀｶ

高岡(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  9   41
須藤  聡一(6)
ｽﾄｳ ｿｳｲﾁ

勝原(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   7   24
山中  裕介(6)
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:11.58

  2   9   24
長谷川  友(6)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:37.98

  3  14   24
常峰  佑太(5)
ﾂﾈﾐﾈ ﾕｳﾀ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:39.18

  4   6   33
古田  晴樹(5)
ﾌﾙﾀ ﾊﾙｷ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:40.53

  5   5   22
橋本  昂紀(6)
ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:41.02

  6   1   24
廣川  琥珀(6)
ﾋﾛｶﾜ ｺﾊｸ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:42.17

  7  10   31
桑田    樹(5)
ｸﾜﾀ ｲﾂｷ

津田(姫路市)  ・兵　庫  5:44.26

  8   3   41
小畑  尚輝(6)
ｵﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  5:45.98

  9  13   42
宮武  哲生(6)
ﾐﾔﾀｹ ﾃｯｾｲ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  5:46.92

 10  11   41
金子翔太郎(6)
ｶﾈｺ ｼｮｳﾀﾛｳ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  5:50.46

 11  12   22
藤田  稔央(6)
ﾌｼﾞﾀ ﾈｵ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:52.37

 12   4   33
福永  琉空(5)
ﾌｸﾅｶﾞ ﾙｳｸ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:56.62

 13   2   24
近藤  壮優(6)
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:03.86

 14   8   29
境    真吾(5)
ｻｶｲ ｼﾝｺﾞ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  6:11.52

 15  15   33
妹尾  陽太(5)
ｾﾉｵ ﾋﾅﾀ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  6:11.72

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13    8
佐藤  友亮(5)
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

城西(姫路市)  ・兵　庫  5:20.76

  2  11   41
宗行  堅斗(6)
ﾑﾈﾕｷ ｹﾝﾄ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  5:48.79

  3   6  472
池脇  大翔(5)
ｲｹﾜｷ ﾊﾙﾄ

IRC           ・兵　庫  6:06.31

  4  12   24
久保  遥仁(5)
ｸﾎﾞ ﾊﾙﾋﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:10.15

  5   8   24
中野  竣貴(5)
ﾅｶﾉ ｼｭﾝｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:15.25

  6   7   42
奥田  向陽(6)
ｵｸﾀﾞ ｺｳﾖｳ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:19.93

  7   3   41
小谷  宙幹(6)
ｺﾀﾆ ﾋﾛｷ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  6:20.52

  8  10   58
森    聖晴(6)
ﾓﾘ ﾏﾊﾛ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:25.74

  9   4   64
尾上    静(5)
ｵﾉｳｴ ｾｲ

菅生(姫路市)  ・兵　庫  6:26.64

 10  15   22
三枝  武史(5)
ﾐｴﾀﾞ ﾀｹｼ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  6:27.97

 11   9   41
中家  颯斗(6)
ﾅｶｲｴ ﾘｭｳﾄ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  6:43.03

 12   5   24
丸橋  優樹(5)
ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:55.49

 13   1   24
清水  悠翔(5)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:57.99

 14   2   24
美安  陽輝(5)
ﾐﾔｽ ﾊﾙｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  7:01.61

 15  14   24
沼田  大輝(5)
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  7:03.22

凡例（DNS:欠    場）
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男子小学3,4年 １５００ｍ 記録会(2) 12月 9日 11:06

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   7   50
松山  唯飛(4)
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ

御国野(姫路市)・兵　庫  5:23.86

  2   8   29 三木  太智(4)
ﾐｷ ﾀｲﾁ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:29.45

  3  13  470
寺本  悠良(4)
ﾃﾗﾓﾄ ﾕﾗ

安室RC        ・兵　庫  5:32.36

  4   1  470
ワード  天(4)
ﾜｰﾄﾞ ﾃﾝ

安室RC        ・兵　庫  5:37.09

  5   4  470 足立  昌汰(3)
ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ

安室RC        ・兵　庫  5:37.62

  6   9  760
伊藤  智仁(3)
ｲﾄｳ ｻﾄｼ

淡路陸上教室  ・兵　庫  5:53.52

  7  12   29
垣本  尊琉(4)
ｶｷﾓﾄ ﾀｹﾙ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:54.37

  8   3  470 田中  大士(4)
ﾀﾅｶ ﾀｲｼ

安室RC        ・兵　庫  5:59.66

  9   5  860
今西  瑛大(4)
ｲﾏﾆｼ ｴｲﾀ

但馬AC        ・兵　庫  6:02.17

 10   2  470
赤坂  七唯(4)
ｱｶｻｶ ｶｽﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  6:06.00

