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第52回姫路市スポーツ祭 2017年10月9日(月)
決勝一覧表

ウインク陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

10/9 ４×４００ｍ 姫路商高  3:18.26 姫路西高  3:22.67 姫路飾西高  3:23.70 姫路高  3:26.48 飾磨工高  3:28.35 東洋大姫路高  3:28.66

  中村  駿秀(2)   松浦  圭佑(1)   井上  雄貴(2)   奥田  真也(2)   北浦  柊二(2)   山本  航大(2)

  砂田  晟弥(1)   利根川  陸(2)   濵川  寛生(2)   竹内  啓登(2)   市川  星哉(2)   中原  惇也(2)

  藤原孝之辰(1)   三木健太郎(2)   矢野  航大(1)   吉識賢太郎(2)   赤松  佑人(1)   生田  翔大(1)

  安藝  光遥(3)   堀田  和志(2)   吉盛  大樹(2)   好田  昌史(1)   香嶋  隼哉(2)   八幡  光星(2)

10/9 ４×１００ｍ 香寺 44.63 広嶺 45.38 飾磨東 45.59 花田 46.31 飾磨西 46.48 姫路灘 47.00 大的 47.08 広畑 50.39

  橋本  和樹(2)   馬場  勇弥(3)   田中  綾真(2)   越智  一馬(3)   鈴木  琉平(2)   毛利  光汰(2)   豊島  廉執(3)   難波  颯太(2)

  橋本  亘晴(2)   小園  陽介(3)   都倉    青(3)   佐野  嘉彦(3)   米森  大貴(2)   山口  晴哉(2)   西澤    昴(3)   安富    厳(1)

  岩田  峻也(3)   宿野  悠樹(3)   米澤  琉真(2)   寺尾    翼(3)   上野  佳史(3)   森脇  知哉(2)   小山  夢空(3)   植田  大輝(2)

  渡邊  隼斗(3)   本田  将伍(3)   松下  侑生(3)   ｸﾞｴﾝ ﾌｯｸ ﾄｱﾝ(3)   赤錆  雄太(3)   近藤    蓮(1)   前田  馬杜(3)   小田  玲温(2)

10/9 ４×１００ｍ 城　　陽 57.17 糸　　引 57.59 大　　津 58.25 妻　　鹿 58.75 曽　　左 58.80 手　　柄 58.87 白　　鳥 58.87 城　　西 59.03

  川﨑  雄介(5)   須々田凌羽(5)   山田  清平(5)   薮口真那弥(5)   宮西  希朋(5)   花田  一晟(5)   上野    翔(5)   青山  承立(5)

  黒江  翔月(5)   田中  崚雅(5)   堀井  陽仁(5)   鬼塚  陽太(5)   中尾  勇裕(5)   山根瑛太郎(5)   田中    脩(5)   佐藤  友亮(5)

  福原  悠真(5)   宇野  哲平(5)   岡部  拓実(5)   藤尾  優輝(5)   米澤  泰成(5)   増田    巧(5)   森    悠人(5)   岡    太地(5)

  宗野  佑大(5)   中川  颯士(5)   内藤  大夢(5)   藤尾  和輝(5)   藤原  槙士(5)   酒澤  侑賢(5)   藤原  佑陽(5)   島田  悠生(5)

10/9 ４×１００ｍ 広畑第二 53.65 砥　　堀 54.44 八　　幡 55.02 菅　　生 55.69 峰　　相 56.10 城　　東 56.13 大　　津 56.60 城　　陽 56.71

  田中  謙志(6)   高田  珠和(6)   橋本  圭汰(6)   藤定  廉叶(6)   田中    響(6)   山本  敏淳(6)   金治  凌平(6)   小林  優真(6)

  石本  浬央(6)   太田  敦也(6)   田中  翔瑛(6)   尾上  昊輝(6)   福嶋  佑太(6)   荒木  公輔(6)   竹下    善(6)   藤田  琉聖(6)

  石橋    蓮(6)   立岩  空響(6)   中田  衆士(6)   田上  隼也(6)   渡邊  航希(6)   松下  怜央(6)   松尾  遥也(6)   松本    航(6)

  橋本  正幸(6)   野村  謙心(6)   中村  柊仁(6)   池内孝太郎(6)   南    秀太(6)   大﨑  琉陽(6)   越智    樹(6)   谷川旺太郎(6)

