
日付 種目

姫路灘  44.46 広畑  44.52 増位  45.49 山陽  45.60 和田山  46.30 朝日  46.40 福崎西  46.62 神河  46.95

近藤　蓮 茅野　璃音 高尾　勇輝 三和　龍之介 足立　蓮珠 塚下　稜也 松尾　風諒 長谷川　速士

高尾　颯一郎 藤原　寧大 岡田　拓馬 西川　昇陽 小屋敷　隼斗 上田　蓮大 吉田　正道 大中　一毅

山本　恭平 宗野　佑斗 野村　謙心 内布　優稀也 橋本　隼貴 畠中　翔太郎 山本　大稀 藤原　白羽

古阪　優樹 安富　厳 中井　翔太 岩崎　蒼 原田　大輝 西村　悠 梶間　達也 足立　隼人

安富　厳  w11.27 (+2.1) 高見　陸亜  w11.29 (+2.1) 古阪　優樹  w11.34 (+2.1) 西村　悠  w11.38 (+2.1) 植松　瑞希  11.41 (+1.1) 金倉　帆希  w11.47 (+2.1) 山本　蒼  11.50 (+1.1) 小屋敷　隼斗  w11.64 (+2.1)

広畑 姫路広嶺 姫路灘 朝日 出石 飾磨東 姫路東 和田山

萬矢　和寿  4:14.94 藤田　大智  4:19.34 宮内　健之介  4:23.46 濵野　宙良  4:27.21 森　陽輝  4:28.18 永井　創士  4:28.46 沖中　康生  4:28.51 古屋　颯真  4:29.27

飾磨東 山陽 大的 飾磨東 朝日 安室 飾磨西 和田山

松本　琉空  w11.64 (+3.3) 澤田　緯  w11.68 (+3.3) 野村　謙心  w11.75 (+3.3) 安田　麟太郎  w11.88 (+3.3) 上坂　優羽  w11.98 (+4.9) 中村　柊仁  w12.02 (+3.3) 川元　琉暉  w12.18 (+4.9)

菅野 福崎東 増位 置塩 豊岡北 夢前 姫路灘

渡邊　愛士  w11.98 (+3.3)

日高東

吉見　柊乃  4:31.78 三木　浩輔  4:34.04 雲丹亀　真輝  4:34.13 須多　和希  4:38.49 瀬尾　大和  4:40.03 西本　竜成  4:40.44 山尾　啓太  4:41.56 小林　優真  4:41.86

飾磨西 飾磨東 豊富 姫路灘 和田山 大白書 網干 山陽

足立　英士  w12.28 (+3.5) 宗野　佑大  w12.47 (+3.5) 中筋　正人  w12.72 (+2.8) 山本　葵  w12.76 (+3.5) 山本　瑛大  w12.93 (+3.5) 山本　紫陽  w13.04 (+3.5) 福原　悠真  w13.08 (+3.5) 青山　道立  w13.19 (+4.0)

神河 山陽 山陽 和田山 和田山 和田山 山陽 白鷺小中

宗野　佑大  4:45.17 吉川　響葵  4:47.00 栗山　志温  4:49.74 衣川　勇太  4:57.14 古田　晴樹  4:57.28 笹山　龍斗  4:57.72 荒木　彪我  5:09.05 玉田　央武  5:14.40

山陽 大的 豊富 和田山 夢前 豊富 大津 白鷺小中

足立　英士  w5.35 (+5.6) 中筋　正人  5.14 (+2.0) 安井　秀成  w4.98 (+5.2) 森田　凌成  w4.59 (+2.2) 森　亮祐  4.50 (+0.7) 室田　彪斗  w4.44 (+4.4) 中水　龍也  w3.98 (+5.6) 齊藤　寿太郎  3.73 (+1.2)

神河 山陽 福崎西 姫路高丘 網干 白鷺小中 網干 姫路高丘

古阪　優樹  22.96 (+0.2) 吉田　正道  22.98 (+0.2) 安富　厳  23.00 (+0.2) 高見　陸亜  23.44 (+0.2) 金倉　帆希  23.77 (+0.2) 山本　恭平  23.87 (+0.2) 澤田　緯  w23.95 (+2.1) 植松　瑞希  w23.97 (+2.1)

姫路灘 福崎西 広畑 姫路広嶺 飾磨東 姫路灘 福崎東 出石

西川　昇陽  53.10 宗光　璃久  53.66 池田　成輝  54.64 山本　優太  55.10 岡本　遥杜  55.31 西山　琉太  55.47 原田　光  55.66 八代　晃慶  56.18

