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2017兵庫県小学生陸上競技秋季記録会 2017年11月12日(日)
決勝一覧表

ウィンク陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

11/12 １００ｍ 今西  瑛大(4) 14.50 橘    優太(4) 14.52 川野  琉生(4) 14.69 岡本  拓哉(4) 14.91 土田  翔誠(4) 15.01 萩原    慧(4) 15.04 小原  唯弦(4) 15.09 藤井  煌力(4) 15.20

但馬AC(朝来市) +2.3 ｱｽﾛﾝAC(芦屋市) +1.2 いなみ野陸上(加古郡) +2.0 竹野(豊岡市) +1.4 平岡北(加古川市) +1.1 勝原(姫路市) +2.9 玉津第一(神戸市) +2.3 高岡(姫路市) +3.8 

11/12 １００ｍ 土橋  遥人(5) 13.03 宗野  佑大(5) 13.54 上治  大琉(5) 13.80 栗原隼之介(5) 13.85 詫摩    真(5) 13.92 西川    礼(5) 14.05 安井  秀成(5) 14.31 伊藤  陽大(5) 14.34

井吹西(神戸市) +1.7 城陽(姫路市) +1.8 但馬AC(朝来市) +1.8 北五葉NAC(神戸市) +1.7 荒井(高砂市) +1.7 荒井(高砂市) +1.4 福崎(神崎郡) +1.8 高浜(姫路市) +1.7 

11/12 １００ｍ 山村  直人(6) 12.01 大西  陸斗(6) 12.94 尾ノ井遼河(6) 13.09 中村  柊仁(6) 13.22 俣野  武斗(6) 13.37 小林  泰規(6) 13.39 藤田  琉聖(6) 13.54 別府  岳透(6) 13.56

本山第一(神戸市) +1.0 ｱｽﾛﾝAC(芦屋市) +2.5 英賀保(姫路市) +0.3 八幡(姫路市) +2.1 大山(篠山市) +1.0 長谷(神崎郡) +1.0 城陽(姫路市) +0.3 北浜(高砂市) +0.3 

11/12 １５００ｍ 河野晋太朗(5)  4:52.52 田中  颯眞(5)  4:54.64 加藤  璃久(5)  5:05.14 高木    大(5)  5:08.25 玉田  匠平(5)  5:11.45 久保田真翔(5)  5:12.75 藤原  槙士(5)  5:15.21 西川  英徳(5)  5:20.14

白浜(姫路市) 北浜JRC(高砂市) 北浜JRC(高砂市) 北浜JRC(高砂市) 明石JRC(明石市) 北五葉NAC(神戸市) 曽左(姫路市) いなみ野陸上(加古郡)

11/12 １５００ｍ 藤原  直已(6)  4:46.24 三木  浩輔(6)  4:48.10 大西  惟吹(6)  4:48.76 生田鼓太郎(6)  4:49.18 坂本  一馬(6)  4:50.73 山本  弥輝(6)  4:51.71 中山  瞬義(6)  4:52.79 中垣  颯太(6)  5:00.62

北浜JRC(高砂市) 北浜JRC(高砂市) 鳩里(加古川市) 安室RC(姫路市) 港島学園(神戸市) 三木JRC(三木市) いなみ野陸上(加古郡) 明石JRC(明石市)

11/12 ８０ｍＨ 足立  英士(5) 14.02 矢野  楓太(6) 14.97 松見  健人(6) 15.09 笹間  輝星(6) 15.17 福井  陽航(5) 16.80 山野  太輝(5) 16.84 中家  颯斗(6) 17.39 林    太陽(6) 17.44

神河陸上(神崎郡) +1.2 北五葉NAC(神戸市) +1.2 神河陸上(神崎郡) +0.0 青山(姫路市) +1.2 曽左(姫路市) +0.0 曽左(姫路市) +1.2 勝原(姫路市) +1.2 北五葉NAC(神戸市) +0.0 

男子 11/12 ４×１００ｍ 英賀保(姫路市)･ 55.18 誉田(たつの市)･ 55.43 城陽(姫路市)･ 57.95 糸引(姫路市)･ 58.01 荒井(高砂市)･ 58.05 勝原(姫路市)･ 58.52 伊保南(高砂市)･ 58.68 有瀬(神戸市)･ 59.05

