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男子 １５００ｍ 記録会(10) 12月 8日 12:01

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10組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11 1376
清水  祥吾(2)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫  4:05.07

  2   5 1238
栗林  邦宜(3)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾉﾘ

関西福祉大    ・兵　庫  4:08.59

  3   4 2378
丸山  翔平
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ

Bacchus       ・兵　庫  4:17.53

  4   8 7386
岡田  颯星(2)
ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

但馬AC        ・兵　庫  4:25.14

  5   6  174
山本  真也
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ

日新AC        ・大　阪  4:25.79

  6  12 8943
金田  隆志(2)
ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳｼ

飾磨工高多部  ・兵　庫  4:26.60

  7  14 2604
豊岡  尚弥(1)
ﾄﾖｵｶ ﾅｵﾔ

兵庫県立大    ・兵　庫  4:28.40

  8  15 3472
田栗　健伸
ﾀｸﾞﾘ ｹﾝｼﾝ

加古川市陸協  ・兵　庫  4:29.14

  9  13  580
寒川宏太郎(2)
ｻﾑｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ

姫路工高      ・兵　庫  4:29.21

 10   3 7359
廣瀬  創大(2)
ﾋﾛｾ ｿｳﾀ

但馬AC        ・兵　庫  4:31.24

 11   2 7342
山口    凜(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ

ASAGO T&F     ・兵　庫  4:32.85

 12   1 1255
皆村  晃平(3)
ﾐﾅﾑﾗ ｺｳﾍｲ

甲南大        ・兵　庫  4:33.35

 13   7  542
右遠  大輝(2)
ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

高陽中        ・岡　山  4:38.10

 14   9 2230
神崎  亮佑(1)
ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

甲南大        ・兵　庫  4:41.36

 10 1644
山本  純也(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

摂南大        ・大　阪 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  412
米森  大貴(3)
ﾖﾈﾓﾘ ﾀﾞｲｷ

飾磨西中      ・兵　庫  4:29.26

  2   9  589
黒木  奏人(1)
ｸﾛｷ ｶﾅﾄ

姫路工高      ・兵　庫  4:33.93

  3  12  432
塩﨑  浩貴(2)
ｼｵｻﾞｷ ｺｳｷ

香寺中        ・兵　庫  4:37.70

  4  14  596
栗山  透弥(1)
ｸﾘﾔﾏ ﾄｳﾔ

姫路工高      ・兵　庫  4:38.16

  5   8 5190
生田鼓太郎
ｲｸﾀ ｺﾀﾛｳ

IRC           ・兵　庫  4:38.87

  6   6 1237
近藤  雄亮(3)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

関西福祉大    ・兵　庫  4:40.42

  7   7  408
三和龍之介(2)
ﾐﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

山陽中        ・兵　庫  4:42.00

  8   2 5224
岡田  裕雄
ｵｶﾀﾞ ﾔｽｵ

budouAC       ・兵　庫  4:42.13

  9  13  404
原田    光(2)
ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾙ

大白書中      ・兵　庫  4:43.77

 10   5  409
岩田    風(2)
ｲﾜﾀ ﾌｳ

姫路灘中      ・兵　庫  4:48.32

 11   1  595
森垣  拓巳(1)
ﾓﾘｶﾞｷ ﾀｸﾐ

姫路工高      ・兵　庫  4:48.86

 12  10 5158
上月  康博
ｺｳﾂﾞｷ ﾔｽﾋﾛ

budouAC       ・兵　庫  4:49.96

 13  11  594
白石  北斗(1)
ｼﾗｲｼ ﾎｸﾄ

姫路工高      ・兵　庫  4:51.62

  3  455
寺本    耀(3)
ﾃﾗﾓﾄ ﾖｳ

夢前中        ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10  408
西川  昇陽(2)
ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾖｳ

山陽中        ・兵　庫  4:45.52

  2  12  413
宗光  璃久(2)
ﾑﾈﾐﾂ ﾘｸ

広畑中        ・兵　庫  4:48.52

  3   1  461
大友  蒼満(2)
ｵｵﾄﾓ ｿｳﾏ

大津中        ・兵　庫  4:50.10

  4  11  592
渡邊  信也(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ

姫路工高      ・兵　庫  4:53.66

  5   7  456
仲江  桜我(2)
ﾅｶｴ ｵｳｶﾞ

姫路東中      ・兵　庫  4:53.98

  6   8  417
玖村  賢蔵(1)
ｸﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ

豊富中        ・兵　庫  4:56.56

  7   9  460
井上  大輝(1)
ｲﾉｳｴ ﾀｲｷ

書写中        ・兵　庫  4:57.41

  8   3  414
堀川    聖(2)
ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳ

網干中        ・兵　庫  4:59.29

  9   4  409
稲垣  唯斗(2)
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲﾄ

姫路灘中      ・兵　庫  5:01.71

 10  14  461
三脇  宏心(2)
ﾐﾜｷ ｺｳｼﾝ

大津中        ・兵　庫  5:02.48

 11  13  417
谷口  楓真(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳﾏ

豊富中        ・兵　庫  5:03.21

 12   6  403
今村  優汰(2)
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:03.52

 13   5  591
福岡  侑馬(1)
ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ

姫路工高      ・兵　庫  5:03.62

 14   2  405
森本  凌太(2)
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

東光中        ・兵　庫  5:03.95

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  456
八代  晃慶(2)
ﾔｼﾛ ｱｷﾖｼ

姫路東中      ・兵　庫  4:51.89

  2   9  413
安富    厳(2)
ﾔｽﾄﾐ ｲﾂｷ

広畑中        ・兵　庫  4:58.59

  3   7  456
三木  蒼天(2)
ﾐｷ ｿﾗ

姫路東中      ・兵　庫  5:00.33

  4  12  461
北条  旺雅(1)
ﾎｳｼﾞｮｳ ｵｳｶﾞ

大津中        ・兵　庫  5:03.09

  5   8  455
橋本  圭汰(1)
ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ

夢前中        ・兵　庫  5:05.66

  6  11  455
小笠原  仁(1)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞﾝ

夢前中        ・兵　庫  5:05.87

  7  10  461
小川  大和(1)
ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ

大津中        ・兵　庫  5:08.76

  8   2  461
池田  昴輝(2)
ｲｹﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

大津中        ・兵　庫  5:09.94

  9   6  432
天野  瑛太(2)
ｱﾏﾉ ｴｲﾀ

香寺中        ・兵　庫  5:10.40

 10   3  461
中堀  羽人(2)
ﾅｶﾎﾘ ﾖｸﾄ

大津中        ・兵　庫  5:13.53

 11   1  461
小林  和司(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｼ

大津中        ・兵　庫  5:17.73

 12  13  413
臼井  光翔(2)
ｳｽｲ ﾐﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:17.75

 13   5  459
桒原  聖翔(1)
ｸﾜﾊﾗ ｷﾖﾄ

安室中        ・兵　庫  5:27.29

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  409
中村  郁斗(2)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ

姫路灘中      ・兵　庫  5:01.51

  2   8  413
宗野  佑斗(2)
ｿｳﾉ ﾕｳﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:06.56

  3   1  413
大和  孝基(2)
ﾔﾏﾄ ｺｳｷ

広畑中        ・兵　庫  5:07.60

  4   4  458
藤田  隼樹(1)
ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｷ

大的中        ・兵　庫  5:07.95

  5   9  461
松尾  遥也(1)
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾔ

大津中        ・兵　庫  5:09.84

  6   2  414
大山龍之介(1)
ｵｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

網干中        ・兵　庫  5:10.00

  7  11  461
平瀬    悠(1)
ﾋﾗｾ ﾕｳ

大津中        ・兵　庫  5:11.65

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8  10  456
松浦  文達(1)
ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾀﾂ

姫路東中      ・兵　庫  5:14.32

  9   5  404
赤根  嶺緒(2)
ｱｶﾈ ﾚｵ

大白書中      ・兵　庫  5:15.36

 10  12  455
田中  翔瑛(1)
ﾀﾅｶ ｼｮｳｴｲ

夢前中        ・兵　庫  5:15.94

 11   3  461
竹下    善(1)
ﾀｹｼﾀ ｾﾞﾝ

大津中        ・兵　庫  5:20.59

 12  13  405
山口  楓楽(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ

東光中        ・兵　庫  5:20.98

 13   7  455
藤田  和哉(1)
ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ

夢前中        ・兵　庫  5:23.03

凡例（DNS:欠    場）
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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

  6組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  461
関根  悠生(1)
ｾｷﾈ ﾕｳｾｲ

大津中        ・兵　庫  5:11.25

  2   6  455
興津  侑太(2)
ｵｷﾂ ﾕｳﾀ

夢前中        ・兵　庫  5:11.70

  3   9  413
茅野  璃音(2)
ｶﾔﾉ ﾘｵﾝ

広畑中        ・兵　庫  5:13.87

  4  12  403
米谷誠太郎(2)
ﾖﾈﾀﾆ ｾｲﾀﾛｳ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:17.12

  5   3  410
野村  太洋(1)
ﾉﾑﾗ ﾀｲﾖｳ

飾磨東中      ・兵　庫  5:18.65

  6  10  403
政平  渉太(1)
ﾏｻﾋﾗ ｺｳﾀ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:20.02

  7  13  456
福本  悠斗(1)
ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾄ

姫路東中      ・兵　庫  5:25.25

  8  11  456
濱田    将(2)
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｽｸ

姫路東中      ・兵　庫  5:29.15

  9   4  408
水上亮太朗(1)
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ

山陽中        ・兵　庫  5:29.76

 10   8  404
三木晃二郎(2)
ﾐｷ ｺｳｼﾞﾛｳ

大白書中      ・兵　庫  5:30.88

 11   2  461
大西  悠斗(1)
ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ

大津中        ・兵　庫  5:38.83

 12   5  403
上山  光琉(2)
ｳｴﾔﾏ ﾋｶﾙ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:44.16

