
姫路市立陸上競技場(ウィンク陸上競技場)（競技場コード：282040)

月 参加

日 人数

足立  昌汰(6)  4:35.13 岸本  周真(5)  4:45.65 中村  心音(5)  4:46.80 徳永  泰雅(6)  4:47.38 溝口  達也(6)  4:49.24 ユ ソンジェ(5)  5:03.82 小林  航大(6)  5:04.96 東    海成(6)  5:05.18

安室RC NHS 安室RC NHS 安室RC NHS 安室RC 安室RC 安室RC 安室RC 安室RC

藤井  利哉(3)  4:01.02 小田  伊織(1)  4:08.10 森    陽輝(1)  4:09.71 竹田  優人(1)  4:10.30 大林  航太  4:13.56 菅原  翠巴(3)  4:15.01 眞尾  泰浩  4:21.79 田中  壱基(1)  4:27.13

西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 姫路HAC 飾磨工高 淡路陸上教室 姫路灘中

平野  和弥(3)  8:31.68 中井  涼真(3)  8:35.77 山中  達貴(2)  8:35.98 吉田凛大朗(3)  8:38.90 岩本  拓真(3)  8:39.66 前田  和摩(1)  8:40.09 稲見    峻(1)  8:42.07 落合  遊羽(3)  8:42.80

西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 西脇工高 報徳高 西脇工高 西脇工高

山端  哲世 14:26.33 片川　祐大(3) 14:26.95 堀之内　奨(3) 14:54.31 山本  康平(3) 14:54.73 佐伯  知哉(1) 14:54.82 溝永  怜央(2) 15:00.24 稲葉  勇介(3) 15:00.45 池村  剛志(3) 15:00.79

山陽特殊製鋼 報徳高 報徳高 報徳高 報徳高 報徳高 報徳高 報徳高

月 参加

日 人数

梶川  もず(6)  2:31.35 三木  琴葉(5)  2:31.62 堤    円花(6)  2:31.89 吉田  七海(6)  2:35.02 齊藤  美祐(5)  2:35.15 塗田  真由(5)  2:36.41 牛尾    心(6)  2:43.68 石井  梨芙(6)  2:45.02

安室RC 的形 安室RC 安室RC 糸引 糸引 糸引 安室RC

久保希蘭々(3)  4:36.76 陰山  朋佳(3)  4:40.25 寺田  妃織(1)  4:54.60 隈部    湊(1)  4:54.95 田中  希空(1)  4:58.94 尾鼻    栞(3)  5:05.01 安本　梨桜(2)  5:09.27 小林  青葉(2)  5:09.55

西脇工高 西脇工高 姫路灘中･兵庫 夢前中･兵庫 西脇工高 安室中 山陽中 西脇工高

長岡  あず(3)  9:45.53 有川ひなの(3)  9:52.66 国本  陽菜(3)  9:53.58 中谷妃菜乃(3)  9:53.96 塩﨑  彩理(3)  9:57.58 久保  舞依(2) 10:05.30 北野  小槙(2) 10:14.99 西山  弥生 10:18.68

姫路商高 安室中 姫路商高 姫路商高 姫路商高 姫路商高 姫路商高 AMURORC

雲丹亀美月(1) 17:47.26

大阪芸術大

気象状況

324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
194名 晴れ 11.0℃ 北東 ･ 1.4m 63%

10:00 晴れ 13.0℃ 北西 ･ 0.5m 55% 共  催：姫路市  審 判 長： 水田　雅幸 印
11:00 晴れ 14.0℃  南  ･ 1.3m 57%

12:00 晴れ 15.0℃ 北東 ･ 0.5m 48% 後　援：兵庫陸上競技協会 記録主任： 中川　広信 印
13:00 晴れ 15.0℃  南  ･ 1.9m 48%

晴れ 15.0℃  南  ･ 2.4m 48%
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成績一覧表 (大会コード：20280533)

令和２年１２月５日(土)

 競技開始時      9:00

 競技終了時     13:35

参加人数