 11  11   50 大畑  広翔(3)
ｵｵﾊﾀ ﾋﾛﾄ

御国野(姫路市)・兵　庫  6:06.77

 12  10  470
溝口  達也(3)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

安室RC        ・兵　庫  6:11.73

 13   6   29
松岡  叶倭(4)
ﾏﾂｵｶ ﾄﾜ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  6:18.29

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   58
小林  大斗(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  5:51.31

  2   2   41
山田  瑞己(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  5:56.58

  3   9   33 濱本  大智(4)
ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  5:57.31

  4  11   33
妹尾  翔空(4)
ｾﾉｵ ﾄｱ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  6:01.61

  5  12   58
池田  來斗(4)
ｲｹﾀﾞ ﾗｲﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:13.68

  6   7   38 表    篤矢(3)
ｵﾓﾃ ｱﾂﾔ

大津茂(姫路市)・兵　庫  6:29.43

  7   5   41
東    翔太(3)
ﾋｶﾞｼ ｼｮｳﾀ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  6:31.71

  8   8   41
吉永  陽向(3)
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｸ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  6:33.44

  9   6  470 楠    宗大(4)
ｸｽﾉｷ ｿｳﾀﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  6:38.62

 10  10   50
木南  碧斗(3)
ｷﾐﾅﾐ ｱｵﾄ

御国野(姫路市)・兵　庫  6:42.83

 11   1   33
泉山  琉生(4)
ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾙｲ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  6:50.83

 12   4  470 船田  夏生(3)
ﾌﾅﾀﾞ ﾅﾂｷ

安室RC        ・兵　庫  7:03.76
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女子小学5,6年 ８００ｍ 記録会(3) 12月 9日  9:24

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   3  471
細見  芽生(5)
ﾎｿﾐ ﾒｲ

姫路陸上教室  ・兵　庫  2:36.69

  2   7   29
植村かれん(6)
ｳｴﾑﾗ ｶﾚﾝ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:39.22

  3   9  483
長谷川詩真(5)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾏ

神崎(神崎郡)  ・兵　庫  2:39.34

  4   8  470
徳永  百華(6)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾓﾓｶ

安室RC        ・兵　庫  2:40.12

  5  15   22
宗野  華楓(6)
ｿｳﾉ ﾊﾙｶ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  2:40.67

  6  10  470
本田  彩乃(5)
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ

安室RC        ・兵　庫  2:41.16

  7  13  760
鈴木莉里花(6)
ｽｽﾞｷ ﾘﾘｶ

淡路陸上教室  ・兵　庫  2:41.64

  8   6  470
小林  咲稀(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ

安室RC        ・兵　庫  2:49.50

  9  12   13
奥田  凜華(6)
ｵｸﾀﾞ ﾘﾝｶ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  2:50.02

 10   4   41
植田    碧(6)
ｳｴﾀﾞ ｱｵｲ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:51.57

 11   2   29
井口  純麗(6)
ｲｸﾞﾁ ｽﾐﾚ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:53.88

 12   1   41
松本  怜奈(6)
ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾅ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:55.65

 13  14   41
出田ありさ(6)
ｲｽﾞﾀ ｱﾘｻ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:02.74

 14   5   65
神野    咲(5)
ｶﾐﾉ ｻｷ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  3:05.50

 11  882
田中  愛望(5)
ﾀﾅｶ ｱﾐ

照来(美方郡)  ・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
長濱  梨紗(5)
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｻ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:55.84

  2   3   41
村上  莉未(5)
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾐ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:56.52

  3   9   22
松田こころ(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｺｺﾛ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  2:56.88

  4  14   22
山本  梓乃(5)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾞﾉ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  2:58.10

  5  15  470
熊谷　咲希(5)
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ

安室RC        ・兵　庫  2:59.31

  6   5   64
嵯峨山莉音(5)
ｻｶﾞﾔﾏ ﾘｵﾝ

菅生(姫路市)  ・兵　庫  3:00.91

  7   2   41
山口  叶愛(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｱ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:02.64

  8  11   41
大堂  乃羽(5)
ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾉﾜ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:02.89

  9   1   22
吉川  由依(5)
ﾖｼｶﾜ ﾕｲ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:02.92

 10  13   13
濱田  陽愛(5)
ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾅ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  3:03.19

 11   8   41
清水  藍布(6)
ｼﾐｽﾞ ｱｲﾎ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:03.70

 12   6   41
藤名  凛歩(5)
ﾌｼﾞﾅ ﾘﾎ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:05.65

 13   7   65
山本  奈歩(5)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  3:06.37

 14  12   22
三木  羽桜(5)
ﾐｷ ﾊｵﾝ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:14.33

 10  882
村尾  花音(5)
ﾑﾗｵ ｶﾉﾝ

照来(美方郡)  ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7    8
海原ももな(6)
ｶｲﾊﾞﾗ ﾓﾓﾅ