  1  403
扇谷  勇輝(2)
ｵｳｷﾞﾔ ﾕｳｷ

姫路高丘中    ・兵　庫 DNS

  7組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  408
内布優稀也(2)
ｳﾁﾇﾉ ﾕｷﾔ

山陽中        ・兵　庫  5:13.22

  2   7  461
海野  泰我(1)
ｳﾐﾉ ﾀｲｶﾞ

大津中        ・兵　庫  5:17.91

  3   8  413
藤原  寧大(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾈｵ

広畑中        ・兵　庫  5:19.12

  4   9  461
森澤  洸輝(2)
ﾓﾘｻﾜ ｺｳｷ

大津中        ・兵　庫  5:19.39

  5   1  459
深水  善那(2)
ﾌｶﾐｽﾞ ｾﾞﾝﾅ

安室中        ・兵　庫  5:22.88

  6  13  413
加茂  真光(2)
ｶﾓ ﾏﾋﾛ

広畑中        ・兵　庫  5:28.13

  7  10  432
大塚  一輝(2)
ｵｵﾂｶ ｲﾂｷ

香寺中        ・兵　庫  5:32.76

  8   3  461
木村  虎眞(1)
ｷﾑﾗ ﾄﾗﾏ

大津中        ・兵　庫  5:40.62

  9   5  461
飯冨  伊織(1)
ｲｲﾄﾐ ｲｵﾘ

大津中        ・兵　庫  5:40.65

 10   2  534
大塚  準斗(1)
ｵｵﾂｶ ﾊﾔﾄ

高陽中        ・岡　山  5:52.86

 11   6  455
中田  衆士(1)
ﾅｶﾀ ｼｭｳﾄ

夢前中        ・兵　庫  5:56.54

 12   4  459
松山  翔星(2)
ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳｾｲ

安室中        ・兵　庫  6:00.33

 11  461
神頭  優生(2)
ｶﾝﾄｳ ﾕｳｾｲ

大津中        ・兵　庫 DNS

  8組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11  455
小田    徹(3)
ｵﾀﾞ ﾄｵﾙ

夢前中        ・兵　庫  5:03.19

  2   4  455
日下  緋悠(2)
ｸｻｶ ﾋﾕｳ

夢前中        ・兵　庫  5:14.80

  3   7  436
亀谷  靖紀(2)
ｶﾒﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ

家島中        ・兵　庫  5:18.94

  4  12  408
橋本  昂紀(1)
ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ

山陽中        ・兵　庫  5:21.61

  5   9  461
松下  翔斗(1)
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾄ

大津中        ・兵　庫  5:23.91

  6   5  408
坪田    蓮(1)
ﾂﾎﾞﾀ ﾚﾝ

山陽中        ・兵　庫  5:28.45

  7   2  417
富山  涼太(1)
ﾄﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

豊富中        ・兵　庫  5:37.14

  8  10  414
角倉  亘紀(1)
ｶﾄﾞｸﾗ ｺｳｷ

網干中        ・兵　庫  5:41.00

  9   8  417
山本  温斗(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ

豊富中        ・兵　庫  5:45.50

 10   1  417
泥    蒼太(1)
ﾄﾞﾛ ｿｳﾀ

豊富中        ・兵　庫  5:45.84

 11   6  417
淺田  豪太(1)
ｱｻﾀﾞ ｺﾞｳﾀ

豊富中        ・兵　庫  5:51.97

 12   3  417
狩集  瑞紀(2)
ｶﾘｱﾂﾏﾘ ﾐｽﾞｷ

豊富中        ・兵　庫  5:55.41

 13  13  417
梅田  和希(2)
ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞｷ

豊富中        ・兵　庫  5:57.15

  9組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  461
浮田  拓哉(2)
ｳｷﾀ ﾀｸﾔ

大津中        ・兵　庫  5:19.21

  2   8  458
八十  康介(1)
ﾔｿ ｺｳｽｹ

大的中        ・兵　庫  5:19.91

  3   5  458
西山  一生(1)
ﾆｼﾔﾏ ｲｯｾｲ

大的中        ・兵　庫  5:20.48

  4  10  461
石岡    翔(2)
ｲｼｵｶ ｶｹﾙ

大津中        ・兵　庫  5:29.44

  5  13  461
三木  貴斗(1)
ﾐｷ ﾀｶﾄ

大津中        ・兵　庫  5:32.91

  6   4  413
宗光  玖羽(1)
ﾑﾈﾐﾂ ｸｳ

広畑中        ・兵　庫  5:35.31

  7   7  417
小林  篤矢(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾔ

豊富中        ・兵　庫  5:40.42

  8   6  461
佐伯    晃(1)
ｻｴｷ ｱｷﾗ

大津中        ・兵　庫  5:43.22

  9   9  438
陶山  天空(1)
ｽﾔﾏ

置塩中        ・兵　庫  6:01.19

 10  11  458
砂川  心人(1)
ｽﾅｶﾞﾜ ｱｲﾄ

大的中        ・兵　庫  6:08.27

 11  12  438
難波  隼平(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ

置塩中        ・兵　庫  6:19.51

  2  461
後藤  駿弥(1)
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝﾔ

大津中        ・兵　庫 DNS

  3  417
黒崎  渓太(1)
ｸﾛｻｷ ｹｲﾀ

豊富中        ・兵　庫 DNS

  10組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  414
西尾  陽仁(2)
ﾆｼｵ ﾊﾙﾄ

網干中        ・兵　庫  4:51.80

  2   2  414
山尾  啓太(1)
ﾔﾏｵ ｹｲﾀ

網干中        ・兵　庫  5:01.19

  3   3  414
藤井  望夢(2)
ﾌｼﾞｲ ﾉｿﾞﾑ

網干中        ・兵　庫  5:02.11

  4   6  414
平田  悠斗(1)
ﾋﾗﾀ ﾕｳﾄ

網干中        ・兵　庫  5:03.22

  5  11  414
高木  陽太(1)
ﾀｶｷﾞ ﾖｳﾀ

網干中        ・兵　庫  5:33.60

  6  13  413
前川  珀斗(1)
ﾏｴｶﾜ ﾊｸﾄ

広畑中        ・兵　庫  5:33.67

  7   8  414
安部  魁起(2)
ｱﾍﾞ ｶｲｷ

網干中        ・兵　庫  5:40.92

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   9  414
長瀬    蓮(1)
ﾅｶﾞｾ ﾚﾝ

網干中        ・兵　庫  5:40.95

  9   7  413
米田  誠哉(1)
ﾖﾈﾀﾞ ｾｲﾔ

広畑中        ・兵　庫  5:47.82

 10   4  414
船引  涼人(2)
ﾌﾅﾋﾞｷ ｽｽﾞﾄ

網干中        ・兵　庫  5:59.44

 11   1  414
松村  晃聖(1)
ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾏｻ

網干中        ・兵　庫  6:21.59

 10  413
田島  昊成(1)
ﾀｼﾞﾏ ｺｳｾｲ

広畑中        ・兵　庫 DNF

  5  414
椎葉    蓮(2)
ｼｲﾊﾞ ﾚﾝ

網干中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNF:途中棄権/ DNS:欠    場）
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男子 ３０００ｍ 記録会(3) 12月 8日 14:03

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3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13 1396
石松　賢大(3)
ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ

岡山大        ・兵　庫  8:54.00

  2  11 1128
中川  隼一(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ

姫路商高      ・兵　庫  9:02.96

  3   6  459
南坂  柚汰(2)
ﾐﾅﾐｻｶ ﾕｳﾀ

安室中        ・兵　庫  9:04.48

  4  12  459
内海  師童(3)
ｳﾂﾐ ｼﾄﾞｳ

安室中        ・兵　庫  9:15.18

  5   1 1137
金岡  弘尚(2)
ｶﾅｵｶ ﾋﾛﾅｵ

姫路商高      ・兵　庫  9:16.15

  6   2  409
荒木  玖仁(3)
ｱﾗｷ ﾋｻﾄ

姫路灘中      ・兵　庫  9:17.90

  7  17  408
藤田  大智(2)
ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ

山陽中        ・兵　庫  9:28.42

  8  15  455
難波  輝蔵(3)
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ

夢前中        ・兵　庫  9:31.47

  9   7  412
沖中  康生(2)
ｵｷﾅｶ ｺｳｾｲ

飾磨西中      ・兵　庫  9:46.55

 10  16  417
北村　駿弥(2)
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

豊富中        ・兵　庫  9:48.50

 11   3  459
永井  創士(2)
ﾅｶﾞｲ ｿｳｼ

安室中        ・兵　庫  9:48.75

 12  18 1150
澤田  和希(1)
ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ

姫路商高      ・兵　庫  9:53.15

 13   4  413
今野  颯太(2)
ｺﾝﾉ ｿｳﾀ

広畑中        ・兵　庫  9:55.43

 14  19  458
宮内健之介(2)
ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾉｽｹ

大的中        ・兵　庫 10:03.63

 15  14  459
矢倉  大暉(2)
ﾔｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

安室中        ・兵　庫 10:06.10

 16  10  413
小川  聡大(2)
ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ

広畑中        ・兵　庫 10:10.93

 17   8  417
宮家  悠晟(2)
ﾐﾔｹ ﾕｳｾｲ

豊富中        ・兵　庫 10:13.33

 18   5  537
河本  篤哉(2)
ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ

高陽中        ・岡　山 10:18.53

  9  459
堀永    宙(1)
ﾎﾘﾅｶﾞ ｿﾗ

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  751
福井  康太(1)
ﾌｸｲ ｺｳﾀ

姫路高        ・兵　庫  9:49.41

  2  12  750
平井壮一郎(2)
ﾋﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

姫路高        ・兵　庫  9:55.04

  3   5  412
吉見  柊乃(1)
ﾖｼﾐ ｼﾞｭﾀﾞｲ

飾磨西中      ・兵　庫  9:56.72

  4  10  403
池田  成輝(2)
ｲｹﾀﾞ ﾅﾙｷ

姫路高丘中    ・兵　庫  9:58.03

  5   9  409
岩田    風(2)
ｲﾜﾀ ﾌｳ

姫路灘中      ・兵　庫 10:09.10

  6   2  458
宮内隆之介(2)
ﾐﾔｳﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

大的中        ・兵　庫 10:16.17

  7   8  404
西本  竜成(2)
ﾆｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

大白書中      ・兵　庫 10:18.45

  8  15  458
土井  悠大(2)
ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ

大的中        ・兵　庫 10:21.14

  9   3  459
檜垣    蒼(1)
ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ

安室中        ・兵　庫 10:23.19

 10  18 7343
松上  隼和(2)
ﾏﾂｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ

ASAGO T&F     ・兵　庫 10:25.21

 11   4  409
大塩  治輝(1)
ｵｵｼｵ ﾊﾙｷ

姫路灘中      ・兵　庫 10:26.31

 12  17  413
廣澤  知尋(2)
ﾋﾛｻﾜ ﾁﾋﾛ

広畑中        ・兵　庫 10:26.38

 13   1  417
松本    渉(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ

豊富中        ・兵　庫 10:26.72

 14  11  408
畑中  暁斗(2)
ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾄ

山陽中        ・兵　庫 10:33.67

 15  16  409
須田  和希(1)
ｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ

姫路灘中      ・兵　庫 10:35.83

 16   7  413
前川  遼青(2)
ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳｾｲ

広畑中        ・兵　庫 10:40.91

 17  19 2997
寺坂  裕世(2)
ﾃﾗｻｶ ﾕｳｾｲ

相生高        ・兵　庫 10:44.79

 18  13 2779
平田  成海(2)
ﾋﾗﾀ ﾅﾙﾐ

龍野北高      ・兵　庫 10:45.65

 19   6  455
山名  凱斗(1)
ﾔﾏﾅ ﾄｷﾄ

夢前中        ・兵　庫 11:12.23

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   7  417
雲丹亀真輝(1)
ｳﾆｶﾞﾒ ﾏｻｷ

