
共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムカイ　ハルキ ケヤキダイ ツツミ　ユウイチ イナミキタ [10:45.00]

1 60629 向井　春生(1) けやき台 1 39581 堤　悠一(1) 稲美北
マツモト　ユヅキ コウデラ ヤマグチ　ショウマ イナミキタ [10:45.00]

2 43279 松本　侑月(1) 香寺 2 39583 山口　正真(1) 稲美北
オオサキ　カズヤ オオクボ ウエダ　タクト オオクボ [10:49.08]

3 31602 大崎　和也(1) 大久保 3 31647 植田　拓隼(2) 大久保
フクヅミ　キイチ ケヤキダイ ヤマモト　リョウマ フクサキニシ [10:50.00]

4 60625 福積　輝一(1) けやき台 4 42487 山本　稜真(3) 福崎西
ミヤザキ　アユム オオクボ タニグチ　ソウタ ヤスムロ [10:58.91]

5 31603 宮崎　歩夢(1) 大久保 5 45991 谷口　颯太(2) 安室
タナカ　シュンガ ケヤキダイ オカダ　タクミ イナミキタ [10:45.00]

6 60603 田中　舜雅(2) けやき台 6 39565 岡田　拓己(2) 稲美北
オカミ　マナブ ケヤキダイ イカワ　ハルト フクサキニシ [10:45.00]

7 60621 岡見　学(1) けやき台 7 42488 井川　陽登(3) 福崎西
スガワラ　トシヤ ケヤキダイ タマダ　ハルト イナミ [10:50.0]

8 60622 菅原　俊哉(1) けやき台 8 39418 玉田　暖翔(1) 稲美
ヤブタ　リク オオクボ イシダ　オキハル カンキ [10:50.00]

9 31600 薮田　陸(1) 大久保 9 33710 石田　興覇(3) 神吉
オオニシ　ユウジン ヒメジヒガシ [11:25.00] オオキタ　キョウシ イナミ [10:30.36]

10 45630 大西　悠仁(2) 姫路東 10 39402 大北　恭士(3) 稲美
オオツカ　ハルキ コウデラ [11:30.00] ニイダ　リュウノスケ オオクボ [10:34.67]

11 43275 大塚　春輝(1) 香寺 11 31652 仁井田　竜之介(2) 大久保
オカモト　ショウエイ コウデラ [11:30.00] サカウエ　コウキ ヒメジナダ [10:40.00]

12 43276 岡本　奨永(1) 香寺 12 40939 酒上　航煕(1) 姫路灘
キヅ　リュウノスケ アライ [12:00.00] ミト　ショウタ ケヤキダイ [10:41.86]

13 36133 木津　龍之介(1) 荒井 13 60610 水戸　将太(2) けやき台
キヌガサ　タクミ イナガワ [12:30.00] キムラ　カイト ワダヤマ [10:42.85]

14 18588 衣笠　匠(1) 猪名川 14 83436 木村　海斗(2) 和田山
フシノ　ヒロナオ ヒメジヒガシ [11:27.27] アラキ　ヒョウガ オオツ [10:31.2]

15 45632 節野　寛直(2) 姫路東 15 46135 荒木　彪我(2) 大津
ハシモト　タイチ コウデラ [11:30.00] ウエダ　ソウダイ ヒメジナダ [10:40.00]

16 43278 橋本　太地(1) 香寺 16 40937 上田　蒼大(1) 姫路灘
マツダ　リイチ コウデラ [11:50.00] イザワ　ケント イナミ [10:40.0]

17 43261 松田　凛一(2) 香寺 17 39415 井澤　賢人(1) 稲美
シモノ　ユウア オオクボ [12:00.14] クボ　ケイト オオツ [10:42.44]

18 31640 下野　有陽(2) 大久保 18 46134 久保　慧斗(2) 大津
カモン　レノ カミカワ [10:59.26] コヤマ　ソウタ イナミキタ [10:25.53]

19 43562 加門　怜之(3) 神河 19 39551 小山　颯太(3) 稲美北
ハリマタニ　ユウスケ フクサキニシ [11:00.00] フクシマ　ハルカ テンノウジガワ [10:30.00]