城西(姫路市)  ・兵　庫  2:52.01

  2   3    8
織部  梨珠(5)
ｵﾘﾍﾞ ﾘｽﾞ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:03.20

  3  10   42
志水  星空(5)
ｼﾐｽﾞ ｾｲﾗ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:03.22

  4   2   42
山下  晏奈(5)
ﾔﾏｼﾀ ｱﾝﾅ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:04.17

  5  11   22
黒田  心晴(5)
ｸﾛﾀﾞ ｺﾊﾙ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:04.39

  6   9   22
村田  楓良(5)
ﾑﾗﾀ ｶｴﾗ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:05.48

  7   6    8
中村  莉子(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ

城西(姫路市)  ・兵　庫  3:05.96

  8  14   22
三枝  奈央(5)
ﾐｴﾀﾞ ﾅｵ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:06.26

  9   1   42
北村  真唯(5)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:06.99

 10   4   42
柴田  一花(5)
ｼﾊﾞﾀ ｲﾁｶ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:07.72

 11   8   42
田川  愛梨(6)
ﾀｶﾞﾜ ｱｲﾘ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:11.00

 12  13  472
野元みなみ(5)
ﾉﾓﾄ ﾐﾅﾐ

IRC           ・兵　庫  3:18.11

  5   42
菅田  琉衣(6)
ｽｶﾞﾀ ﾙｲ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫 DNS

 12    8
魚住  奈央(5)
ｳｵｽﾞﾐ ﾅｵ

城西(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子小学3,4年 ８００ｍ 記録会(3) 12月 9日  9:49

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  13  868
白井　綺梅(4)
ｼﾗｲ ｱﾔﾒ

山口(朝来市)  ・兵　庫  2:49.61

  2   3  470
山川恵里奈(4)
ﾔﾏｶﾜ ｴﾘﾅ

安室RC        ・兵　庫  2:49.83

  3  14   29
森垣まひろ(4)
ﾓﾘｶﾞｷ ﾏﾋﾛ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:56.80

  4  10   29
犬賀千容子(4)
ｲﾇｶﾞ ﾁﾖｺ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:05.25

  5   6   29
川口妃乃華(4)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾉｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:06.15

  6   2   29
松盛  瑠夏(4)
ﾏﾂﾓﾘ ﾙｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:06.97

  7   9  470
田中  李桜(3)
ﾀﾅｶ ﾘｵ

安室RC        ・兵　庫  3:08.61

  8   7  470
岩井  楓佳(3)
ｲﾜｲ ﾌｳｶ

安室RC        ・兵　庫  3:10.44

  9   8   29
松原  颯郁(4)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:11.11

 10   4  470
牛尾    心(3)
ｳｼｵ ｺｺﾛ

安室RC        ・兵　庫  3:12.33

 11  12  470
本田  唯乃(3)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾉ

安室RC        ・兵　庫  3:14.86

 12   1   29
戸田  奈那(4)
ﾄﾀﾞ ﾅﾅ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:16.51

 13  11   29
東井  清華(4)
ﾄｳｲ ｻﾔｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:37.26

 14   5   29
小島  柚花(4)
ｺｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾊ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:37.65

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  470
久保帆乃加(4)
ｸﾎﾞ ﾎﾉｶ

安室RC        ・兵　庫  2:51.36

  2   6   29
片山虹結乃(4)
ｶﾀﾔﾏ ｺﾕﾉ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:55.50

  3  14  470
林田  花実(4)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｻﾞﾈ

安室RC        ・兵　庫  3:05.85

  4   3   41
東道  智世(4)
ﾄｳﾄﾞｳ ﾁｾ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:06.53

  5  13   29
寺澤きらら(4)
ﾃﾗｻﾜ ｷﾗﾗ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:08.62

  6  11   39
永岡  由衣(4)
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｲ

網干(姫路市)  ・兵　庫  3:11.19

  7  10   41
小嶋    凛(3)
ｺｼﾞﾏ ﾘﾝ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:17.96

  8  12  470
山口ひかり(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ

安室RC        ・兵　庫  3:18.99

  9   5  470
植村  果音(3)
ｳｴﾑﾗ ｶｵﾝ

安室RC        ・兵　庫  3:19.32

 10   8   29
安髙  梨桜(4)
ﾔｽﾀｶ ﾘｵ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:19.99

 11   4   39
濵本  和奏(4)
ﾊﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ

網干(姫路市)  ・兵　庫  3:22.75

 12   2   29
吉松  紗彩(4)
ﾖｼﾏﾂ ｻﾔ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:23.18