豊富中        ・兵　庫 10:20.66

  2  13  408
小林  優真(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ

山陽中        ・兵　庫 10:22.51

  3  18  413
大久保夢人(2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ

広畑中        ・兵　庫 10:24.73

  4   2  403
近藤  智起(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:25.15

  5  11  413
河内  楓真(1)
ｶﾜｳﾁ ﾌｳﾏ

広畑中        ・兵　庫 10:27.57

  6   9  403
寺坂  虹希(3)
ﾃﾗｻｶ ｺｳｷ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:46.10

  7  17  409
平野  翔也(2)
ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾔ

姫路灘中      ・兵　庫 10:48.27

  8  12  403
中塚  瑠星(1)
ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:52.70

  9   5  403
里山  康太(1)
ｻﾄﾔﾏ ｺｳﾀ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:53.71

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 10   1  403
辻田賢二郎(1)
ﾂｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞﾛｳ

姫路高丘中    ・兵　庫 10:53.87

 11   4  404
髙谷  隼杜(2)
ﾀｶﾗﾀﾆ ﾊﾔﾄ

大白書中      ・兵　庫 10:56.55

 12   8  458
伊藤  真弥(1)
ｲﾄｳ ｼﾝﾔ

大的中        ・兵　庫 10:57.73

 13  10  460
米澤  雄大(2)
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

書写中        ・兵　庫 10:59.96

 14   6  413
坂根  聡一(1)
ｻｶﾈ ｿｳｲﾁ

広畑中        ・兵　庫 11:01.03

 15   3  413
髙濱  志希(1)
ﾀｶﾊﾏ ｼｷ

広畑中        ・兵　庫 11:13.24

 16  16  413
向井  太一(1)
ﾑｶｲ ﾀｲﾁ

広畑中        ・兵　庫 11:19.33

 17  14  460
小林　  豊(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ

書写中        ・兵　庫 11:42.41

 15  409
稲垣  唯斗(2)
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲﾄ

姫路灘中      ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子 ５０００ｍ 記録会(3) 12月 8日 14:40

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3組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15 1364
白髭  一生(3)
ｼﾗﾋｹﾞ ｲｯｾｲ

飾磨工高      ・兵　庫 14:47.77

  2  14 1130
菅野  大輝(2)
ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ

姫路商高      ・兵　庫 14:58.99

  3  17 1208
上野  拓海(3)
ｳｴﾉ ﾀｸﾐ

神戸学院大    ・兵　庫 15:02.85

  4  25 1366
西本    将(3)
ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳ

飾磨工高      ・兵　庫 15:04.86

  5  12 1284
生田  怜大(1)
ｲｸﾀ ﾚｵ

甲南大        ・兵　庫 15:07.13

  6   3 1341
井下  大誌(3)
ｲﾉｼﾀ ﾀｲｼ

尽誠学園高    ・香　川 15:10.60

  7  24 1138
亀田仁一路(2)
ｶﾒﾀﾞ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ

姫路商高      ・兵　庫 15:10.65

  8   1 1352
脇    健斗(2)
ﾜｷ ﾀｹﾄ

尽誠学園高    ・香　川 15:12.65

  9   8 1382
水畑    樹(1)
ﾐｽﾞﾊﾀ ｲﾂｷ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:14.02

 10   5 1342
木山  達哉(3)
ｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ

尽誠学園高    ・香　川 15:14.13

 11  16 2229
上野  拓貴(1)
ｳｴﾉ ﾋﾛｷ

甲南大        ・兵　庫 15:24.01

 12  11 1396
石松　賢大(3)
ｲｼﾏﾂ ｹﾝﾀ

岡山大        ・兵　庫 15:27.55

 13  22 1361
落合  翔大(3)
ｵﾁｱｲ ｼｮｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 15:29.40

 14  10 1376
石井  颯翔(2)
ｲｼｲ ﾊﾔﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:30.18

 15   4 1379
菊川  真之(2)
ｷｸｶﾜ ﾏｻﾕｷ

飾磨工高      ・兵　庫 15:34.89

 16   7 1144
桐月  健斗(1)
ｷﾘﾂﾞｷ ﾀｹﾄ

姫路商高      ・兵　庫 15:38.12

 17  18 1343
木山  克哉(3)
ｷﾔﾏ ｶﾂﾔ

尽誠学園高    ・香　川 15:39.76

 18  21 1133
児島  健太(2)
ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

姫路商高      ・兵　庫 15:43.82

 19  20 1367
北條  雄士(3)
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:44.81

 20  23 1348
宮崎  友揮(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｷ

尽誠学園高    ・香　川 15:49.81

 21   9 1129
菅野  和輝(2)
ｽｶﾞﾉ ｶｽﾞｷ

姫路商高      ・兵　庫 15:51.71

 22   2 1368
宮森  海斗(3)
ﾐﾔﾓﾘ ｶｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 16:08.11

 23  28 1356
多田  光佑(3)
ﾀﾀﾞ ｺｳｽｹ

尽誠学園高    ・香　川 16:15.46

 24  13 1363
上林  大地(3)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

飾磨工高      ・兵　庫 16:16.75

 25  26 1344
畑山  大知(3)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

尽誠学園高    ・香　川 17:29.23

  6 7390
小林  毅司
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ

但馬AC        ・兵　庫 DNS

 19 1356
河野  脩司(4)
ｶﾜﾉ ｼｭｳｼﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫 DNS

 27 5020
西山  和範
ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

新日鐵住金広畑・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  20 1351
林    幸佑(M1)
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:31.46

  2  22 3180
中島    蒼(3)
ﾅｶｼﾏ ｿｳ

赤穂高        ・兵　庫 15:32.35

  3  18 1218
竹中  慎裕(1)
ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾕｳ

神戸学院大    ・兵　庫 15:32.61

  4   8 2772
三木  皓太(3)
ﾐｷ ｺｳﾀ

龍野北高      ・兵　庫 15:36.64

  5   7 1380
清水  丈詩(2)
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

飾磨工高      ・兵　庫 15:43.77

  6   2 1381
廣戸  大輔(2)
ﾋﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ

飾磨工高      ・兵　庫 15:43.87

  7  23 1394
寺谷  壮汰(1)
ﾃﾗﾀﾆ ｿｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 15:47.01

  8   1 1366
鈴木  貫太(3)
ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:48.31

  9  10 1132
永岡  紘知(2)
ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛﾄ

姫路商高      ・兵　庫 15:48.98

 10  19 1390
高谷  唯斗(1)
ﾀｶﾀﾆ ﾕｲﾄ

飾磨工高      ・兵　庫 15:54.33

 11  15 1351
石井  滉人(2)
ｲｼｲ ﾋﾛﾄ

尽誠学園高    ・香　川 15:54.37

 12  12 1376
清水  祥吾(2)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

兵庫県立大    ・兵　庫 16:00.17

 13  17 1361
平野    凜(1)
ﾋﾗﾉ ﾘﾝ

尽誠学園高    ・香　川 16:00.33

 14   6 1349
大谷  楓斗(3)
ｵｵﾀﾆ ｶｲﾄ

尽誠学園高    ・香　川 16:00.63

 15  28 1393
寺谷  光汰(1)
ﾃﾗﾀﾆ ｺｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 16:09.89

 16  16 1369
山本  由樹(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ

飾磨工高      ・兵　庫 16:10.67

 17  25 1344
吉田  帆貴(2)
ﾖｼﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ

神戸常盤大    ・兵　庫 16:10.75

 18   5 1386
小室晋一朗(1)
ｵﾑﾛ ｼﾝｲﾁﾛｳ

飾磨工高      ・兵　庫 16:13.63

 19  26 1365
中川  貴嗣(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾂｸﾞ

飾磨工高      ・兵　庫 16:15.92

 20  21 2998
門重  来星(2)
ｶﾄﾞｼｹﾞ ﾗｲｾｲ

相生高        ・兵　庫 16:16.13

 21   4 1387
苅田  庄太(1)
ｶﾘﾀ ｼｮｳﾀ

飾磨工高      ・兵　庫 16:32.79

 22   9 1350
上杉  健太(3)
ｳｴｽｷﾞ ｹﾝﾀ

尽誠学園高    ・香　川 16:51.67

 23  11 1396
日隈  佑介(1)
ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

飾磨工高      ・兵　庫 17:10.99

  3 1362
安倍  壱清(1)
ｱﾍﾞ ｲｯｾｲ

尽誠学園高    ・香　川 DNS

 13 1365
種田  優一(1)
ﾀﾈﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

尽誠学園高    ・香　川 DNS

 14 1374
大久保貴史(2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾌﾐ

兵庫県立大    ・兵　庫 DNS

 24 1358
大西  一輝(2)
ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ

尽誠学園高    ・香　川 DNS

 27 6858
橋本  有貴
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

豊岡市陸協    ・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 2603
八尾  知典(1)
ﾔｵ ﾄﾓﾉﾘ