  山下  功貴(6)   前田  晴杜(6)   川﨑  雄介(5)   清瀬  雄月(6)   小山  裕右(5)   西久保勇翔(6)   西牧  尚毅(6)   春名  俊翔(5)

  脇本    凛(6)   八木    亮(6)   黒江  翔月(5)   牛尾  優公(6)   西川    礼(5)   石野  稜人(6)   井本  怜良(6)   市丸  弥興(5)

  前野  陽仁(6)   髙濱  陽紀(6)   福原  悠真(5)   宇野  哲平(5)   十倉  劉橙(5)   壷阪  真平(6)   樫谷  真也(6)   平山  凱也(6)

  尾ノ井遼河(6)   西村  昌祥(6)   宗野  佑大(5)   齊藤  優空(6)   詫摩    真(5)   前田  海翔(6)   奥吉  一慶(6)   鈴見  光希(5)

11/12 走高跳 赤錆  力魁(5) 1m21 浅川  陽斗(5) 1m15 同順：三木龍之介(5) 1m15 近藤  礼彬(5) 1m10 奥田  翼翔(5) 1m00

古知(姫路市) 桜が丘(神戸市) 青山(姫路市) 八幡(姫路市) 勝原(姫路市)

11/12 走高跳 橋本  圭汰(6) 1m45 中居  竜星(6) 1m30 桒原  聖翔(6) 1m30 山﨑  友也(6) 1m21 川元  琉暉(6) 1m21 近藤  璃空(6) 1m15 同順：中川  凛久(6) 1m15 山本  陽介(6) 1m15

八幡(姫路市) 白浜(姫路市) 安室東(姫路市) 英賀保(姫路市) 白浜(姫路市) 白浜(姫路市) 青山(姫路市) 青山(姫路市)

11/12 走幅跳 長谷川侑輝(5) 3m94 黒澤  直幹(5) 3m81 福田  伊織(5) 3m72 八田  一颯(5) 3m70 卯内  啓太(5) 3m67 秦    優静(5) 3m50 梅崎    陸(5) 3m42 曽我  亮介(5) 3m33

いまごKC(美方郡) +0.3 A&CASHIYA(芦屋市) +1.4 安室東(姫路市) +0.6 青山(姫路市) +0.7 加古川RC(加古川市) +3.5 荒井(高砂市) +1.8 高浜(姫路市) +1.5 高浜(姫路市) +0.3 

11/12 走幅跳 中尾  直歩(6) 4m59 齊藤  優空(6) 4m38 西澤  茂輝(6) 4m29 楠井  源太(6) 4m13 池内孝太郎(6) 4m03 森川  彰斗(6) 3m96 富島  凰介(6) 3m95 保坂  悠翔(6) 3m83

東吉川(三木市) +0.0 糸引(姫路市) +3.4 広陵(神戸市) +1.5 多聞台(神戸市) +3.5 菅生(姫路市) +2.7 高丘西(明石市) +0.9 二見北(明石市) +1.7 清水(明石市) +2.9 

11/12 ソフトボール投 梅川  太輔(5)  39m50 村原  拓磨(5)  35m52

古知(姫路市) 菅生(姫路市)

11/12 ソフトボール投 脇本    凛(6)  49m16 松井    旋(6)  44m41 藤田  稔央(6)  41m30 福田  汐音(6)  38m77 米澤  柚希(6)  35m19 長内  恵大(6)  34m75 戸髙  大河(6)  30m00

英賀保(姫路市) 白浜(姫路市) 城陽(姫路市) 英賀保(姫路市) 白浜(姫路市) 白浜(姫路市) 白浜(姫路市)

11/12 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 永井  桔太(5)  47m97 細川  倖生(5)  38m58 増田  晴木(5)  27m25 福原  卓実(5)  16m11

荒井(高砂市) NHS 荒井(高砂市) 白浜(姫路市) 平田(三木市)

11/12 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 森重  将人(6)  41m92 伊勢田悠斗(6)  39m84 工藤  大成(6)  36m59 金澤    葵(6)  28m28 金澤    翼(6)  25m28

