
姫路市チャレンジ記録会
入賞者一覧 平成31年3月9日(土) ～ (土)

姫路市立陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子１００ｍ 好田　昌史(2) 11"42 安富　厳(2) 11"52 太田　成宣() 11"60 古阪　優樹(2) 11"61 荒尾　奏太(3) 11"62 三浦　康生(3) 11"64 下條　尊史() 11"77

姫路高 +0.9 広畑 -0.7 HYOGO TFC -0.7 姫路灘 -0.7 置塩 -0.7 太子東 -0.7 HYOGO TFC +0.9

岡田　敏彦() 11"77

赤穂ＴＦＣ -2.0

小学４年生男子１００ｍ 村尾　琉希(4) 15"18 山田　瑞己(4) 15"48 岡崎　了大(4) 15"92 村田　白虎(4) 15"95 後藤　栄翔(4) 16"08 濱根　右京(4) 16"45 児島　涼介(4) 16"63 矢野　智也(4) 16"86

勝原小 +1.4 勝原小 +1.4 高岡小 +0.1 城陽小 +0.1 勝原小 +0.1 勝原小 +0.1 高浜小 +0.1 大津茂小 +1.4

小学５．６年生男子１００ｍ川﨑　雄介(6) 12"70 萩原　慧(5) 13"36 井元　瑛(5) 13"43 北村　奏音(6) 13"61 山本祐生(5) 14"41 大野　樹一(5) 14"48 岡本　麻暉(6) 14"50

城陽小 +0.2 勝原小 +0.2 勝原小 +0.2 大津茂小 0.0 手柄小 +0.2 城陽小 +0.2 安室小 0.0

清久　時臣(5) 14"50

勝原小 0.0

小学３年生男子５０ｍ 髙井　大新 8"81 小林　礼空 8"82 黒江　春海 8"89 津田　桜一朗 8"99 板見　涼平 9"18 堺　充希 9"24 渡邊　憲樹 9"42 尾﨑　奏人 9"49

高浜小 -2.0 高岡小 -2.0 城陽小 -2.0 大津茂小 -1.8 大津茂小 -1.8 大津茂小 -1.1 大津茂小 -1.8 大津茂小 -1.8

男子１５００ｍ 樋口　賢太郎 3'57"48 菅野　大輝(2) 4'06"75 林　幸佑(5) 4'08"28 高谷唯斗(1) 4'08"96 坂本　亘生(1) 4'09"58 菊川真之(2) 4'12"21 亀田　仁一路(2) 4'12"26 石井颯翔(2) 4'12"38

山陽特殊 姫路商業高 兵庫県立大 飾磨工業高 滝川高 飾磨工業高 姫路商業高 飾磨工業高

中学生男子走幅跳 臼井　光翔(2) 5m96 藤原　寧大(2) 5m78 辻　吏功斗(2) 5m64 森澤　洸輝(2) 5m59 高尾　勇輝(2) 5m50 古和　諄也(2) 5m33 小林　和司(1) 5m32 森口　司(2) 5m24

広畑 +1.0 広畑 +0.9 増位 +1.1 大津 +0.3 増位 +0.3 豊富 +0.7 大津 +0.1 置塩 -0.2

男子走幅跳 駒井　隆二 6m25 赤松　佑斗(2) 6m07 谷口　智大 5m83 田中　祐輔(2) 5m81

姫路市陸協 +1.4 飾磨工業高 0.0 姫路市陸協 +0.9 飾磨工業高 -0.1

中学生男子砲丸投(5.0kg)難波　颯太(3) 12m07 谷口　譲基(1) 10m77 市川　隼(2) 10m54 岡本　龍磨(2) 10m43 山田　快人(2) 10m24 赤根　嶺緒(2) 9m84 森川　智陽(2) 9m82 市川　歩武(2) 9m50

広畑 香寺 香寺 太子東 姫路灘 大白書 香寺 菅野

高校男子砲丸投（6.0kg） 石原　唯斗(2) 15m72 永井　裕斗(1) 13m12 黒田　歩夢(1) 12m55 宮原　治親(1) 12m00 本多　秀(3) 11m27 黒石　唯人(1) 9m08

姫路商業高 姫路商業高 姫路商業高 飾磨工多部 飾磨工多部 飾磨工多部

一般男子砲丸投(7.26㎏) 渡邊　星矢() 9m24

HYOGO TFC

女子１００ｍ 岩永　彩萌(2) 12"90 宗野　華楓(1) 12"93 松本　美紀(1) 13"02 嘉納　由唯(3) 13"07 西田　佳那(1) 13"23 安藤　雅姫(1) 13"37 川上　瑞生(1) 13"43 西嶋　亜央衣(2) 13"50

姫路灘 +0.5 山陽 +0.5 姫路高 -0.8 網干 +0.5 太子東 +0.5 東光 -1.1 飾磨工業高 0.0 飾磨東 -0.8

小学４年生女子１００ｍ 小嶋　凛(4) 16"01 小笠原　瑠音(4) 16"50 橋尾　明花莉(4) 17"10

勝原小 +1.1 勝原小 +1.1 城陽小 +1.1

小学５．６年生女子１００ｍ吉川　由依(6) 14"16 植戸　忍(6) 14"30 山口　叶愛(6) 15"14 村上　莉未(6) 15"34 出田　のぞみ(5) 15"46 福田　栞奈(5) 15"59 岸本　埜花(5) 15"61 駿河　舞(6) 15"70

城陽小 +0.9 安室小 +0.9 勝原小 +0.9 勝原小 +0.6 勝原小 +0.6 城陽小 +0.6 勝原小 +0.6 安室小 +0.3

小学３年生女子５０ｍ 稲岡　稟乃 9"04 三木　琴葉 9"07 仲井間七海 9"16 青山　皐姫 9"17 生島　環奈 9"37 宇野　陽香 9"56 冨永　歩 9"58 永井　心桜 9"62

大津茂小 -2.4 的形小 -2.4 大津小 -1.3 城陽小 -1.3 城陽小 -1.3 大津茂小 -2.4 大津茂小 -2.4 別所小 -1.8

女子８００ｍ 建部　美月(3) 2'17"09 長岡　あず(1) 2'19"24 新　楓菜(1) 2'19"65 谷畑　澪奈(2) 2'20"45 田村　優芽(2) 2'20"52 有川　ひなの(1) 2'22"80 藤尾　光流(2) 2'23"48 染川　舞衣(2) 2'24"27

兵庫県立大 姫路商業高 飾磨西 安室 姫路灘 安室 香寺 飾磨西

中学生女子走幅跳 岩田　瑞希(2) 5m03 塚本　舞(2) 4m92 和泉　佳加(2) 4m55 岡﨑　瑠奈(2) 4m51 藤久　絢賀(1) 4m48 藤澤　茉優(2) 4m46 大谷　有希奈(2) 4m44 石飛　優生菜(1) 4m44

四郷 +0.9 山陽 +2.8 広畑 +1.3 姫路高丘 +3.8 姫路高丘 +2.9 大白書 +1.5 大津 +3.4 姫路高丘 +1.9

中学生女子砲丸投(2.72㎏)塩田　美羽(3) 10m62 橘　莉子(2) 9m85 松場　琴音(1) 9m84 堀　桃萌(1) 9m23 安達　江里菜(1) 8m91 斎藤　日向(2) 8m66 参輪　茉菜加(1) 8m46 岡本　美涼(2) 7m77

安室 飾磨東 安室 増位 飾磨東 姫路灘 増位 姫路高丘

一般・高校女子砲丸投(4.0kg)瀬戸　杏奈(2) 12m76 永井　桃花(1) 12m20
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