兵庫県立大    ・兵　庫 15:58.36

  2   6  455
妹尾  楓真(3)
ｾﾉｵ ﾌｳﾏ

夢前中        ・兵　庫 16:07.52

  3  24 1368
蓮井律久斗(1)
ﾊｽｲ ﾘｸﾄ

尽誠学園高    ・香　川 16:14.21

  4  11 2783
田路  健人(1)
ﾄｳｼﾞ ｹﾝﾄ

龍野北高      ・兵　庫 16:24.40

  5  10 1366
戸田  汐音(1)
ﾄﾀﾞ ｼｵﾝ

尽誠学園高    ・香　川 16:25.86

  6   8 1146
荒川  満基(1)
ｱﾗｶﾜ ﾐﾂｷ

姫路商高      ・兵　庫 16:29.05

  7  16 1148
瀬川  晃成(1)
ｾｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

姫路商高      ・兵　庫 16:29.07

  8   1 1131
平岩  侑馬(2)
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾏ

姫路商高      ・兵　庫 16:29.22

  9  12  412
持田  海勢(3)
ﾓﾁﾀﾞ ｶｲｾｲ

飾磨西中      ・兵　庫 16:29.88

 10  17 1367
萩原  伶弥(1)
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾚｲﾔ

尽誠学園高    ・香　川 16:41.49

 11  18 8901
赤澤  雄太(3)
ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

飾磨工高多部  ・兵　庫 16:45.07

 12   3 1389
菅原  翠巴(1)
ｽｶﾞﾊﾗ ｽﾜ

飾磨工高      ・兵　庫 16:47.60

 13   4 1235
尾上  景太(3)
ｵﾉｳｴ ｹｲﾀ

関西福祉大    ・兵　庫 16:48.23

 14  23 2999
竹迫  蒼真(1)
ﾀｹｻｺ ｿｳﾏ

相生高        ・兵　庫 16:49.40

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 15  25 3841
村田  敦洋
ﾑﾗﾀ ｱﾂﾋﾛ

ChaRun        ・岡　山 16:54.66

 16  26 1391
田尻    礼(1)
ﾀｼﾞﾘ ﾗｲ

飾磨工高      ・兵　庫 16:57.99

 17  28 1392
辻村  絢平(1)
ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

飾磨工高      ・兵　庫 16:58.38

 18  13 4951
渡邊  直樹
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

姫路市陸協    ・兵　庫 17:06.40

 19  21 1145
富山  颯太(1)
ﾄﾐﾔﾏ ﾌｳﾀ

姫路商高      ・兵　庫 17:08.39

 20  19 1364
香川  利音(1)
ｶｶﾞﾜ ﾘｵﾝ

尽誠学園高    ・香　川 17:14.36

 21  20 1377
植田  剛史(2)
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ

飾磨工高      ・兵　庫 17:27.75

 22   5 1362
亀井    翼(3)
ｶﾒｲ ﾂﾊﾞｻ

飾磨工高      ・兵　庫 18:39.36

 23  27  417
福迫  拓真(2)
ﾌｸｻｺ ﾀｸﾏ

豊富中        ・兵　庫 18:40.22

 24  15 1388
小路  智也(1)
ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾔ

飾磨工高      ・兵　庫 19:25.63

  2 1382
萬壽  春輝(2)
ﾏﾝｼﾞｭ ﾊﾙｷ

飾磨工高      ・兵　庫 DNS

  9 2044
山垣  純也(2)
ﾔﾏｶﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

大阪経済大    ・兵　庫 DNS

 14 1346
大西  竜太(3)
ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾀ

尽誠学園高    ・香　川 DNS

 22 1363
猪熊    玄(1)
ｲﾉｸﾏ ｹﾞﾝ

尽誠学園高    ・香　川 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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記録会 全7組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15  802
川尻  萌愛(3)
ｶﾜｼﾞﾘ ﾓｴ

豊岡北中      ・兵　庫  4:51.35

  2   5  459
有川ひなの(1)
ｱﾘｶﾜ ﾋﾅﾉ

安室中        ・兵　庫  4:53.17

  3  14  461
英山  鈴花(2)
ｴｲﾔﾏ ﾘﾝｶ

大津中        ・兵　庫  5:01.33

  4   3  734
北村  優奈(1)
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ

姫路高        ・兵　庫  5:03.14

  5   7  417
生田    翠(1)
ｲｸﾀ ｽｲ

豊富中        ・兵　庫  5:03.70

  6  16  417
有方  小晴(2)
ｱﾘｶﾀ ｺﾊﾙ

豊富中        ・兵　庫  5:03.91

  7   4  461
福本  愛加(2)
ﾌｸﾓﾄ ﾏﾅｶ

大津中        ・兵　庫  5:04.15

  8  13  409
福永  愛実(2)
ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾐ

姫路灘中      ・兵　庫  5:04.77

  9   1  417
鶴巻    遥(2)
ﾂﾙﾏｷ ﾊﾙｶ

豊富中        ・兵　庫  5:06.31

 10   9  409
黒田  奈那(1)
ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ

姫路灘中      ・兵　庫  5:06.86

 11   2  412
小林  青葉(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵﾊﾞ

飾磨西中      ・兵　庫  5:06.90

 12   6  409
酒澤  恭子(3)
ｻｶｻﾞﾜ ｷｮｳｺ

姫路灘中      ・兵　庫  5:09.86

 13  11  725
樋口  紗季(2)
ﾋｸﾞﾁ ｻｷ

姫路高        ・兵　庫  5:12.05

 14  12  459
青田  光央(2)
ｱｵﾀ ﾐｵ

安室中        ・兵　庫  5:17.35

 15   8  412
藤井  小夏(2)
ﾌｼﾞｲ ｺﾅﾂ

飾磨西中      ・兵　庫  5:19.81

 16  10  417
鶴巻    葵(2)
ﾂﾙﾏｷ ｱｵｲ

豊富中        ・兵　庫  5:34.55

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  459
尾鼻    栞(1)
ｵﾊﾞﾅ ｼｵﾘ

安室中        ・兵　庫  5:09.60

  2   2  461
小柳瀬李加(1)
ｺﾔﾅｷﾞ ｾﾘｶ

大津中        ・兵　庫  5:11.41

  3   4  461
小川    栞(2)
ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ

大津中        ・兵　庫  5:14.37

  4  11  408
大西    結(1)
ｵｵﾆｼ ﾕｲ

山陽中        ・兵　庫  5:15.12

  5   7  461
藤原  季紀(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｷ

大津中        ・兵　庫  5:15.30

  6  13  417
東良  彩未(1)
ﾋｶﾞｼﾗ ｱﾔﾐ

豊富中        ・兵　庫  5:21.92

  7   9  404
山田かりん(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ

大白書中      ・兵　庫  5:22.33

  8   5  417
小林  千紘(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ

豊富中        ・兵　庫  5:22.55

  9  15  408
宗野  華楓(1)
ｿｳﾉ ﾊﾙｶ

山陽中        ・兵　庫  5:24.25

 10   3  417
浮田  彩加(2)
ｳｷﾀ ｱﾔｶ

豊富中        ・兵　庫  5:28.64

 11  12  409
森谷  美波(1)
ﾓﾘﾀﾆ ﾐﾅﾐ

姫路灘中      ・兵　庫  5:30.00

 12  14  461
清水  優楽(2)
ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ

大津中        ・兵　庫  5:32.43

 13  16  461
小栗  花菜(2)
ｵｸﾞﾘ ﾊﾅ

大津中        ・兵　庫  5:36.50

 14   1  461
古閑  なな(2)
ｺｶﾞ ﾅﾅ

大津中        ・兵　庫  5:41.02

 15  10  459
山中ひまわり(1)
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾏﾜﾘ

安室中        ・兵　庫  5:46.79

 16   8  735
福田  麻央(1)
ﾌｸﾀﾞ ﾏｵ

姫路高        ・兵　庫  5:48.30

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12  432
池田  心優(1)
ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｳ

香寺中        ・兵　庫  5:21.02

  2   2  417
大垰  莉玖(1)
ｵｵﾀｵ ﾘｸ

豊富中        ・兵　庫  5:25.88

  3   7  413
津田  美夕(2)
ﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ

広畑中        ・兵　庫  5:28.22

  4   4  413
和泉  佳加(2)
ｲｽﾞﾐ ﾖｼｶ

広畑中        ・兵　庫  5:32.45

  5  15  456
出口    葵(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ

姫路東中      ・兵　庫  5:37.50

  6   3  408
穴田  理恋(1)
ｱﾅﾀﾞ ﾘｺ

山陽中        ・兵　庫  5:39.47

  7   1  413
安本  由奈(1)
ﾔｽﾓﾄ ﾕﾅ

広畑中        ・兵　庫  5:41.08

  8   5  410
植村かれん(1)
ｳｴﾑﾗ ｶﾚﾝ

飾磨東中      ・兵　庫  5:41.14

  9  14  410
濵村  珈帆(1)
ﾊﾏﾑﾗ ｶﾎ

飾磨東中      ・兵　庫  5:41.46

 10  16  432
上野  心寧(2)
ｳｴﾉ ｺｺﾈ

香寺中        ・兵　庫  5:42.69

 11   8  404
臼井  美咲(2)
ｳｽｲ ﾐｻｷ

大白書中      ・兵　庫  5:46.56

 12  10  409
高橋    杏(1)
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ

姫路灘中      ・兵　庫  5:47.62

 13  13  409
酒居  日菜(2)
ｻｶｲ ﾋﾅ

姫路灘中      ・兵　庫  5:59.92

  6  459
木原  来海(1)
ｷﾊﾗ ｸﾙﾐ

安室中        ・兵　庫 DNS

  9  459
栃原  慧理(1)
ﾄﾁﾊﾗ ｻﾄﾘ

安室中        ・兵　庫 DNS

 11  417
竹谷  萌花(1)
ﾀｹﾀﾆ ﾓｴｶ

豊富中        ・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  14  438
橋本瑚乃佳(1)
ﾊｼﾓﾄ ｺﾉｶ

置塩中        ・兵　庫  5:40.81

  2  16  461
竹下理央奈(1)
ﾀｹｼﾀ ﾘｵﾅ

大津中        ・兵　庫  5:42.05

  3  12  438
中尾  涼葉(2)
ﾅｶｵ ｽｽﾞﾊ

置塩中        ・兵　庫  5:52.70

  4   9  403
岡﨑  瑠奈(2)
ｵｶｻﾞｷ ﾙﾅ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:53.82

  5   2  461
大谷有希奈(2)
ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾅ

大津中        ・兵　庫  5:57.13

  6  11  404
児山  生奈(2)
ｺﾔﾏ ｾｲﾅ

大白書中      ・兵　庫  5:58.50

  7   5  461
福屋  結愛(1)
ﾌｸﾔ ﾕｳｱ

大津中        ・兵　庫  5:58.78

  8  15  403
大森  彩加(2)
ｵｵﾓﾘ ｱﾔｶ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:59.50