誉田(たつの市) 白浜(姫路市) 高丘西(明石市) 白浜(姫路市) 白浜(姫路市)
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2017兵庫県小学生陸上競技秋季記録会 2017年11月12日(日)
決勝一覧表

ウィンク陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

11/12 １００ｍ 田井  里奈(4) 14.90 迫田  優里(4) 15.17 本郷  李果(4) 15.41 松下  心優(4) 15.41 朱    薫乃(4) 15.42 中村  優月(4) 15.50 黒田楓羽夏(4) 15.70 宮内  綾花(4) 15.72

加古川RC(加古川市) +1.9 米田西(高砂市) +2.4 伊保南(高砂市) +2.6 ｱｽﾛﾝAC(芦屋市) -0.1 北五葉NAC(神戸市) -0.1 荒井(高砂市) +1.9 平岡北(加古川市) -0.3 福崎(神崎郡) -0.3 

11/12 １００ｍ 藤原  明絆(5) 13.84 黒田  彩葉(5) 14.30 田中  音緒(5) 14.32 澤野  琴音(5) 14.33 出口  未桜(5) 14.44 中山    結(5) 14.45 小林  侑加(5) 14.46 熱田  和花(5) 14.47

但馬AC(朝来市) +2.2 高浜(姫路市) +2.8 有瀬(神戸市) +2.8 但馬AC(朝来市) +1.0 北浜(高砂市) +2.0 赤穂陸上(赤穂市) +2.4 有瀬(神戸市) +2.4 米田西(高砂市) +2.4 

11/12 １００ｍ 阿武  有紗(6) 13.45 同順：宗野  華楓(6) 13.45 香西  万桜(6) 13.61 光安しずく(6) 13.64 藤井    煌(6) 13.77 西口  奈佑(6) 13.85 熊野  菜々(6) 13.86 小林  真緒(6) 13.89

楠丘(西脇市) +2.0 城陽(姫路市) +2.5 港島学園(神戸市) +1.8 平岡北(加古川市) +1.6 誉田(たつの市) +1.6 誉田(たつの市) +1.7 有瀬(神戸市) +1.9 井吹の丘(神戸市) +2.3 

11/12 ８００ｍ 塚本  夕藍(5)  2:29.47 長野  亜美(5)  2:30.93 細見  芽生(5)  2:32.09 安達  蒼璃(5)  2:32.36 井澤胡奏良(5)  2:36.72  2:40.12 竹原佐那子(5)  2:42.06 橋本  晴菜(5)  2:42.19

北浜JRC(高砂市) いなみ野陸上(加古郡) 姫路市陸上(姫路市) 三木JRC(三木市) 北浜JRC(高砂市) 三木JRC(三木市) 明石JRC(明石市) 中寺(姫路市)

11/12 ８００ｍ 新    楓菜(6)  2:25.55 大西  理桜(6)  2:28.04 高山あおい(6)  2:29.96 藤後  楓花(6)  2:30.26 ソープ愛満(6)  2:32.48 好井  万結(6)  2:32.50 稲田  桜子(6)  2:33.05 塩﨑  彩理(6)  2:33.26

安室RC(姫路市) 北浜JRC(高砂市) 北浜JRC(高砂市) 北浜JRC(高砂市) 加古川RC(加古川市) 加古川RC(加古川市) 北浜JRC(高砂市) 中寺(姫路市)

11/12 ８０ｍＨ 岡田  彩未(6) 13.87 赤穂    詩(6) 13.91 西畑  里保(6) 13.98 橋本  愛徠(6) 14.63 瀬良華乃子(6) 14.74 山田  姫弓(6) 14.75 片岡  彩萌(6) 15.42 宮崎  夏帆(5) 15.46

平田(三木市) +0.7 英賀保(姫路市) +1.1 神河陸上(神崎郡) +1.1 鶴居(神崎郡) +0.7 神河陸上(神崎郡) +0.7 城西(姫路市) +1.1 岩岡(神戸市) +0.7 神河陸上(神崎郡) +1.0 

