
平成28年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場・西播) 平成28年4月16日（土）

　成績一覧表 （大会コード：16282304） 姫路市陸上競技場(ｳｨﾝｸ陸上競技場)（競技場コード：281030）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

木下　将一(3) 11.12 吉田　弘道(2) 11.23 志賀　　颯(3) 11.24 久住　琢己(3) 11.26 芦田　幸翼(2) 11.32 山田　将吾(2) 11.36 濱田　貴文(3) 11.42 葛川　智博(2) 11.43

姫路西 -1.9 姫路商 -2.2 姫路西 -1.9 姫路南 -2.2 姫路工 -2.2 琴丘 -2.2 佐用 -1.9 姫路 -1.1

志賀　　颯(3) 22.57 濱田　貴文(3) 22.66 木下　将一(3) 22.72 葛川　智博(2) 22.84 谷奥　勇希(3) 22.93 髙木　陽太(2) 23.00 安藝　光遥(2) 23.03 山田　将吾(2) 23.19

姫路西 -2.7 佐用 -2.7 姫路西 -2.7 姫路 -2.2 東洋大姫路 -1.0 姫路 -1.0 姫路商 -1.0 琴丘 -2.7

大橋　優雅(3) 51.43 今井　一喜(3) 51.92 橋本　夏衣(3) 51.94 大塚　和貴(2) 52.12 上野虎太郎(3) 52.19 竹内　蒼真(2) 52.25 谷奥　勇希(3) 52.41 櫻井虎太郎(3) 53.18

飾磨 姫路飾西 香寺 姫路工 赤穂 赤穂 東洋大姫路 相生

井上　泰斗(2)  1:58.19 宮田　　亮(2)  2:00.18 丸尾　和誠(2)  2:01.21 山田　隼也(3)  2:01.30 芳野　剛汰(3)  2:01.64 5位:片山　大祐(3)  2:01.64 横山　信也(2)  2:01.65 町田　圭司(3)  2:02.29

飾磨工 飾磨工 姫路商 赤穂 姫路西 姫路飾西 龍野 姫路工

山端　哲世(3)  4:05.29 佐藤　陸弥(3)  4:06.91 梅本　知史(3)  4:07.34 井上　泰斗(2)  4:09.05 岩本　忠成(2)  4:09.66 吉田　帆貴(3)  4:10.46 松本　和幸(2)  4:10.59 西山　隆将(2)  4:10.98

姫路商 姫路西 飾磨工 飾磨工 姫路西 飾磨 姫路西 上郡

岡本　哲平(3) 15:05.71 福田　幸平(3) 15:41.25 橋本　修汰(2) 15:41.47 吉田　帆貴(3) 15:53.89 薮下　温司(2) 15:56.80 衣笠　　陸(3) 15:57.43 山垣　純也(3) 16:20.68 三浦　友靖(3) 16:30.59

飾磨工 上郡 飾磨工 飾磨 淳心 龍野 相生 相生

尾﨑光太郎(2) 17.01 福本将太郎(3) 17.13 澤田　陽昌(3) 17.38 塚谷　　翼(2) 17.69 佐々木一樹(2) 17.85 塩谷　啓太(2) 19.80 古門　慎也(2) 20.71

姫路東 -3.1 姫路商 -3.1 赤穂 -1.6 飾磨工 -3.1 姫路東 -3.1 市川 -1.6 市川 -1.6

清水　大稀(3) 56.43 尾﨑光太郎(2) 58.48 澤田　陽昌(3) 58.98 福本将太郎(3) 59.75 池田　幸一(3)  1:00.20 岸本　大輝(2)  1:00.45 亀甲　誠人(3)  1:02.44 徳永　柚樹(2)  1:03.18

姫路商 姫路東 赤穂 姫路商 飾磨工 姫路飾西 龍野 東洋大姫路

木村駿之介(2)  9:55.18 大久保和馬(3) 10:05.20 堀井　陽介(2) 10:05.58 日隈　友也(2) 10:06.88 西村　政哉(3) 10:08.08 川上　哲史(3) 10:18.89 水畑　　樹(2) 10:23.45 田畠　勝志(2) 10:26.76

姫路商 飾磨工 姫路商 飾磨工多 相生 龍野 県立大附 龍野

鷲尾　優太(2) 22:14.59 吉武　蒼真(2) 27:01.93 金谷風舞輝(2) 29:06.24

飾磨工 赤穂 赤穂

姫路商 42.70 姫路西 42.78 姫路工 42.80 龍野A 43.20 赤穂A 43.48 香寺 44.04 姫路南 44.10 東洋大姫路 44.23

   福本将太郎(3)    平田　寛人(3)    宇野　礼人(2)    柴田　桂吾(2)    西﨑　　岬(3)    左納　亜門(3)    成田　大輝(2)    松本　　慎(3)

   吉田　弘道(2)    木下　将一(3)    松田　康輔(3)    野村　悠太(3)    東　　由大(3)    石原　光一(3)    久住　琢己(3)    谷奥　勇希(3)