  9  13  404
今井杏侑美(1)
ｲﾏｲ ｱﾕﾐ

大白書中      ・兵　庫  6:00.50

 10   3  438
樋口    颯(2)
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾈ

置塩中        ・兵　庫  6:01.19

 11  10  461
鳥越  歩実(2)
ﾄﾘｺﾞｴ ｱﾕﾐ

大津中        ・兵　庫  6:04.80

 12   1  461
瀧川    華(2)
ﾀｷﾞｶﾞﾜ ﾊﾅ

大津中        ・兵　庫  6:04.82

 13   6  404
藤澤  茉優(2)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾋﾛ

大白書中      ・兵　庫  6:05.18

 14   8 5159
上月  千津
ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾂﾞ

budouAC       ・兵　庫  6:05.48

 15   7  403
岡田  美優(2)
ｵｶﾀﾞ ﾐｳ

姫路高丘中    ・兵　庫  6:34.26

  4  461
小笠原有梨(2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾘ

大津中        ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  10  413
神名  七海(2)
ｼﾝﾒｲ ﾅﾅﾐ

広畑中        ・兵　庫  5:52.21

  2   6  413
井貫  花南(2)
ｲﾇｷ ｶﾅﾐ

広畑中        ・兵　庫  5:53.38

  3   7  403
藤久  絢賀(1)
ﾌｼﾞﾋｻ ｱﾔｶ

姫路高丘中    ・兵　庫  5:58.92

  4   9  410
井口  純麗(1)
ｲｸﾞﾁ ｽﾐﾚ

飾磨東中      ・兵　庫  6:00.08

  5   4  413
坂根  侑良(2)
ｻｶﾈ ﾕﾗ

広畑中        ・兵　庫  6:05.64

  6   5  403
石飛優生菜(1)
ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｷﾅ

姫路高丘中    ・兵　庫  6:08.24

  7   8  417
德留  日菜(2)
ﾄｸﾄﾞﾒ ﾋﾅ

豊富中        ・兵　庫  6:08.29

  8  14  455
長尾  侑茄(1)
ﾅｶﾞｵ ﾕﾅ

夢前中        ・兵　庫  6:19.04

  9   2  459
髙原  未芽(1)
ﾀｶﾊﾗ ｲｸﾒ

安室中        ・兵　庫  6:19.57

 10  11  459
井藤  柚吹(1)
ｲﾄｳ ﾕｽﾞ

安室中        ・兵　庫  6:28.77

 11   1  459
松場  琴音(1)
ﾏﾂﾊﾞ ｺﾄﾈ

安室中        ・兵　庫  6:31.88

 12   3  403
加島  泉水(1)
ｶｼﾏ ｲｽﾞﾐ

姫路高丘中    ・兵　庫  6:35.29

 13  15  459
村上  まこ(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾏｺ

安室中        ・兵　庫  6:42.98

 14  13  408
西村    凜(3)
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ

山陽中        ・兵　庫  7:46.95

 12  403
岡本  美涼(2)
ｵｶﾓﾄ ﾐｽｽﾞ

姫路高丘中    ・兵　庫 DNS

 16  455
野本  菜莉(2)
ﾉﾓﾄ ﾅﾘ

夢前中        ・兵　庫 DNS

  6組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  413
新家  真優(2)
ｼﾝﾔ ﾏﾋﾛ

広畑中        ・兵　庫  6:12.18

  2   8  461
鎌田  優依(2)
ｶﾏﾀﾞ ﾕｲ

大津中        ・兵　庫  6:14.36

  3   2  461
長谷川莉子(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ

大津中        ・兵　庫  6:15.79

  4  13  461
三島  莉央(1)
ﾐｼﾏ ﾘｵ

大津中        ・兵　庫  6:16.73

  5   7  410
恩河  凛楓(2)
ｵﾝｶﾞ ﾘﾝｶ

飾磨東中      ・兵　庫  6:18.88

  6   1  461
高原  菜花(1)
ﾀｶﾊﾗ ﾅﾉﾊ

大津中        ・兵　庫  6:20.59

  7  11  461
小林  未來(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ

大津中        ・兵　庫  6:25.88

  8  12  404
川上    渚(1)
ｶﾜｶﾐ ﾅｷﾞｻ

大白書中      ・兵　庫  6:28.02

  9   3  461
原    杏那(1)
ﾊﾗ ｱﾝﾅ

大津中        ・兵　庫  6:35.12

 10   6  461
橋本  花梨(2)
ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ

大津中        ・兵　庫  6:47.62

  5  404
番場  恵梨(1)
ﾊﾞﾝﾊﾞ ｴﾘ

大白書中      ・兵　庫 DNS

  9  990
大西  花奈(2)
ｵｵﾆｼ ｶﾅ

播磨高        ・兵　庫 DNS

 10  436
宮本    梓(1)
ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞｻ

家島中        ・兵　庫 DNS

 14  992
田中  蕗奈(1)
ﾀﾅｶ ﾛﾅ

播磨高        ・兵　庫 DNS

 15  461
多田  直子(2)
ﾀﾀﾞ ﾅｵｺ

大津中        ・兵　庫 DNS

  7組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  414
岩田  愛実(1)
ｲﾜﾀ ﾏﾅﾐ

網干中        ・兵　庫  5:39.70

  2  11  413
善入  彩愛(1)
ｾﾞﾝﾆｭｳ ｱﾔﾒ

広畑中        ・兵　庫  5:46.37

  3   5  414
長安  美愛(1)
ﾅｶﾞﾔｽ ﾐｱ

網干中        ・兵　庫  5:59.23

  4   9  414
西本  真温(2)
ﾆｼﾓﾄ ﾏｵﾝ

網干中        ・兵　庫  6:01.61

  5   8  414
木村    藍(1)
ｷﾑﾗ ｱｲ

網干中        ・兵　庫  6:03.39

  6  15  414
井上    華(2)
ｲﾉｳｴ ﾊﾙ

網干中        ・兵　庫  6:22.14

  7   3  414
笹木こころ(2)
ｻｻｷ ｺｺﾛ

網干中        ・兵　庫  6:27.46

  8   6  414
森  菜乃花(2)
ﾓﾘ ﾅﾉｶ

網干中        ・兵　庫  6:29.31

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   7  414
藤原  侑花(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶ

網干中        ・兵　庫  6:29.52

 10   4  414
松本あかり(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ

網干中        ・兵　庫  6:31.03

 11   1  414
谷川  彩歩(2)
ﾀﾆｶﾞﾜ ｻﾎ

網干中        ・兵　庫  6:31.12

 12  13  414
米元  有希(2)
ﾖﾈﾓﾄ ﾕｳｷ

網干中        ・兵　庫  6:32.98

 13  12  436
中村  泉水(1)
ﾅｶﾑﾗ ｲｽﾞﾐ

家島中        ・兵　庫  6:45.15

 14  10  436
北村  美空(1)
ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ

家島中        ・兵　庫  7:12.16

 15  14  436
髙山  友李(1)
ﾀｶﾔﾏ ﾕﾘ

家島中        ・兵　庫  7:24.56

凡例（DNS:欠    場）
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女子 ３０００ｍ 記録会(3) 12月 8日 13:15

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  14  408
干飯  里桜(3)
ﾎｼｲ ﾘｵ

山陽中        ・兵　庫  9:57.90

  2  18 1165
長岡  あず(1)
ﾅｶﾞｵｶ ｱｽﾞ

姫路商高      ・兵　庫 10:03.11

  3   2 1169
中谷妃菜乃(1)
ﾅｶﾀﾆ ﾋﾅﾉ

姫路商高      ・兵　庫 10:03.90

  4   4  408
竹田  咲羽(2)
ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ

山陽中        ・兵　庫 10:09.81

  5  15  412
新    楓菜(1)
ﾆｲ ﾌｳﾅ

飾磨西中      ・兵　庫 10:18.21

  6   5 1167
国本  陽菜(1)
ｸﾆﾓﾄ ﾊﾙﾅ

姫路商高      ・兵　庫 10:29.22

  7   9  414
坂東  来実(2)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

網干中        ・兵　庫 10:32.49

  8   8  408
干飯  奈桜(3)
ﾎｼｲ ﾅｵ

山陽中        ・兵　庫 10:33.22

  9  16  458
久保  舞依(3)
ｸﾎﾞ ﾏｲ

大的中        ・兵　庫 10:36.42

 10  13 1166
尾上  未紗(1)
ｵﾉｳｴ ﾐｻ

姫路商高      ・兵　庫 10:37.19

 11  17  412
末兼帆乃花(1)
ｽｴｶﾈ ﾎﾉｶ

飾磨西中      ・兵　庫 10:40.92

 12  12  412
持田  亜姫(1)
ﾓﾁﾀﾞ ｱｷ

飾磨西中      ・兵　庫 10:41.45

 13   3  459
谷畑  澪奈(2)
ﾀﾆﾊﾀ ﾚｲﾅ

安室中        ・兵　庫 10:47.15

 14   7 1168
小西  結奈(1)
ｺﾆｼ ﾕﾅ

姫路商高      ・兵　庫 10:48.64

 15  11  402
高橋  葉月(2)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ

高陽中        ・岡　山 10:49.22

 16   6  459
福岡  陽詩(3)
ﾌｸｵｶ ﾋﾅﾀ

安室中        ・兵　庫 10:57.22

 17   1 1164
中田  彩那(1)
ﾅｶﾀ ｻﾅ

姫路商高      ・兵　庫 11:03.19

 10 1147
田中  みく(3)
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   6  432
塩﨑  彩理(1)
ｼｵｻﾞｷ ｱﾔﾘ

香寺中        ・兵　庫 10:27.96

  2   9  409
田村  優芽(2)
ﾀﾑﾗ ﾕﾒ

姫路灘中      ・兵　庫 10:31.25

  3  18  404
西本  麻矢(2)
ﾆｼﾓﾄ ﾏﾔ

大白書中      ・兵　庫 10:39.52

  4  15  408
堀内  海優(3)
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｳ

山陽中        ・兵　庫 10:39.86

  5  10  412
小林  幸愛(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｱ

飾磨西中      ・兵　庫 10:53.66

  6   5 1053
原田  侑依(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲ

武庫川女大    ・兵　庫 10:56.75

  7  12  459
徳永  百華(1)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾓﾓｶ

安室中        ・兵　庫 11:00.63

  8  17  412
北野  小槙(3)
ｷﾀﾉ ｺﾏｷ

飾磨西中      ・兵　庫 11:02.05

  9  11  408
松本    鈴(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝ

山陽中        ・兵　庫 11:04.25

 10   3  412
染川  舞衣(2)
ｿﾒｶﾜ ﾏｲ

飾磨西中      ・兵　庫 11:05.26

 11  13 2760
石橋  帆希(1)
ｲｼﾊﾞｼ ﾎﾏﾚ

龍野北高      ・兵　庫 11:05.68

 12   4  432
藤尾  光流(2)
ﾌｼﾞｵ ﾋｶﾙ

香寺中        ・兵　庫 11:08.69

 13  14  459
太田  夢華(1)
ｵｵﾀ ﾕﾒｶ

安室中        ・兵　庫 11:22.51

 14   1  408
植木歩乃花(2)
ｳｴｷ ﾎﾉｶ

山陽中        ・兵　庫 11:29.97

 15   8 4928
清水  里保
ｼﾐｽﾞ ﾘﾎ

姫路市陸協    ・兵　庫 11:39.23

 16  16  459
北  ひなた(1)
ｷﾀ ﾋﾅﾀ

安室中        ・兵　庫 11:46.28

 17   2 2991
山本  紗希(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ

相生高        ・兵　庫 11:58.46

  7 2752
松原  汐里(2)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｵﾘ

龍野北高      ・兵　庫 DNS

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  11 2996
福田  吉穂(1)
ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾎ

相生高        ・兵　庫 11:17.96

  2  12  408
武田  璃緒(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾘｵ

山陽中        ・兵　庫 11:25.95

  3  10  403
神頭    藍(1)
ｶﾝﾄｳ ｱｲ

姫路高丘中    ・兵　庫 11:28.11

  4  17  403
松本  優花(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ

姫路高丘中    ・兵　庫 11:29.50

  5   3  413
川崎愛結奈(2)
ｶﾜｻｷ ｱﾕﾅ

広畑中        ・兵　庫 11:33.03

  6   1  413
福田  夕愛(2)
ﾌｸﾀﾞ ﾕﾒ

広畑中        ・兵　庫 11:33.36

  7  15  413
岡本  紗英(1)
ｵｶﾓﾄ ｻｴ

広畑中        ・兵　庫 11:34.15

  8  14  414
増田    葵(2)
ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ

網干中        ・兵　庫 11:37.93

  9   7  413
前田  杏梨(2)
ﾏｴﾀﾞ ｱﾝﾘ

広畑中        ・兵　庫 11:42.23

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 10  16 1109
藤原麻友香(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾕｶ

兵庫県立大    ・兵　庫 11:49.76

 11   8  412
田中    愛(1)
ﾀﾅｶ ｱｲ

飾磨西中      ・兵　庫 12:04.19

 12   6 2758
松本千佳子(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶｺ

龍野北高      ・兵　庫 12:04.91

 13  13  413
蓬莱  花音(2)
ﾎｳﾗｲ ｶﾉﾝ

広畑中        ・兵　庫 12:25.82

 14   2  413
西村  愛咲(1)
ﾆｼﾑﾗ ｱｲﾗ

広畑中        ・兵　庫 12:27.47

 15   5  413
小池祐里奈(2)
ｺｲｹ ﾕﾘﾅ

広畑中        ・兵　庫 12:30.04

 16   4  403
上田    心(1)
ｳｴﾀﾞ ｺｺﾛ

姫路高丘中    ・兵　庫 12:50.91

  9 2756
浦川奈津実(1)
ｳﾗｶﾜ ﾅﾂﾐ

龍野北高      ・兵　庫 DNS

 

凡例（DNS:欠    場）

 

女子 ５０００ｍ 記録会 12月 8日 15:17

兵庫記録           15'12"76  小﨑  まり( ノーリツ )               2003年
兵庫高校記録       15'31"90  小林祐梨子( 須磨学園 )               2006年
兵庫中学記録       17'06"90  高田未生菜( 三    原 )               2011年

記録会
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  29  598
夜舩  友香(2)
ﾖﾌﾈ ﾕｶ

兵庫県立大    ・広　島 18:55.08
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男子小学3,4年 ８００ｍ 記録会(2) 12月 8日  9:39

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   6  470
小林  航大(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  2:42.45

  2   4  470
金澤  俊輝(3)
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｼｷ

安室RC        ・兵　庫  2:43.26

  3   7  470
吉浦  育飛(3)
ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ

安室RC        ・兵　庫  2:48.92

  4  10  860
大西  泰斉(4)
ｵｵﾆｼ ﾀｲｾｲ

但馬AC        ・兵　庫  2:53.36

  5  11  470
久保  芳斗(3)
ｸﾎﾞ ﾖｼﾄ

安室RC        ・兵　庫  3:05.77

  6   3  470
田路  遥馬(3)
ﾄｳｼﾞ ﾊﾙﾏ

安室RC        ・兵　庫  3:12.68

  7   5  470
梅田  晴登(3)
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙﾄ

安室RC        ・兵　庫  3:15.81

  8   9   41
濱根  右京(4)
ﾊﾏﾈ ｳｷｮｳ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:22.39

  9   1  470
杉田  亮輔(3)
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ

安室RC        ・兵　庫  3:25.83

 10   2  470
辻川裕一朗(4)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ

安室RC        ・兵　庫  3:26.15

 11   8   29
沼田  悠仁(4)
ﾇﾏﾀ ﾕｳﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:40.94

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  470
三輪  亮介(3)
ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ

安室RC        ・兵　庫  3:14.08

  2   4   58
小林  京介(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:17.43

  3   6   58
上西  創大(3)
ｳｴﾆｼ ｿｳﾀ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:17.95

  4   8   58
廣富  桜太(3)
ﾋﾛﾄﾐ ｵｳﾀ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:18.09

  5   3   38
堀田  和誠(3)
ﾎﾘﾀ ｶｽﾞﾏ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:18.18

  6  10   38
若狭  蒼志(3)
ﾜｶｻ ｿｳｼ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:18.24

  7   7  760
原    康生(3)
ﾊﾗ ｺｳｾｲ

淡路陸上教室  ・兵　庫  3:18.31

  8   5   22
松田  哲志(3)
ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:25.36

  9   2  470
松本  遥希(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ

安室RC        ・兵　庫  3:28.99

 10   1  470
石井  悠暉(3)
ｲｼｲ ﾊﾙｷ

安室RC        ・兵　庫  3:29.13

 

男子小学5,6年 ８００ｍ 記録会 12月 8日  9:03

記録会
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  12   58
池田    新(6)
ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:35.40

  2   7   11
矢野  快青(5)
ﾔﾉ ｶｲｾｲ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  2:46.91

  3   1   58
前田  仁慶(6)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾞﾝｹｲ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:46.92

  4   4   58
前田  朝聖(6)
ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:49.82

  5   2   58
小林  大斗(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:54.51

  6  10  470
吉浦  立稀(5)
ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ

安室RC        ・兵　庫  2:59.95

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  7   9   29
松田将太朗(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:02.73

  8   6  470
吉田  凌馬(5)
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

安室RC        ・兵　庫  3:06.79

  9   5   41
井上  稜太(5)
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:11.94

 10   8   38
金井  一真(5)
ｶﾅｲ ｶｽﾞﾏ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:18.03

 11  11   31
藤澤  慶大(5)
ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲﾀ

津田(姫路市)  ・兵　庫  3:49.90

 12   3   58
山本  朝日(6)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:58.34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2018 年    姫路市長距離記録会   〔H30.12.8（土）   ウインク陸上競技場〕                      Pages: 9 

男子小学3,4年 １５００ｍ 記録会(2) 12月 8日 10:46

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   2  470
足立  昌汰(4)
ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ

安室RC        ・兵　庫  5:05.20

  2   7  470
徳永  泰雅(4)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ

安室RC        ・兵　庫  5:05.40

  3  15  470
溝口  達也(4)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

安室RC        ・兵　庫  5:31.92

  4   5  470
岸本  周真(3)
ｷｼﾓﾄ ｼｭｳﾏ

安室RC        ・兵　庫  5:45.01

  5   4  470
平松    隼(3)
ﾋﾗﾏﾂ ｼｭﾝ

安室RC        ・兵　庫  5:45.02

  6   9  299
福本  彩人(3)
ﾌｸﾓﾄ ｱﾔﾄ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  5:45.34

  7   1  470
末次  由和(3)
ｽｴﾂｸﾞ ﾖｼｶｽﾞ

安室RC        ・兵　庫  5:49.70

  8  14   11
小林  礼空(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｸ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:56.09

  9  11  299
棟末  伊織(3)
ﾑﾈｽｴ ｲｵﾘ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  5:56.78

 10   3  470
井上  楓大(3)
ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ

安室RC        ・兵　庫  5:58.77

 11   8   29
野村  壬一(4)
ﾉﾑﾗ ｼﾞﾝｲﾁ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:59.85

 12  13  299
佐古藤  涼(3)
ｻｺﾌｼﾞ ﾘｮｳ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  6:08.02

 13  12   29
堀    晶仁(4)
ﾎﾘ ｱｷﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  6:16.47

 14  10  470
宮下琉之介(4)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

安室RC        ・兵　庫  6:25.35

 15   6  470
垣本  琉斐(3)
ｶｷﾓﾄ ﾙｲ

安室RC        ・兵　庫  6:36.20

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  470
臾    盛哉(3)
ﾕ ｿﾝｼﾞｪ

安室RC        ・兵　庫  5:42.51

  2  10  470
中村  心音(3)
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ

安室RC        ・兵　庫  5:52.29

  3   2  470
岡田  快斗(3)
ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:55.84

  4   3  470
堀本  侑生(3)
ﾎﾘﾓﾄ ﾕｳｾｲ

安室RC        ・兵　庫  6:02.95

  5   9  299
中村  伊吹(3)
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  6:04.23

  6   8   10
塩田    潤(4)
ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝ

安室(姫路市)  ・兵　庫  6:04.31

  7  13  470
久保  龍輝(3)
ｸﾎﾞ ﾘｭｳｷ

安室RC        ・兵　庫  6:08.28

  8  11   41
秋武  風我(4)
ｱｷﾀｹ ﾌｳｶﾞ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  6:28.87

  9   6   11
尾上  颯仁(3)
ｵﾉｳｴ ﾊﾔﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  6:36.34

 10   5  470
大濱  龍星(3)
ｵｵﾊﾏ ﾘｭｳｾｲ

安室RC        ・兵　庫  6:41.49

 11   7  299
藤原  大樹(3)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  6:52.78

 12   4  299
前田  桐吾(3)
ﾏｴﾀﾞ ﾄｳｺﾞ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  7:43.98

 13  14  299
黒木  弘翔(3)
ｸﾛｷ ﾋﾛﾄ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  7:51.20

 12   31
中木村麟太郎(5)
ﾅｶｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

津田(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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男子小学5,6年 １５００ｍ 記録会(5) 12月 8日 10:03