10/9 ４×１００ｍ 姫路商高 48.08 姫路高 50.81 姫路飾西高 52.51 姫路西高 52.78 姫路東高  1:00.22
  立岩  杏珠(1) NGR   小野真依子(2)   山下  綾香(1)   北峯    優(2)   黒﨑百菜実(2)
  長濵奈々美(2)   柴田アンナ(2)   伊藤  千華(1)   井上  美月(1)   岡村ほのか(2)
  中野  菜乃(1)   田中  結菜(2)   髙田  夏希(2)   有吉  柚希(1)   玉田  希帆(1)
  平野芙佑花(2)   北    紗弥(2)   上田  尚実(2)   髙田  沙紀(1)   菅長  洋子(1)

10/9 ４×１００ｍ 山陽 50.45 飾磨西 51.10 姫路灘 51.29 夢前 52.72 朝日 53.13 置塩 53.78 姫路高丘 53.89 安室 53.90
  畠    愛結(2)   岡本みなみ(3)   斧田  杏耶(1)   勢嶋  春奈(2)   長富歩乃果(2)   小林  璃音(2)   山名  彩香(2)   塩田  美羽(2)
  梶田  乃杏(2)   大﨑由布子(3)   神吉理紗子(2)   近藤  桃花(2)   岡本  実彩(2)   河野  日詩(2)   加島  珠寿(2)   小林  彩萌(2)
  平井  華奈(3)   藤原  芽依(3)   笹野    葵(2)   上岡  愛美(2)   石野  有紗(2)   福永  真歩(2)   今田  美優(2)   中上  雅琳(2)
  芝原  奈子(3)   小林  青葉(2)   岩永  彩萌(1)   寺本    葵(2)   太田菜々恵(2)   砂田  芽緯(2)   松本  優花(1)   荻本  莉緒(2)

10/9 ４×１００ｍ 糸　　引 59.89 網 干 西  1:00.79 飾　　磨  1:00.94 豊　　富  1:01.04 安　　室  1:01.07 曽　　左  1:01.12 四　　郷  1:02.03 城　　陽  1:02.14

  長谷川桜花(5)   黒瀬  遥香(5)   影山  遥香(5)   岡田  優月(5)   森元  美貴(5)   西谷  真優(5)   小川八千流(5)   守田  芽依(5)
  田作  らん(5)   岸本理央奈(5)   本勝  美有(5)   菅原  日花(5)   廣岡  萌香(5)   須貝  理帆(5)   大西  虹海(5)   吉川  由依(5)
  今藤  和子(5)   山平  愛梨(5)   富井  心美(5)   梶原つかさ(5)   青田  真奈(5)   藤井きらり(5)   三谷  依凛(5)   山下  恭穂(5)
  北原  夢來(5)   日坂  美咲(5)   吉原  花咲(5)   河野  妃奈(5)   植戸    忍(5)   平塚  香穂(5)   西森  姫華(5)   大路  留葵(5)

10/9 ４×１００ｍ 網　　干 56.06 旭　　陽 56.81 広　　畑 57.74 荒　　川 58.46 的　　形 58.49 勝　　原 58.70 高　　浜 58.93 古　　知 59.22
  米岡  優衣(6)   灰本  莉久(6)   田邊  結理(6)   片桐  彩衣(6)   内田  莉子(6)   松本  怜奈(6)   木虎小菜美(6)   中村  麗衣(6)

  松本あかり(6)   西村  美沙(6)   廣瀬  莉来(6)   大西    結(6)   臼木    桃(6)   瀬戸山心春(6)   安達江里菜(6)   松井茄映摘(6)

  木村    藍(6)   菅田  琉衣(6)   髙津  涼香(6)   渡邉  真子(6)   二神  妃莉(6)   長富  奏羽(6)   原田  侑奈(6)   橋本瑚乃佳(6)
  岩田  愛実(6)   土井  果恋(6)   善入  彩愛(6)   有本  咲良(6)   殿崎  亜虹(6)   中野  歩美(6)   植村かれん(6)   河野  舞音(6)

10月 9日 11:10 晴れ    26℃   69％ 東 1.1m/s

10月 9日 12:00 晴れ  26.5℃   65％ 南 2.6m/s

10月 9日 13:00 晴れ    27℃   63％ 南 1.8m/s

10月 9日 14:00 晴れ    27℃   63％ 南 3.2m/s

10月 9日 14:55 晴れ  26.5℃   65％ 南 1.2m/s 記　録　主　任：中川　廣信
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凡例（NGR:大会新記録）