20 42403 播磨谷　祐輔(2) 福崎西 20 19553 福嶋　遙(1) 天王寺川
スズキ　ヒロト オオクボ [11:03.0] マツシタ　カイト セイウン [10:30.00]

21 31648 鈴木　大翔(2) 大久保 21 70270 松下　海都(2) 青雲
クメ　タクミ オオクボ [11:04.21] ヤマシタ　ハヤト ヒメジナダ [10:30.00]

22 31653 粂　拓海(2) 大久保 22 40934 山下　隼翔(2) 姫路灘
オオツカ　タクミ コウデラ [11:20.00] ヤマグチ　サクト イナミキタ [10:30.00]

23 43259 大塚　拓海(2) 香寺 23 39584 山口　朔門(1) 稲美北
モリタ　サトシ イナガワ [10:59.99] ハラ　シンジ カンキ [10:30.00]

24 18597 森田　聡(1) 猪名川 24 33731 原　慎二(2) 神吉
ヤマウチ　コウシ カミカワ [11:02.50] フクイ　コタロウ ヤスムロ [10:30.00]

25 43572 山内　滉士(2) 神河 25 45996 福井　虎太朗(1) 安室
イシダ　ユウタロウ テンノウジガワ [11:04.00] ヤシマ　ハルキ イナミキタ [10:30.00]

26 19513 石田　悠太朗(2) 天王寺川 26 39582 八嶋　春樹(1) 稲美北
タニハタ　ユウキ ヒメジヒガシ [11:18.82] ヒロト　ショウマ ヒメジナダ [10:30.00]

27 45638 谷畑　佑樹(2) 姫路東 27 40921 廣戸　翔真(3) 姫路灘
シンザキ　ココロ テンノウジガワ [11:24.00] マエダ　キラ イナミキタ [10:30.00]

28 19523 新崎　心路(2) 天王寺川 28 39563 前田　輝來(2) 稲美北
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ハマノ　タカヒロ ホウデン [10:17.86] ヤマモト　ナオト セイウン [9:50.00]

1 34329 濵野　隆弘(3) 宝殿 1 70262 山本　那於斗(3) 青雲
スダ　カズキ ヒメジナダ [10:18.05] マツイ　ヤマト ホウデン [9:53.82]

2 40918 須多　和希(3) 姫路灘 2 34330 松井　大倭(3) 宝殿
ヨシムラ　ユウキ オオクボ [10:19.61] ササヤマ　リュウト トヨトミ [9:55.00]

3 31656 吉村　悠希(2) 大久保 3 41721 笹山　龍斗(2) 豊富小
コウノ　シンタロウ ヒメジナダ [10:20.00] ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ [9:55.11]

4 40928 河野　晋太朗(2) 姫路灘 4 23033 行天　晴郎(1) 大池
ナガイ　モトヤ ワダヤマ [10:20.30] ナルタキ　ソラ イナミキタ [9:57.77]

5 83441 永井　心八(2) 和田山 5 39566 鳴瀧　空(2) 稲美北
オオノ　タイガ コウデラ [10:18.00] タカノ　シュウスケ ヒメジナダ [9:50.00]

6 43258 大野　泰雅(2) 香寺 6 40941 高野　修輔(1) 姫路灘
ナカシマ　カンタ コウデラ [10:18.35] ヒロイ　アキヒサ テンノウジガワ [9:53.99]

7 43260 中島　寛太(2) 香寺 7 19517 廣井　暉久(2) 天王寺川
イシカワ　ユウヤ カンキ [10:20.00] オクムラ　ケイタ オオイケチュウガッコウ [9:55.09]

8 33732 石川　優冶(2) 神吉 8 23034 奥村　啓太(1) 大池
フクイ　ショウ トヨトミ [10:20.00] ヤマモト　キョウヘイ イナミ [9:56.94]

9 41731 福井　翔(1) 豊富小 9 39408 山本　恭平(2) 稲美
ナカヤマ　シュンギ イナミ [10:00.52] タナカ　イッキ ヒメジナダ [9:40.00]

