
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

日 人数

萬矢  和寿(3)  4:13.01 丸山  翔平  4:16.59 大林  航太  4:17.16 三木  浩輔(2)  4:20.88 延命  勇実(3)  4:21.37 谷口  佳史(2)  4:23.20 眞尾  泰浩  4:26.11 高    裕登  4:26.80

飾磨東中 Bacchus 姫路市陸協 飾磨東中 神戸大 神戸大 淡路陸上教室 姫路市陸協

井上  亮真(2)  8:24.75 小松原遊波(3)  8:25.64 杉岡  洸樹(2)  8:25.87 湯川  達矢(3)  8:30.00 原    陽宏(3)  8:37.50 鈴木  拓海(1)  8:51.43 宮﨑琉樹哉(1)  8:57.72 小林慎太郎  9:12.06

びわこ学院大 びわこ学院大･大　阪 びわこ学院大･奈　良 びわこ学院大･和歌山 びわこ学院大･大　阪 びわこ学院大･京　都 びわこ学院大･香　川 香川RC遊･香　川

亀田仁一路(3) 14:38.18 寺谷  壮汰(2) 14:47.40 西山  和範 14:48.73 石松  賢大(4) 14:51.04 南坂  柚汰(3) 14:51.60 菅野  大輝(3) 14:56.12 砂田  晟弥(3) 14:56.90 藤田  達郎(M1) 15:04.46

姫路商高 飾磨工高 日本製鉄広畑 岡山大 安室中 姫路商高 姫路商高 島根大･島　根

月 参加

日 人数

松井    晶(1)  4:36.80 雲丹亀美月(3)  4:40.08 八木  美羽(1)  4:40.56 宗佐菜々実(1)  4:44.34 久保希蘭々(2)  4:48.48 砂田  芽緯(1)  4:49.51 駒田  彩華(3)  5:00.31 藤原  季紀(2)  5:05.37

西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 姫路商高 西脇工高 大津中

長岡  あず(2)  9:44.91 国本  陽菜(2)  9:48.25 中谷妃菜乃(2)  9:51.78 新    楓菜(2)  9:56.43 有川ひなの(2) 10:04.88 竹田  咲羽(3) 10:09.25 久保  舞依(1) 10:13.60 北野  小槙(1) 10:17.39

姫路商高 姫路商高 姫路商高 飾磨西中 安室中 山陽中 姫路商高 姫路商高

月 参加

日 人数

金澤  俊輝(4)  2:33.09 吉浦  育飛(4)  2:51.63 丸岡  蒼汰(3)  3:00.54 南光  海翔(3)  3:01.36 田尻  幸誠(4)  3:01.58 野村  泰生(4)  3:01.60 小島  颯人(4)  3:03.05 田邉    諒(3)  3:07.65

安室RC 安室RC 安室RC 但馬AC 姫路AC 高浜(姫路市) 高浜(姫路市) 安室RC

安田    朔(6)  2:35.87 小林  航大(5)  2:36.02 難波江拓歩(6)  2:38.08 白水  新大(6)  2:42.17 田中  大士(6)  2:45.87 堀    晶仁(5)  2:46.26 吉浦  立稀(6)  2:57.94 塩本  海都(5)  3:08.87

但馬AC 安室RC 安室RC 安室RC 安室RC 高浜(姫路市) 安室RC 高浜(姫路市)

ユソンジェ(4)  5:09.05 中村  心音(4)  5:09.27 岸本  周真(4)  5:10.22 末次  由和(4)  5:20.47 中村  伊吹(4)  5:20.92 岡田  快斗(4)  5:23.36 棟末  伊織(3)  5:26.99 吉田直太郎(3)  5:38.14

安室RC 安室RC 安室RC 安室RC 岩岡AC(神戸市) 安室RC 岩岡AC(神戸市) 姫路AC

中村  悠真(6)  4:55.40 足立  昌汰(5)  4:55.71 徳永  泰雅(5)  4:58.09 渡部  将成(6)  4:58.31 三木  太智(6)  4:58.99 垣本  尊琉(6)  5:01.54 福井虎太朗(6)  5:02.86 寺本  悠良(6)  5:17.18

但馬AC 安室RC 安室RC 安室RC 高浜(姫路市) 安室RC 安室RC 安室RC

齊藤  美祐(4)  2:39.80 堤    彩花(3)  2:39.94 福田  花奏(4)  2:42.38 塗田  真由(4)  2:42.73 青木  胡麦(3)  2:54.20 江藤  詩愛(4)  2:56.10 生島  環奈(4)  2:56.43 井上ふゆな(4)  2:57.33

糸引(姫路市) 安室RC 神河陸上ｸﾗﾌﾞ 糸引(姫路市) 神河陸上ｸﾗﾌﾞ 高浜(姫路市) 城陽(姫路市) 砥堀(姫路市)

山川恵里奈(6)  2:28.52 寺田  妃織(6)  2:31.14 梶川  もず(5)  2:33.80 森垣まひろ(6)  2:38.87 永岡  由衣(6)  2:39.91 吉田  七海(5)  2:43.37 長谷川真理(5)  2:43.85 南光  彩那(6)  2:44.62

安室RC 安室RC 安室RC 高浜(姫路市) 網干(姫路市) 安室RC 神崎(神崎郡) 但馬AC

古田  燦乃(4)  5:56.92 松下  礼愛(4)  6:00.05 平山  紗也(4)  6:06.41 藤原  芽生(3)  6:32.26 山名  真央(3)  6:36.42 黒木    澪(3)  6:50.38 加藤  沙彩(3)  6:58.16 前田  采音(3)  7:21.98

高浜(姫路市) 安室RC 大津茂(姫路市) 岩岡AC(神戸市) 姫路市陸上教室 岩岡AC(神戸市) 岩岡AC(神戸市) 岩岡AC(神戸市)

種    知里(6)  4:54.25 隈部    湊(6)  4:54.41 細見  古都(5)  5:43.74 ｺﾞﾝｻﾙﾍﾞｽ ﾕｲ(6)  5:53.73 前川  珠愛(5)  5:56.67 福田  栞菜(6)  6:02.39 河岡  優依(6)  6:10.58 杉原    花(5)  6:20.51

安室RC 安室RC 姫路市陸上教室 荒川(姫路市) 城陽(姫路市) 城陽(姫路市) 荒川(姫路市) 荒川(姫路市)

気象状況
350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
243名 曇り  7.0℃ 南　西･　1.2m 70%

10:00 曇り  8.0℃ 西南西･　0.4m 59% 共  催：姫路市 記録主任： 中川　広信 印
11:00 曇り  9.0℃ 北北西･　0.5m 70%

12月7日(土) 12:00 曇り 10.0℃ 北　東･　0.5m 62% 後　援：兵庫陸上競技協会  審 判 長： 水田　雅幸 印
13:00 曇り 10.0℃ 南　西･　0.5m 50%

14:00 曇り 10.0℃ 南南東･　0.4m 56%

曇り 10.0℃ 南南西･　0.1m 56%

成績一覧表 (大会コード：19280533)

令和元年12月7日(土)

 競技開始時     9:00

 競技終了時    15:50

参加人数
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