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姫路市チャレンジ記録会 2021年3月13日(土)

　成績一覧表 （大会コード：21280803） ウインク陸上競技場(姫路市立陸上競技場)（競技場コード：282040）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 3/13 １００ｍ 吉田　正道(1) 10.85 片山  凜平 10.97 田村  隆翔(1) 11.02 森川  雄太 11.09 薮木  雅也 11.13 志賀    颯(4) 11.15 西川  晃輝 11.24 北島  智哉(2) 11.28

姫路商高 +0.2 但馬AC +0.2 但馬AC +0.2 明石市陸協 +0.2 播磨KOC -0.6 大阪大 +0.2 播磨KOC -0.6 市川高 +0.2 

男子 3/13 １５００ｍ 篠藤    淳  4:00.18 長嶋  幸宝(1)  4:00.41 山中  達貴(2)  4:02.75 塩田  大空(2)  4:04.48 石松  賢大  4:06.21 上村  颯真(1)  4:07.06 稲見    峻(1)  4:07.06 吉川    新(2)  4:07.40

山陽特殊製鋼 西脇工高 西脇工高 西脇工高 姫路市陸協 西脇工高 西脇工高 西脇工高

男子 3/13 走幅跳 福田  光晃(1) 6m40 藤原  寧大(1) 6m37 辻  吏功斗(1) 6m35 圓尾  啓伍(2) 6m31 足立  英士(2) 6m24 有田  圭佑 6m11 足立  隼人(1) 5m99 坂口  昴優(1) 5m98

姫路商高  0.6 姫路商高  1.3 姫路工高  0.7 飾磨工多部  1.4 神河中  3.6 西脇市陸協  1.8 福崎高  2.5 東播工高  1.2 

男子中学 3/13 砲丸投 成瀬  憲貴(3)  11m43 林    海翔(2)  10m30 早川  理玖(2)   9m77 福嶺  琉晴(2)   9m51 松浦  伊吹(2)   9m45 蕭    理恩(1)   9m35 松山　凜星(2)   8m40 柳井  汰智(1)   8m36

(5.000kg) 飾磨東中 網干中 朝日中 西宮浜義教 飾磨東中 西宮浜義教 安室中 姫路東中

男子高校 3/13 砲丸投 石本  悠希(2)  13m56 森川  智陽(1)  11m61 市川    隼(1)  11m50 榮    翔太(2)   9m90

(6.000kg) 姫路商高 飾磨工多部 姫路商高 東播工高

女子 3/13 １００ｍ 藤原  多愛(3) 12.75 安藤  雅姫(3) 12.76 三木  麗菜(2) 12.78 三木  双葉(2) 12.89 上住  小夏(2) 12.91 竹内  紅葉(2) 13.02 坂口  裕香(2) 13.25 下川  凛乃(2) 13.26

加古川中 -0.8 東光中 -0.8 姫路商高 -0.8 姫路商高 -0.8 姫路商高 -0.8 神河中 +0.8 香寺中 -0.8 加古川中 +0.7 

女子 3/13 ８００ｍ 砂田  芽緯(2)  2:16.10 持田  亜姫(3)  2:20.42 生田    翠(3)  2:20.99 寺田  妃織(1)  2:21.66 隈部    湊(1)  2:22.66 有川ひなの(3)  2:22.77 田中  希空(1)  2:22.88 井澤  奈甫(1)  2:23.14

姫路商高 飾磨西中 豊富小中 姫路灘中 夢前中 安室中 西脇工高 西脇工高

女子 3/13 走幅跳 笹野    葵(2) 5m16 宮田  凪紗(2) 4m56 上田  梨央(2) 4m47 村上  莉未(2) 4m37 善入  紗彩(2) 4m35 内海  彩里(1) 4m30 三木  胡桃(2) 4m26 山中  遥風(2) 4m24

姫路商高 -0.5 大津中 -0.6 平岡中 -0.1 朝日中  0.4 広畑中  0.7 朝日中  0.8 大的中 -0.7 網干中  0.1 

女子 3/13 砲丸投 大原  里彩(2)  11m24

(4.000kg) 姫路女学院高

女子中学 3/13 砲丸投 八木  美都(2)   9m50 山本  麻世(2)   9m02 小川  葵生(2)   8m82 髙濵  佑衣(2)   8m81 永田陽菜乃(1)   8m63 山下    恵(2)   8m59 宮原  満帆(1)   7m63 田中  唯愛(2)   7m49

(2.721kg) 東光中 香寺中 広畑中 広畑中 増位中 姫路東中 大津中 広畑中

男子小学生 3/13 １００ｍ 福永  晃大(6) 12.95 宮田竜之介(6) 13.09 伊藤雄二郎(6) 14.15 後藤  栄翔(6) 14.20

船津小 +2.1 船津小 +2.1 豊富小中 +2.1 勝原小 +2.1 

女子小学生 3/13 １００ｍ 髙馬    碧(5) 15.48 飯田ひなか(5) 16.00 北垣安椛里(5) 17.13

豊富小中 +2.1 大津茂小 +2.1 大津茂小 +2.1 

男子小学生 3/13 走幅跳 吉川  冬馬(6) 4m47

大塩小  0.4 

グラウンドコンディション 主催 ：姫路市陸上競技協会

共催 姫路市

後援 （一財）兵庫陸上競技協会
    3月13日 12:00 　   曇り      15.0℃      58％         東     1.8m/s

総　　　　 　務　：　髙橋　秀知　印

審　　判　　長  ：  水田　雅幸　印

記　録 主　任  ：  中川　廣信　印

    3月13日 13:00      曇り      17.0℃      52％       北東    2.3m/s

    3月13日 14:00      曇り      16.0℃      45％       北東    3.1m/s

    3月13日 14:22    　曇り    　15.5℃    　45％     北北東  2.9m/s

    3月13日 10:00      曇り      16.5℃      84％         東     1.6m/s

    3月13日 19:00　    曇り　　 16.0℃　　  79％　    北北東  0.8m/s

　    日付　   時刻     天候       気温　     湿度        風向     風速　

    3月13日 11:00 　   曇り      15.0℃      63％       北東    1.6m/s