10 39403 中山　瞬義(3) 稲美 10 40942 田中　壱基(1) 姫路灘
サダヒラ　ハルヒ オオクボ [10:06.00] タムラ　ユウセイ ヒメジナダ [9:40.00]

11 31654 貞平　春陽(2) 大久保 11 40943 田村　優成(1) 姫路灘
クムラ　ケンゾウ トヨトミ [10:10.00] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [9:41.71]

12 41718 玖村　賢蔵(3) 豊富小 12 23030 中尾　香輝(2) 大池
ヌマタ　ヒロタカ イナミ [10:10.93] ソウノ　ヒロト サンヨウ [9:45.12]

13 39410 沼田　博貴(2) 稲美 13 40897 宗野　佑大(2) 山陽
カネマツ　ユウト クラクエン [10:15.00] タナカ　ヨヒト カンキ [9:50.00]

14 13016 兼松　侑音(3) 苦楽園 14 33716 田中　与仁(3) 神吉
アイザワ　コウスケ イナミ [10:00.89] ウニガメ　マサキ トヨトミ [9:40.00]

15 39406 鮎澤　昊佑(3) 稲美 15 41715 雲丹亀　真輝(3) 豊富小
コバヤシ　カナト カンキ [10:10.00] オグリ　アオト オオイケチュウガッコウ [9:40.56]

16 33711 小林　奏登(3) 神吉 16 23018 小栗　碧人(3) 大池
イワモト　ショウタ イナミ [10:10.09] マツモト　アユム トヨトミ [9:45.00]

17 39404 岩本　翔汰(3) 稲美 17 41719 松本　渉(3) 豊富小
オリタ　ソウタ ヒガシウラ [10:15.00] ナカイ　ユウト オオイケチュウガッコウ [9:45.78]

18 74201 折田　壮太(3) 東浦 18 23017 仲井　優虎(3) 大池
マツオカ　ハルヤ フクサキニシ [10:15.00] ナガセ　ヒロト ヒメジナダ [9:50.00]

19 42485 松岡　悠耶(3) 福崎西 19 40944 永瀬　博翔(1) 姫路灘
ホウジョウ　オウガ オオツ [9:57.94] ヒガキ　アオイ ヤスムロ [9:09.00]

20 46113 北条　旺雅(3) 大津 20 45981 檜垣　蒼(3) 安室
ツジモト　カツキ イナミ [10:00.00] キヌガワ　ユウタ ワダヤマ [9:21.58]

21 39417 辻本　克紀(1) 稲美 21 83439 衣川　勇太(2) 和田山
ヤマグチ　アキラ ヤスムロ [10:00.00] タナカ　ソウマ ホウデン [9:24.64]

22 45988 山口　輝(2) 安室 22 34358 田中　颯眞(2) 宝殿
カタヤマ　リュウセイ セイウン [10:00.00] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [9:30.59]

23 70288 片山　琉世(3) 青雲 23 23022 中尾　光希(2) 大池
イシハマ　ヨシト セイウン [10:00.00] アライ　シュント オオクボ [9:35.00]

24 70286 石濱　慶人(3) 青雲 24 31630 新井　準人(3) 大久保
サトウ　ユウスケ オオクボ [9:59.29] フジワラ　ハルユキ カンキ [9:10.00]

25 31651 佐藤　祐介(2) 大久保 25 33718 藤原　悠之(3) 神吉
シロタ　ユウセイ セイウン [10:00.00] マエオカ　ユウキ イナガワ [9:23.31]

26 70256 城田　悠晴(3) 青雲 26 18528 前岡　勇輝(3) 猪名川
フドウ　ショウタ セイウン [10:00.00] ヨシダ　シュン カンキ [9:29.00]

27 70287 不動　翔太(3) 青雲 27 33720 吉田　隼(3) 神吉
マエノ　ダイセイ セイウン [10:00.00] サナダ　ダイスケ オオクボ [9:32.8]

28 70261 前野　大誠(3) 青雲 28 31655 真田　大輔(2) 大久保
オウサカ　ソウタロウ イナガワ [10:00.02] オオシオ　ハルキ ヒメジナダ [9:35.65]

29 18504 逢坂　草太朗(3) 猪名川 29 40913 大塩　治輝(3) 姫路灘
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