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5組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   22
宗野  佑大(6)
ｿｳﾉ ﾋﾛﾄ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  4:46.21

  2   1  470
吉川  響葵(6)
ﾖｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ

安室RC        ・兵　庫  4:58.87

  3  11 2431
角南  祐行(6)
ｽﾅﾐ ﾕｳｺｳ

梅の木ｸﾗﾌﾞ    ・岡　山  4:59.01

  4   6   22
川﨑  雄介(6)
ｶﾜｻｷ ﾕｳｽｹ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:01.81

  5  10  470
井上  滉大(6)
ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ

安室RC        ・兵　庫  5:04.37

  6   5   50
松山  唯飛(5)
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ

御国野(姫路市)・兵　庫  5:09.60

  7   9   11
森田  凌成(6)
ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:14.22

  8   7  470
井上  翔大(6)
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

安室RC        ・兵　庫  5:16.96

  9   2   11
梶浦  睦樹(6)
ｶｼﾞｳﾗ ﾑﾂｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:21.61

 10  12  470
山口    輝(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

安室RC        ・兵　庫  5:21.88

 11   4   22
生島新太郎(6)
ｲｸｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:23.88

 12  14   11
鉄村  陸人(6)
ﾃﾂﾑﾗ ﾘｸﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:29.82

 13   3  345
苅田  柊平(6)
ｶﾘﾀ ｼｭｳﾍｲ

平岡南(加古川 ・兵　庫  5:30.08

  8  860
中村  悠真(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ

但馬AC        ・兵　庫 DNS

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  13   42
土井  悠星(6)
ﾄﾞｲ ﾕｳｼｮｳ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  5:08.18

  2   1   24
常峰  佑太(6)
ﾂﾈﾐﾈ ﾕｳﾀ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:12.62

  3   9   42
清宮  大智(5)
ｾｲﾐﾔ ﾀｲﾁ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  5:25.56

  4  11  470
石井    伯(5)
ｲｼｲ ﾊｸ

安室RC        ・兵　庫  5:26.64

  5  10   29
寺本  悠良(5)
ﾃﾗﾓﾄ ﾕﾗ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:26.69

  6   6  470
渡部  将成(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｾｲ

安室RC        ・兵　庫  5:29.47

  7   8  470
ワード  天(5)
ﾜｰﾄﾞ ﾃﾝ

安室RC        ・兵　庫  5:31.66

  8   4   22
福原  悠真(6)
ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾏ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:32.32

  9  14   11
竹下  弘希(6)
ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｷ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:36.08

 10   3  470
難波江拓歩(5)
ﾅﾊﾞｴ ﾀｸﾑ

安室RC        ・兵　庫  5:36.88

 11   5   29
垣本  尊琉(5)
ｶｷﾓﾄ ﾀｹﾙ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:38.33

 12  12  570
平田  昌大(6)
ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ

ちくさRC      ・兵　庫  5:44.79

  2   22
松原    司(5)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｶｻ

城陽(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  7   24
沢田  奨真(6)
ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾏ

荒川(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  11   24
勝岡  勇人(5)
ｶﾂｵｶ ﾕｳﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:29.90

  2   1   29
西尾  彩翔(6)
ﾆｼｵ ｱﾔﾄ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:33.75

  3   7   29
谷本    健(5)
ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹﾙ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:36.71

  4  12   29
山本  翔大(6)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  5:37.63

  5  10  470
田中  大士(5)
ﾀﾅｶ ﾀｲｼ

安室RC        ・兵　庫  5:40.24

  6   9   22
山本  琴也(5)
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾔ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:43.75

  7  14  570
小河  蒼威(6)
ｵｺﾞｳ ｱｵｲ

ちくさRC      ・兵　庫  5:46.18

  8   8  470
赤坂  七唯(5)
ｱｶｻｶ ｶｽﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  5:47.61

  9   3   24
清水  悠翔(6)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:49.38

 10   5   11
神頭慶次郎(5)
ｶﾝﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:51.57

 11   4   22
和田  仁翔(5)
ﾜﾀﾞ ｼﾞﾝﾄ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:53.00

 12   2  860
伊田  涼助(5)
ｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

但馬AC        ・兵　庫  5:55.80

  6   42
濱松  真央(6)
ﾊﾏﾏﾂ ﾏｵ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫 DNS

 13   42
濱松  怜央(6)
ﾊﾏﾏﾂ ﾚｵ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫 DNS

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  470
福井虎太朗(5)
ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ

安室RC        ・兵　庫  5:33.01

  2   8   11
尾上  琉仁(5)
ｵﾉｳｴ ﾘｭｳﾄ

高岡(姫路市)  ・兵　庫  5:36.64

  3   9   24
保月  佑介(5)
ﾎﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:52.05

  4   6  470
西村  星七(5)
ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ

安室RC        ・兵　庫  5:56.29

  5  12   22
稲葉謙太郎(5)
ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:59.18

  6   5   24
菅原  一輝(6)
ｽｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:00.16

  7   3   24
田中  星明(5)
ﾀﾅｶ ｾｲｱ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:01.78

  8  14   24
上月  大輝(5)
ｺｳﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:02.12

  9  11   24
森    郁斗(6)
ﾓﾘ ｲｸﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:15.43

 10  10   22
中村  琢磨(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  6:16.18

 11   4  470
白水  新大(5)
ｼﾛｳｽﾞ ｱﾗﾀ

安室RC        ・兵　庫  6:23.30

 12   2  470
酒上  航熙(5)
ｻｶｳｴ ｺｳｷ

安室RC        ・兵　庫  6:28.80

 13   7  470
柳    奏佐(5)
ﾔﾅｷﾞ ｿｳｽｹ

安室RC        ・兵　庫  6:32.05

 14  13  470
楠    宗大(5)
ｸｽﾉｷ ｿｳﾀﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  6:40.04

 

  5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8   31
桑田    樹(6)
ｸﾜﾀ ｲﾂｷ

津田(姫路市)  ・兵　庫  5:30.10

  2  11   31
中木村龍之介(5)
ﾅｶｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

津田(姫路市)  ・兵　庫  5:39.26

  3  13  470
藤尾  晃大(5)
ﾌｼﾞｵ ｺｳﾀﾞｲ

安室RC        ・兵　庫  5:41.98

  4  12   24
鳥海  優夏(5)
ﾄﾘｳﾐ ﾕﾅ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:57.72

  5   7   58
池田  來斗(5)
ｲｹﾀﾞ ﾗｲﾄ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:04.09

  6   3   24
原山  雄暉(5)
ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:04.60

  7  14   31
中木村麟太郎(5)
ﾅｶｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

津田(姫路市)  ・兵　庫  6:04.85

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  8   6   24
久保  遥仁(6)
ｸﾎﾞ ﾊﾙﾋﾄ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:08.23

  9   4   24
小寺  雄貴(6)
ｺﾃﾞﾗ ﾕｳｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:12.35

 10   2   24
西村  光騎(6)
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:20.98

 11   1   24
丸橋  優樹(6)
ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｷ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:43.74

 12   9   42
田中  海音(5)
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:48.75

 13  10   22
真岸  和希(5)
ﾏｷﾞｼ ｶｽﾞｷ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  6:51.33

  5   58
荒木  遥登(5)
ｱﾗｷ ﾊﾙﾄ

坊勢(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(2) 12月 8日  9:28

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  12  483
長谷川真理(4)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾘ

神崎(神崎郡)  ・兵　庫  2:54.53

  2   8   26
齊藤  美祐(3)
ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

糸引(姫路市)  ・兵　庫  2:55.32

  3   1  470
本田  唯乃(4)
ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾉ

安室RC        ・兵　庫  2:57.70

  4   6  470
梶川  もず(4)
ｶｼﾞｶﾜ ﾓｽﾞ

安室RC        ・兵　庫  2:57.77

  5  13   26
塗田  真由(3)
ﾇﾘﾀ ﾏﾕ

糸引(姫路市)  ・兵　庫  3:01.75

  6   5  470
牛尾    心(4)
ｳｼｵ ｺｺﾛ

安室RC        ・兵　庫  3:01.76

  7   3  470
吉田  七海(4)
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ

安室RC        ・兵　庫  3:02.30

  8   2  470
岩井  楓佳(4)
ｲﾜｲ ﾌｳｶ

安室RC        ・兵　庫  3:02.36

  9  16  470
山口ひかり(4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ

安室RC        ・兵　庫  3:07.40

 10  10   41
小嶋    凛(4)
ｺｼﾞﾏ ﾘﾝ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:10.18

 11  14  470
喜田  真菜(4)
ｷﾀ ﾏﾅ

安室RC        ・兵　庫  3:11.82

 12   9  570
平田  奈三(4)
ﾋﾗﾀ ﾅﾐ

ちくさRC      ・兵　庫  3:15.13

 13  11  471
細見  古都(4)
ﾎｿﾐ ｺﾄ

姫路市陸上教室・兵　庫  3:16.09

 14  15   41
吉山  玲菜(4)
ﾖｼﾔﾏ ﾚﾅ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:25.12

 15   4  470
垣本  琉那(3)
ｶｷﾓﾄ ﾙﾅ

安室RC        ・兵　庫  3:27.07

 16   7   41
森澤  萌衣(3)
ﾓﾘｻﾜ ﾓｴ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  3:53.69

  2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  15   38
岡本  愛結(4)
ｵｶﾓﾄ ﾐﾕ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:07.88

  2   1  470
田中いろは(3)
ﾀﾅｶ ｲﾛﾊ

安室RC        ・兵　庫  3:10.33

  3   3   22
生島  環奈(3)
ｲｸｼﾏ ｶﾝﾅ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:12.81

  4   4   26
玉井ひまり(3)
ﾀﾏｲ ﾋﾏﾘ

糸引(姫路市)  ・兵　庫  3:13.64

  5   7   58
桂  明日羽(3)
ｶﾂﾗ ｱｽﾊ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:13.65

  6   6   38
坂井みのり(3)
ｻｶｲ ﾐﾉﾘ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:22.77

  7   9   29
福本  蓮華(4)
ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:23.26

  8  14  470
田中  夕惟(3)
ﾀﾅｶ ﾕｲ

安室RC        ・兵　庫  3:24.01

  9  12   58
三和かのん(3)
ﾐﾜ ｶﾉﾝ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:30.48

 10   8  470
熊谷  優希(3)
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷ

安室RC        ・兵　庫  3:36.34

 11  10   58
上田  夏愛(3)
ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:45.05