   香嶋　隼斗(3)    植木　駿斗(2)    長谷川　英(3)    出渕　直人(2)    難波　隆輝(3)    橋本　夏衣(3)    今井　　翔(3)    出田　宗生(3)

   安藝　光遥(2)    志賀　　颯(3)    芦田　幸翼(2)    河野公太朗(2)    川口　将史(3)    西嶋　大登(3)    宮本　直弥(3)    山本　航大(1)

姫路商  3:20.86 姫路西  3:23.12 赤穂A  3:27.80 龍野A  3:27.93 東洋大姫路  3:31.32 姫路  3:32.86 飾磨工  3:35.29 姫路飾西  3:36.29

   山﨑　亮太(3)    植木　駿斗(2)    竹内　蒼真(2)    出渕　直人(2)    小倉　望郁(2)    富永　将史(3)    荒川　知希(2)    岸本　大輝(2)

   安藝　光遥(2)    木下　将一(3)    川口　将史(3)    河野公太朗(2)    谷奥　勇希(3)    髙木　陽太(2)    梅野　智善(3)    片山　大祐(3)

   香嶋　隼斗(3)    中村　元紀(3)    上野虎太郎(3)    上鍵　政隆(3)    松本　　慎(3)    葛川　智博(2)    紙谷　　和(2)    出射　潤也(2)

   丸尾　和誠(2)    志賀　　颯(3)    難波　隆輝(3)    野村　悠太(3)    出田　宗生(3)    東　　圭吾(2)    川口　雅弘(3)    今井　一喜(3)

上鍵　政隆(3) 1m92 山下　優雅(3) 1m92 香嶋　隼斗(3) 1m83 竹岡　駿平(2) 1m83 甲斐　優貴(2) 1m80 船引　一希(3) 1m75 川口　雅弘(3) 1m75 松尾　　遼(3) 1m75

龍野 県立大附 姫路商 飾磨工 相生産 姫路南 飾磨工 姫路飾西

佐々木崇之(3) 3m80

琴丘

木下　将一(3)   7m21 伊藤　淳哉(3)   6m86 吉田　弘道(2)   6m82 寄川　舜平(2)   6m13 山中　大生(3)   6m01 横井　梨生(3)   5m94 出田　宗生(3)   5m89 森　航一郎(2)   5m81

姫路西 +0.4 網干 +1.3 姫路商 +1.5 姫路工 +3.1 姫路工 +0.4 琴丘 +1.8 東洋大姫路 +1.0 網干 +1.8

出射　潤也(2)  12m46 是兼　匠輝(2)  12m30 横井　梨生(3)  12m29 野村　颯希(2)  12m16 小野裕二郎(2)  12m04 下山　萌斗(2)  11m91 大西　俊輝(3)  11m82 松本　　朗(2)  11m65

姫路飾西 +2.8 姫路飾西 +2.5 琴丘 +0.8 網干 +2.9 姫路西 +2.5 相生 +2.5 姫路商 +2.5 姫路東 +2.5

冨田　悠平(3)  14m40 天野　大輝(3)  13m30 矢吹紘二郎(2)  13m29 中川　裕太(3)  12m32 辻村周平太(3)  11m22 木村　　聡(3)  10m64 青田　　渉(3)  10m50 野﨑　稜介(3)  10m44

飾磨工 姫路商 姫路商 赤穂 自由ヶ丘 赤穂 市川 香寺

廣田　歩夢(3)  48m15 天野　大輝(3)  39m19 大塚　剛史(2)  37m61 森　　拓也(2)  37m17 井上　　諒(3)  34m76 野﨑　稜介(3)  32m95 前田　誠元(2)  31m26 松本　　陸(3)  30m40

姫路商 姫路商 姫路商 姫路工 姫路工 香寺 姫路東 姫路東

中川　達斗(3)  62m17 矢吹紘二郎(2)  54m60 辻村周平太(3)  53m53 吉田　明大(2)  53m42 藤本　智大(2)  52m91 平沼　拓海(3)  52m71 志水　拓都(2)  48m50 本郷　勇輝(2)  41m79

姫路工 =HR NSR 姫路商 自由ヶ丘 自由ヶ丘 自由ヶ丘 姫路商 姫路工 太子

衣本　拓未(3)  52m21 吉田　健登(3)  50m80 渡邊　光希(3)  49m17 橋本　夏衣(3)  48m25 久保　洵介(2)  47m78 平沼　拓海(3)  45m29 清水　嘉人(3)  45m00 難波　隆輝(3)  44m87

相生 姫路工 姫路商 香寺 相生 姫路商 福崎 赤穂

総　　　   務： 肥塚　直樹 印

※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： 中村　　暁 印 ﾄﾗｯｸ審判長： 西脇　泰司 印

主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 記   録  主  任： 荒内　秀明 印 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 奥道　利浩 印

後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会
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