 13   9  470
三木  瑠海(3)
ﾐｷ ﾙｳﾐ

安室RC        ・兵　庫  4:09.90

  7  760
中舎史妃華(3)
ﾅｶﾔ ｼｲｶ

淡路陸上教室  ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   58
桂    茉瑚(4)
ｶﾂﾗ ﾏｺ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:59.22

  2  13   58
上田  梨愛(4)
ｳｴﾀﾞ ﾘｱ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:03.68

  3  12   33
小篠  優月(4)
ｵｻﾞｻ ﾕﾂﾞｷ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:08.64

  4  14   38
岡本  愛結(3)
ｵｶﾓﾄ ﾐﾕ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:12.22

  5   3   33
矢野  梨空(4)
ﾔﾉ ﾘｯｸ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:18.69

  6   1   58
小林  愛來(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:21.36

  7  11  760
久田  心愛(3)
ﾋｻﾀﾞ ｺｺﾐ

淡路陸上教室  ・兵　庫  3:24.10

  8   8   33
高松  愛紗(4)
ﾀｶﾏﾂ ﾒｲｻ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:27.81

  9   6   33
木治間ゆら(4)
ｷｼﾞﾏ ﾕﾗ

八幡(姫路市)  ・兵　庫  3:52.19

 10   2   58
大野  琴美(3)
ｵｵﾉ ｺﾄﾐ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:57.91

 11   7   58
山本  紗菜(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  4:00.99

 12   5   58
荒木  梓紗(3)
ｱﾗｷ ｱｽﾞｻ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  4:13.36

  9  760
清水  美空(4)
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ

淡路陸上教室  ・兵　庫 DNS

 10   58
桂    凛香(3)
ｶﾂﾗ ﾘﾝｶ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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兵庫小学記録(共通)　4'37"73　宮島　恵那　(北浜JRC)　　　　　　　　2015年

記録会
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  470
新    楓菜(6)
ﾆｲ ﾌｳﾅ

安室RC        ・兵　庫  5:00.13

  2  11  466
塩﨑  彩理(6)
ｼｵｻﾞｷ ｱﾔﾘ

中寺(姫路市)  ・兵　庫  5:10.59

  3  12  470
肥塚  暖歌(5)
ｺｴﾂﾞｶ ﾎﾉｶ

安室RC        ・兵　庫  5:17.26

  4   2  466
橋本  晴菜(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ

中寺(姫路市)  ・兵　庫  5:25.64

  5  16  466
橋本  結菜(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾅ

中寺(姫路市)  ・兵　庫  5:26.85

  6   3   65
真野  由菜(5)
ﾏﾉ ﾕﾅ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  5:28.19

  7   7  760
的崎  文香(6)
ﾏﾄｻﾞｷ ｱﾔｶ

淡路陸上教室  ・兵　庫  5:43.01

  8  10   13
吉岡  愛実(6)
ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾐ

曽左(姫路市)  ・兵　庫  5:52.32

  9  13   24
大西    結(6)
ｵｵﾆｼ ﾕｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:02.05

 10  14  470
石井  妃葉(5)
ｲｼｲ ﾋﾖ

安室RC        ・兵　庫  6:02.14

 11   6   24
末次  由佳(5)
ｽｴﾂｸﾞ ﾕｲｶ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:04.77

 12  15   42 土井  果恋(6)
ﾄﾞｲ ｶﾚﾝ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:09.74

 13   4   11
小林  望笑(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｴﾙ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  6:11.96

 14   5   42
灰本  真央(6)
ﾊｲﾓﾄ ﾏｵ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:13.04

 15   8   24 中村  真希(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:13.79

 16   1   24
毛利  優衣(5)
ﾓｳﾘ ﾕｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:19.81
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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   6  470
隈部    湊(4)
ｸﾏﾍﾞ ﾐﾅﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:30.52

  2   1  470 種    知里(4)
ﾀﾈ ﾁｻﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:47.30

  3   4  470
山之内怜来(4)
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾚｲﾗ

安室RC        ・兵　庫  6:20.30

  4   7   10
仲田  そら(3)
ﾅｶﾀ ｿﾗ

安室(姫路市)  ・兵　庫  6:26.10

  5  10   50 川本  千智(3)
ｶﾜﾓﾄ ﾁｻﾄ

御国野(姫路市)・兵　庫  6:39.19

  6   8  470
石井  梨芙(3)
ｲｼｲ ﾘﾌ

安室RC        ・兵　庫  6:39.98

  7   5    9
辻本優美菜(3)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾐﾅ

安室東(姫路市)・兵　庫  7:02.29

  8   9   12
中塚  涼穏(3)
ﾅｶﾂｶ ﾘｵﾝ

高岡西(姫路市)・兵　庫  7:29.36

  2  466
橋本  結菜(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾅ

中寺(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  3   10
岸田  結芽(3)
ｷｼﾀﾞ ﾕﾒ

安室(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）

 