 12   2  470
三木  瑠海(4)
ﾐｷ ﾙｳﾐ

安室RC        ・兵　庫  3:52.13

 13   5   58
桂    光咲(3)
ｶﾂﾗ ﾐｻｷ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  4:01.03

 11  760
久田  心愛(4)
ﾋｻﾀﾞ ｺｺﾐ

淡路陸上教室  ・兵　庫 DNS

 13   10
仲田  そら(4)
ﾅｶﾀ ｿﾗ

安室(姫路市)  ・兵　庫 DNS

 16   29
中嶋  美紅(4)
ﾅｶｼﾏ ﾐｸ

高浜(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子小学5,6年 ８００ｍ 記録会(3) 12月 8日  8:50

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   9  483
長谷川詩真(6)
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾏ

神崎(神崎郡)  ・兵　庫  2:33.50

  2   4  471
細見  芽生(6)
ﾎｿﾐ ﾒｲ

姫路市陸上教室・兵　庫  2:35.02

  3   3   10
萩原    凛(5)
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ

安室(姫路市)  ・兵　庫  2:37.88

  4  16   65
真野  由菜(6)
ﾏﾉ ﾕﾅ

香呂(姫路市)  ・兵　庫  2:42.17

  5   2  470
久保帆乃加(5)
ｸﾎﾞ ﾎﾉｶ

安室RC        ・兵　庫  2:45.78

  6   8  860
廣瀬  和奏(6)
ﾋﾛｾ ﾜｶﾅ

但馬AC        ・兵　庫  2:47.79

  7   1   29
長濱  梨紗(6)
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｻ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:49.49

  8  13  470
小林  咲稀(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ

安室RC        ・兵　庫  2:49.84

  9  17  470
林田  花実(5)
ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｻﾞﾈ

安室RC        ・兵　庫  2:50.74

 10  14  860
南光  彩那(5)
ﾅﾝｺｳ ｱﾔﾅ

但馬AC        ・兵　庫  2:50.86

 11  15  470
永井  凜花(5)
ﾅｶﾞｲ ﾘﾝｶ

安室RC        ・兵　庫  2:52.96

 12  11   29
森垣まひろ(5)
ﾓﾘｶﾞｷ ﾏﾋﾛ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:53.62

 13   7   22
吉川  由依(6)
ﾖｼｶﾜ ﾕｲ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  2:57.02

 14  10   41
村上  莉未(6)
ﾑﾗｶﾐ ﾘﾐ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:58.44

 15  12   41
北本  莉奈(6)
ｷﾀﾓﾄ ﾘﾅ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:58.50

 16   5   41
山口  叶愛(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｱ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:59.77

 17   6   29
片山虹結乃(5)
ｶﾀﾔﾏ ｺﾕﾉ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:00.65

  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
磯田  麻衣(5)
ｲｿﾀﾞ ﾏｲ

安室RC        ・兵　庫  2:44.11

  2  10  470
熊谷  咲希(6)
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ

安室RC        ・兵　庫  2:53.35

  3  16   22
前川  梓乃(6)
ﾏｴｶﾜ ｱｽﾞﾉ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  2:56.61

  4   8   41
福岡  澪由(6)
ﾌｸｵｶ ﾐﾕ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  2:58.08

  5   5   42
山下  晏奈(6)
ﾔﾏｼﾀ ｱﾝﾅ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  2:58.76

  6  14   29
黒田真理子(6)
ｸﾛﾀﾞ ﾏﾘｺ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  2:59.04

  7   6   29
野田帆乃香(6)
ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:00.15

  8   7   42
北村  真唯(6)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:02.18

  9   4  471
橋本  梨那(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾘﾅ

姫路市陸上教室・兵　庫  3:02.45

 10   3   29
川口妃乃華(5)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾉｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:04.31

 11  11   22
高田万里奈(6)
ﾀｶﾀ ﾏﾘﾅ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:04.99

 12   9   22
福田  栞菜(5)
ﾌｸﾀﾞ ｶﾝﾅ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:05.60

 13  13  470
三浦いち夏(6)
ﾐｳﾗ ｲﾁｶ

安室RC        ・兵　庫  3:06.49

 14  15  470
井置  まお(5)
ｲｵｷ ﾏｵ

安室RC        ・兵　庫  3:08.83

 15  12   29
戸田  奈那(5)
ﾄﾀﾞ ﾅﾅ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:08.92

  2   29
犬賀千容子(5)
ｲﾇｶﾞ ﾁﾖｺ

高浜(姫路市)  ・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  16   58
桂    悠那(6)
ｶﾂﾗ ﾕﾅ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:45.86

  2   8   39
永岡  由衣(5)
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｲ

網干(姫路市)  ・兵　庫  2:50.24

  3  14   58
桂    茉瑚(5)
ｶﾂﾗ ﾏｺ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  2:57.05

  4   9   58
上田  梨愛(5)
ｳｴﾀﾞ ﾘｱ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:06.36

  5  11   58
池田  神楽(5)
ｲｹﾀﾞ ｶｸﾞﾗ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  3:08.48

  6   4   39
濵本  和奏(5)
ﾊﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ

網干(姫路市)  ・兵　庫  3:09.85

  7  15   22
畑中  萌奈(5)
ﾊﾀﾅｶ ﾓﾅ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:09.90

  8   7   22
外山英玲那(5)
ﾄﾔﾏ ｴﾚﾅ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  3:10.95

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  9   5   42
柴田  一花(6)
ｼﾊﾞﾀ ｲﾁｶ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  3:16.35

 10   1   38
堀田  萌衣(5)
ﾎﾘﾀ ﾒｲ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:20.09

 11   3   29
小椋  美結(5)
ｵｸﾞﾗ ﾐﾕ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:20.99

 12  13   38
尾崎  若菜(5)
ｵｻﾞｷ ﾜｶﾅ

大津茂(姫路市)・兵　庫  3:25.96

 13   6   29
奥井  琴音(6)
ｵｸｲ ｺﾄﾈ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:27.70

 14  10   29
東井  清華(5)
ﾄｳｲ ｻﾔｶ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:31.94

 15   2   29
小島  柚花(5)
ｺｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾊ

高浜(姫路市)  ・兵　庫  3:32.12

 12   29
安髙  梨桜(5)
ﾔｽﾀｶ ﾘｵ

高浜(姫路市)  ・兵　庫 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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女子小学3,4年 １５００ｍ 記録会 12月 8日 10:37

記録会
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   38
松下  礼愛(3)
ﾏﾂｼﾀ ﾚｱ

大津茂(姫路市)・兵　庫  6:03.21

  2   7   10
仲田  そら(4)
ﾅｶﾀ ｿﾗ

安室(姫路市)  ・兵　庫  6:05.68

  3   4  470
田中  李桜(4)
ﾀﾅｶ ﾘｵ

安室RC        ・兵　庫  6:17.87

  4   2   58 桂    由好(4)
ｶﾂﾗ ﾕﾂﾞｷ

坊勢(姫路市)  ・兵　庫  6:30.14

  5   3    9
辻本優美菜(4)
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾐﾅ

安室東(姫路市)・兵　庫  6:41.21

  6   5  299
藤原  芽生(3)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ

岩岡AC(神戸市)・兵　庫  7:00.84

  7   1   41
今井  綺星(3)
ｲﾏｲ ｷﾗﾗ

勝原(姫路市)  ・兵　庫  7:21.61

 
 

女子小学5,6年 １５００ｍ 記録会 12月 8日  9:53

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   5  470
肥塚  暖歌(6)
ｺｴﾂﾞｶ ﾎﾉｶ

安室RC        ・兵　庫  5:08.09

  2  11  470 隈部    湊(5)
ｸﾏﾍﾞ ﾐﾅﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:08.41

  3  14  367
谷本  庵心(5)
ﾀﾆﾓﾄ ｱﾝｼﾞ

阿弥陀(高砂市)・兵　庫  5:09.77

  4   8  470
山川恵里奈(5)
ﾔﾏｶﾜ ｴﾘﾅ

安室RC        ・兵　庫  5:10.24

  5  13  470
種    知里(5)
ﾀﾈ ﾁｻﾄ

安室RC        ・兵　庫  5:10.33

  6  16   68 友宗  沙彩(5)
ﾄﾓﾑﾈ ｻｱﾔ

安富南(姫路市)・兵　庫  5:20.55

  7  10  466
橋本  晴菜(6)
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ

中寺(姫路市)  ・兵　庫  5:30.59

  8   4  466
橋本  結菜(6)
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾅ

中寺(姫路市)  ・兵　庫  5:32.84

  9   9  760
東    那菜(5)
ｱｽﾞﾏ ﾅﾅ

淡路陸上教室  ・兵　庫  5:45.20

 10   3   22 松田こころ(6)
ﾏﾂﾀﾞ ｺｺﾛ

城陽(姫路市)  ・兵　庫  5:47.25

 11  15   24
末次  由佳(6)
ｽｴﾂｸﾞ ﾕｲｶ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  5:52.93

 12   2   24
ｺﾞﾝｻﾙﾍﾞｽ ﾕｲ(5)
ｺﾞﾝｻﾙﾍﾞｽ ﾕｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:00.07

 13   7   42
森    杏香(5)
ﾓﾘ ｷｮｳｶ

旭陽(姫路市)  ・兵　庫  6:11.29

 14  17   24 河岡  優依(5)
ｶﾜｵｶ ﾕｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:16.83

 15   1   24
毛利  優依(6)
ﾓｳﾘ ﾕｲ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:17.62

 16  12   24
右田  美空(5)
ﾐｷﾞﾀ ﾐｸ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:23.76

 17   6   24
中野  杏咲(5)
ﾅｶﾉ ｱｻ

荒川(姫路市)  ・兵　庫  6:39.85
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 2018年度　姫路長距離記録会

 主　催:姫路市陸上競技協会
 後　援:一般財団法人兵庫陸上競技協会　姫路市
 競技場:ウィンク陸上競技場(姫路市立陸上競技場)

 グラウンド・コンディション
 日付  時刻  天候  気温  湿度  風向風速

 2018年12月 8日   9:00  晴れ  10.5℃  58％  北     1.9m/s
 10:00  晴れ  11℃  40％  東     2.4m/s
 11:00  晴れ  11℃  40％  北東   2.6m/s
 12:00  晴れ  11℃  40％  東     1.5m/s
 13:00  晴れ  10℃  38％  南     2.1m/s
 14:00  晴れ   9℃  54％  東     2.4m/s
 15:00  晴れ   8.5℃  43％  東     1.3m/s
 15:35  晴れ   8.5℃  43％  南     2.7m/s

 


