
2019年度姫路市陸上競技記録会 平成31年4月28日(日)・4月29日（月）

　成績一覧表 （大会コード：19280778） ｳｨﾝｸ陸上競技場(姫路市立陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

三和龍之介(3) 1m70 大和  孝基(3) 1m70 三木晃二郎(3) 1m65 福本  唯吹(2) 1m65 前川  歩斗(3) 1m65 山本  楓斗(3) 1m60 三田健太朗(2) 1m60 川元  琉暉(2) 1m55

山陽中 広畑中 大白書中 朝日中 朝日中 飾磨東中 四郷中 姫路灘中

藤原  寧大(3)   6m23 森澤  洸輝(3)   6m01 高尾  勇輝(3)   5m96 臼井  光翔(3)   5m86 足立  隼人(3)   5m62 西村    悠(3)   5m62 森口    司(3)   5m38 高尾颯一郎(3)   5m35

広畑中 +1.6 大津中 +1.2 増位中 +1.7 広畑中 +1.7 神河中 +1.0 朝日中 +1.1 置塩中 +1.0 姫路灘中 +1.8

古和  諄也(3)  12m16 辻  吏功斗(3)  11m45 池田  昴輝(3)  10m90 高尾颯一郎(3)  10m60 山本  拓哉(3)  10m50 藤原  白羽(3)   9m90

豊富中 +0.8 増位中 +2.1 大津中 +0.6 姫路灘中 -0.1 姫路灘中 +0.9 神河中 -0.0

森川  智陽(3)  10m54 谷口  譲基(2)  10m37 山田  快人(3)  10m33 赤根  嶺緒(3)  10m24 藤本  悠暉(3)   9m70 市川  歩武(3)   9m51 加納強一郎(3)   9m36 松山  翔星(3)   9m24

香寺中 香寺中 姫路灘中 大白書中 飾磨東中 菅野中 東光中 安室中

松山  翔星(3)  32m92 深水  善那(3)  28m84 藤本  悠暉(3)  28m32 森川  智陽(3)  27m94 加納強一郎(3)  27m28 山田  快人(3)  26m61 荒木  公輔(2)  26m56 浮田  拓哉(3)  26m14

安室中 安室中 飾磨東中 香寺中 東光中 姫路灘中 東光中 大津中

金谷  朋代(3) 1m56 髙田  紗希(3) 1m53 藤原かれん(3) 1m50 松ノ下佳暖(2) 1m45 河田  千尋(3) 1m40 土井  果恋(2) 1m35 石原  涼華(2) 1m35

四郷中 姫路灘中 神河中 増位中 吉備中･岡  山 朝日中 さくら走練･岡  山

野本　菜莉(2) 1m35 岡田  美優(3) 1m35

夢前中 姫路高丘中

塚本    舞(3)   5m02 岩田  瑞希(3)   4m78 衣川  美生(2)   4m68 末戸さくら(2)   4m64 有川  友結(3)   4m56 藤澤  茉優(3)   4m55 和泉  佳加(3)   4m55 藤久  絢賀(2)   4m49

山陽中 +2.0 四郷中 +2.6 飾磨東中 +2.2 神河中 +0.9 姫路東中 +3.3 大白書中 +3.4 広畑中 +2.9 姫路高丘中 +2.9

小林  優生(2)  10m84 松場  琴音(2)  10m51 橘    莉子(3)   9m84 岩本  実夕(3)   9m75 堀    桃萌(2)   9m55 安達江里菜(2)   9m17 安本  由奈(2)   8m36 斎藤  日向(3)   8m24

神河中 安室中 飾磨東中 姫路東中 増位中 飾磨東中 広畑中 姫路灘中

中村  琢磨(6) 14.00 大野  樹一(6) 14.19 山本  祐生(6) 14.41 柴田  俊弥(6) 14.47 松下  直生(6) 14.63 足立  昌汰(5) 14.71 藤尾  晃大(6) 14.82 桂    輝斗(6) 14.87
城陽小 +2.0 城陽小 +2.0 手柄小 +2.0 城陽小 +2.0 安室RC +2.0 安室RC +2.0 安室RC +2.0 坊勢小 +1.8
田中  壱基(6)  4:54.46 足立  昌汰(5)  4:58.69 徳永  泰雅(5)  4:59.06 田村  優成(6)  5:04.66 松山  唯飛(6)  5:19.64 寺本  悠良(6)  5:22.94 小林  航大(5)  5:23.75 難波江拓歩(6)  5:24.71
糸引小 安室RC 安室RC 糸引小 御国野小 安室RC 安室RC 安室RC
城陽小 56.79 坊勢小  1:02.12
   柴田  俊弥(6)    小林  大斗(6)
   中村  琢磨(6)    小林  晃誠(5)
   和田  仁翔(6)    田中  勇成(5)
   大野  樹一(6)    桂    輝斗(6)
岩崎  優菜(6) 14.12 久保  菜摘(6) 14.86 桂    茉瑚(6) 15.35 清原  咲瑛(5) 15.36 福田  栞菜(6) 15.41 畑中  萌奈(6) 15.42 寺澤  仁菜(6) 15.43 下田  乃愛(5) 15.45
荒川小 +2.2 荒川小 +2.2 坊勢小 +1.6 姫路市陸上教室 +2.2 城陽小 +2.2 城陽小 +2.2 城陽小 +2.2 城陽小 +2.2
種    知里(6)  2:29.41 友宗  沙彩(6)  2:30.04 山川恵里奈(6)  2:31.24 隈部    湊(6)  2:34.67 磯田  麻衣(6)  2:38.16 久保帆乃加(6)  2:43.74 永岡  由衣(6)  2:44.28 梶川  もず(5)  2:46.44
安室RC 安富南小 安室RC 安室RC 安室RC 安室RC 網干小 安室RC
城陽小  1:00.24 坊勢小  1:03.35
   青山  瑞姫(6)    池田  神楽(6)
   寺澤  仁菜(6)    上田  梨愛(6)
   福田  栞菜(6)    小林  愛來(6)
   畑中  萌奈(6)    桂    茉瑚(6)

※気象状況は女子の欄に記載

主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　   務： 高橋　秀知 印

F1:一回目公認記録　F2:二回目公認記録　F3:三回目公認記録 後　援：兵庫陸上競技協会　姫路市 記   録  主  任： 中川　廣信 印

トラック審判長： 水田　雅幸 印

ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 藤原早希子 印
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