山陽 広畑 姫路高丘 飾磨東 増位 出石 大白書 姫路東

南坂　柚汰  2:05.46 森　陽輝  2:08.04 濵野　宙良  2:09.05 岡本　遥杜  2:10.59 長谷川　速士  2:11.35 上坂　悠人  2:12.15 池田　成輝  2:13.04 河嶋　立  2:13.55

安室 朝日 飾磨東 増位 神河 出石 姫路高丘 増位

萬矢　和寿  9:21.78 藤田　大智  9:34.21 三木　浩輔  9:39.19 沖中　康生  9:45.98 大塩　治輝  9:47.97 塩﨑　浩貴  9:48.00 檜垣　蒼  9:55.73 吉見　柊乃  9:57.77

飾磨東 山陽 飾磨東 飾磨西 姫路灘 香寺 安室 飾磨西

三和　龍之介  w14.52 (+4.9) 中井　翔太  w14.95 (+4.9) 加茂　真光  w14.96 (+4.9) 近藤　蓮  w15.14 (+4.9) 小澤　天馬  w15.60 (+3.3) 大中　一毅  w15.63 (+4.9) 森澤　洸輝  w15.91 (+3.3) 茅野　璃音  w16.04 (+4.9)

山陽 増位 広畑 姫路灘 鶴居 神河 大津 広畑

前川　歩斗  1.76 大和　孝基  1.70 三木　晃二郎  1.65 三田　健太朗  1.65 福本　唯吹  1.65 山本　大稀  1.55 松尾　遥也  1.55

朝日 広畑 大白書 四郷 朝日 福崎西 大津

川元　琉暉  1.55

姫路灘

山本　拓哉  3.10 林　勇喜  2.80

姫路灘 姫路灘

吉田　正道  6.46 (+1.1) 小屋敷　隼斗  6.08 (+2.0) 臼井　光翔  5.98 (+1.6) 高尾　勇輝  w5.91 (+2.2) 森澤　洸輝  5.88 (+0.1) 藤原　寧大  5.68 (+0.8) 青山　惺海  5.58 (+0.8) 足立　隼人  w5.49 (+2.5)

福崎西 和田山 広畑 増位 大津 広畑 香寺 神河

谷口　譲基  10.98 山田　快人  10.58 森川　智陽  10.53 赤根　嶺緒  10.52 藤本　悠暉  9.97 加納　強一郎  9.80 増田　康生  9.59 深水　善那  9.51

香寺 姫路灘 香寺 大白書 飾磨東 東光 四郷 安室

深水　善那  31.96 松山　翔星  30.90 藤本　悠暉  28.71 加納　強一郎  28.39 森川　智陽  28.17 赤根　嶺緒  27.47 小林　将純  26.75 山田　快人  26.36

安室 安室 飾磨東 東光 香寺 大白書 増位 姫路灘

三和　龍之介  2618 近藤　蓮  2365 茅野　璃音  2129 山本　楓斗  1928 橋本　圭汰  1902 中村　郁斗  1891 池田　昴輝  1856 大西　悠斗  1732

山陽 姫路灘 広畑 飾磨東 夢前 姫路灘 大津 大津

5月18日 110mH

5月18日 砲丸投

5月18日 走高跳

5月18日 400m

主催団体名 (一財)兵庫陸上競技協会 陸協名 姫路市陸上競技協会

競技会名 兵庫県中学生陸上競技記録会　地区別(中播・但馬)大会
期日・時刻 2019/5/19 審判長 高橋浩之　三木慎也　池田育代

競技場名 姫路市ウインク陸上競技場 記録主任 谷口順哉

5月19日 100m

5月19日 走幅跳

5月18日 1500m

7位 8位

5月18日 100m

5月18日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

5月19日 110mH

5月18日 走幅跳

5月18日 棒高跳

5月19日 200m

5月18日 400m

5月19日 砲丸投

5月18日 円盤投

800m

5月19日 3000m

5月18日 1500m

5月18日 1500m

 16.57 (+0.7)  16.83 (+1.4)

 1:01.03

 7.08  8.29  7.87

 1.77  1.60  1.50  1.60  1.45  1.50  1.45

 53.67  53.58  55.09  56.15  58.80  56.49  58.94

 10.05  9.36  9.33  8.12  9.14

 1.45

 16.29 (+0.7) 14.80 (+0.7)  15.44 (+0.7)

２・３年男子

１年男子

共通男子 5月19日 4x100mR

5月18日 四種競技

 17.86 (+1.4)  16.65 (+0.7)  16.76 (+0.7)

5月19日 走高跳

5月19日

２年男子

３年男子


