
平成29年12月9日(土)
成績一覧表 姫路市立陸上競技場(ウィンク陸上競技場)（競技場コード：281040)

月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

清水  祥吾(1)  4:10.40 栗林  邦宜(2)  4:21.66 前田  陽平(3)  4:22.27 森      玲(1)  4:22.65 竹迫  蒼真(3)  4:23.47 平井壮一郎(1)  4:29.45 澤田  陸杜(2)  4:30.63 田中    凱(3)  4:31.02

兵庫県立大 関西福祉大 AMURO RC 太子高 太子東中 姫路高 姫路高 太子東中

白髭  一生(2)  9:14.09 寺谷  壮汰(3)  9:24.71 林田  蒼生(2)  9:24.80 浅田  俊彦  9:36.04 平岩  侑馬(1)  9:39.09 妹尾  楓真(2)  9:39.45 内海  師童(2)  9:39.50 難波  輝蔵(2)  9:39.69

飾磨工高 太子東中 広嶺中 ﾕﾆﾊﾞｰSC 姫路商高 夢前中 安室中 夢前中

秋本  優紀 14:35.97 畠中  利樹 14:37.97 平尾　壮太(2) 14:43.12 福原  正治 14:46.41 西    涼太 14:49.00 髙田  大樹 14:50.31 井上  亮真(3) 14:51.02 善田  修平(2) 14:51.75

山陽特殊製鋼 山陽特殊製鋼 滋賀学園･滋　賀 AMURORC 山陽特殊製鋼 山陽特殊製鋼 飾磨工高 滋賀学園･滋　賀

月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

竹川  弥生  4:59.29 谷畑  澪奈(1)  4:59.78 田村  優芽(1)  5:00.89 藤尾  莉子(1)  5:01.18 建部  美月(2)  5:02.38 寺本    葵(2)  5:03.90 有方  小晴(1)  5:05.47 坂東  来実(1)  5:06.36

AMURO RC 安室中 姫路灘中 IRC 兵庫県立大 夢前中 豊富中 網干中

田中  希実(3)  9:27.09 後藤    夢(3)  9:27.37 南  茉里奈(2)  9:50.37 土井  葉月(3)  9:52.36 今枝  紗弥(3)  9:53.03 礒野  恵理(3)  9:56.94 干飯  里桜(2)  9:57.33 福永  愛佳(3) 10:04.40

西脇工高 西脇工高 西脇工高 姫路灘中 西脇工高 西脇工高 山陽中 姫路灘中

月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

小林  航大(3)  2:48.53 荒堀  禮司(4)  2:53.35 石井    伯(4)  2:54.87 谷本    健(4)  2:56.11 平田  颯鼓(4)  2:56.20 本脇  正也(4)  2:59.55 澤西  康太(4)  3:00.47 桂    壮佑(3)  3:05.92

安室RC 八幡(姫路市) 安室RC 高浜(姫路市) IRC 八幡(姫路市) 高浜(姫路市) 坊勢(姫路市)

池内孝太郎(6)  2:38.79 粕谷  陽樹(6)  2:45.08 米澤  泰成(5)  2:47.64 松尾    蓮(5)  2:51.24 山本  翔大(5)  2:51.84 前田  仁慶(5)  2:52.05 中尾  勇裕(5)  2:54.58 西尾  彩翔(5)  2:55.22

菅生(姫路市) 津田(姫路市) 曽左(姫路市) 高浜(姫路市) 高浜(姫路市) 坊勢(姫路市) 曽左(姫路市) 高浜(姫路市)

松山  唯飛(4)  5:23.86 三木  太智(4)  5:29.45 寺本  悠良(4)  5:32.36 ワード  天(4)  5:37.09 足立  昌汰(3)  5:37.62 小林  大斗(4)  5:51.31 伊藤  智仁(3)  5:53.52 垣本  尊琉(4)  5:54.37

御国野(姫路市) 高浜(姫路市) 安室RC 安室RC 安室RC 坊勢(姫路市) 淡路陸上教室 高浜(姫路市)

生田鼓太郎(6)  4:43.51 河野晋太朗(5)  4:56.31 藤原  槙士(5)  5:02.81 白井　　蓮(6)  5:05.45 山中  裕介(6)  5:11.58 橋本  圭汰(6)  5:11.78 井上  大輝(6)  5:12.21 井上  滉大(5)  5:13.88

安室RC 白浜(姫路市) 曽左(姫路市) 山口(朝来市) 荒川(姫路市) 八幡(姫路市) 曽左(姫路市) 曽左(姫路市)

白井　綺梅(4)  2:49.61 山川恵里奈(4)  2:49.83 久保帆乃加(4)  2:51.36 片山虹結乃(4)  2:55.50 森垣まひろ(4)  2:56.80 桂    茉瑚(4)  2:59.22 上田  梨愛(4)  3:03.68 犬賀千容子(4)  3:05.25

山口(朝来市) 安室RC 安室RC 高浜(姫路市) 高浜(姫路市) 坊勢(姫路市) 坊勢(姫路市) 高浜(姫路市)

細見  芽生(5)  2:36.69 植村かれん(6)  2:39.22 長谷川詩真(5)  2:39.34 徳永  百華(6)  2:40.12 宗野  華楓(6)  2:40.67 本田  彩乃(5)  2:41.16 鈴木莉里花(6)  2:41.64 小林  咲稀(5)  2:49.50

姫路陸上教室 高浜(姫路市) 神崎(神崎郡) 安室RC 城陽(姫路市) 安室RC 淡路陸上教室 安室RC

隈部    湊(4)  5:30.52 種    知里(4)  5:47.30 山之内怜来(4)  6:20.30 仲田  そら(3)  6:26.10 川本  千智(3)  6:39.19 石井  梨芙(3)  6:39.98 辻本優美菜(3)  7:02.29 中塚  涼穏(3)  7:29.36

安室RC 安室RC 安室RC 安室(姫路市) 御国野(姫路市) 安室RC 安室東(姫路市) 高岡西(姫路市)

新    楓菜(6)  5:00.13 塩﨑  彩理(6)  5:10.59 肥塚  暖歌(5)  5:17.26 橋本  晴菜(5)  5:25.64 橋本  結菜(5)  5:26.85 真野  由菜(5)  5:28.19 的崎  文香(6)  5:43.01 吉岡  愛実(6)  5:52.32

安室RC 中寺(姫路市) 安室RC 中寺(姫路市) 中寺(姫路市) 香呂(姫路市) 淡路陸上教室 曽左(姫路市)

気象状況
392名 天候 気温 風向・風速 湿度 主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　 務： 髙橋　秀知 印

249名
競技開始時
(9:20) 晴 10.0℃ 　北　･　1.5m 56% 後　援：兵庫陸上競技協会 記 録 主 任： 中川　広信 印

正午時 晴 11.0℃ 　南　･　2.7m 46% 　　　：姫路市  審  判  長： 水田　雅幸 印
競技終了時
(15:50) 晴 10.0℃ 　南　･　2.0m 38%
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12/9 女子5,6年1500m 16

44

男子3,4年1500m

42

３０００ｍ 65

男子3,4年800m 22

25

12/9

12/9

12/9 女子3,4年1500m 10

12/9

女子参加人数

12/9 61男子5,6年1500m

12/9

17 姫路長距離記録会

12/9 １５００ｍ 99

種目

(大会コード：17280533)

12/9 ３０００ｍ 75

１５００ｍ 74

12/9 ５０００ｍ 97

12/9

12/9

12/9

男子5,6年800m 17

女子3,4年800m

女子5,6年800m