女子 11/12 ４×１００ｍ 上ヶ原南(西宮市)･ 56.72 誉田(たつの市)･ 56.76 城陽(姫路市)･ 56.81 楠丘(西脇市)･ 57.29 有瀬(神戸市)･ 58.06 古知(姫路市)･ 58.63 伊保南(高砂市)･ 58.87 高浜(姫路市)･ 58.94

  寺迫  晴菜(6)   東元  弥那(6)   杉  ひかり(6)   岡原  綾子(6)   吉田  愛純(5)   中村  麗衣(6)   伊藤梛菜愛(5)   石原  心愛(5)

  初谷  一葉(6)   藤井    煌(6)   宗野  華楓(6)   阿武  有紗(6)   熊野  菜々(6)   松井茄映摘(6)   杉山  朝夏(5)   黒田  彩葉(5)

  大木  美徳(6)   大西  永奈(6)   槇    杏奈(6)   村上  心優(6)   小林  侑加(5)   橋本瑚乃佳(6)   塩谷  華菜(6)   木虎小菜美(6)

  石山羽歌音(6)   西口  奈佑(6)   吉川  由依(5)   大久保楓花(6)   田中  音緒(5)   河野  舞音(6)   中野  彩華(6)   植村かれん(6)

11/12 走高跳 近藤  友梨(5) 1m15 同順：金場  美優(5) 1m15 岩本  朱音(5) 1m15 髙田  実里(5) 1m10 山本  美玖(5) 1m10 三木  羽桜(5) 1m05 中尾  蒼渚(5) 1m05

鶴甲(神戸市) 菅生(姫路市) 安室東(姫路市) 糸引(姫路市) 糸引(姫路市) 城陽(姫路市) 菅生(姫路市)

11/12 走高跳 長田  唯菜(6) 1m30 右田  汐音(6) 1m24 出田ありさ(6) 1m21 小林  蒼生(6) 1m21 村田  色彩(6) 1m18 木村くるみ(6) 1m15 横田  彩乃(6) 1m15 清水  藍布(6) 1m15

糸引(姫路市) 港島学園(神戸市) 勝原(姫路市) 糸引(姫路市) 糸引(姫路市) 福崎(神崎郡) 安室東(姫路市) 勝原(姫路市)

同順：榮口  美優(6) 1m15

港島学園(神戸市)

11/12 走幅跳 中嶋  満来(5) 4m09 小林  夢芽(5) 3m82 村上  綾奈(5) 3m74 丸山  一華(5) 3m67 大本    咲(5) 3m57 角    悠妃(5) 3m51 戸嶋  砂羽(5) 3m29 山内  琴葉(5) 3m03

加古川RC(加古川市) +1.5 青山(姫路市) +1.0 兵庫大開(神戸市) +0.6 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞAC(加東市) +0.0 青山(姫路市) +2.0 清水(明石市) +1.6 KSSRC(加古郡) +1.5 神河陸上(神崎郡) +0.8 

11/12 走幅跳 石飛優生菜(6) 4m11 末戸さくら(6) 4m09 好井  愛結(6) 3m89 藤久  絢賀(6) 3m86 平野  愛依(6) 3m83 青山  結香(6) 3m62 釣    琴葉(6) 3m60 岩永  葵依(6) 3m54

高岡(姫路市) +1.9 神河陸上(神崎郡) +1.4 加古川RC(加古川市) +1.0 姫路市陸上(姫路市) +0.2 清水(明石市) +1.1 曽左(姫路市) +2.2 青山(姫路市) +1.6 糸引(姫路市) +2.2 

11/12 ソフトボール投 大橋  由奈(5)  43m04 三浦妃菜乃(5)  28m43

平田(三木市) 相生陸上(相生市)

11/12 ソフトボール投 松崎  環菜(6)  40m44 福田  莉桜(6)  37m97 中山  夢花(6)  34m17

高浜(姫路市) 菅生(姫路市) 古知(姫路市)

11/12 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 島塚  由衣(5)  16m07 中川ひまり(5)  11m73

高岡(姫路市) 高岡(姫路市)

11/12 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 東畠  歩実(6)  40m40 松場  琴音(6)  37m88 長井野乃実(6)  36m54 名村いろり(6)  36m03

清水(明石市) 安室東(姫路市) 重春(西脇市) いなみ野陸上(加古郡)

グラウンドコンディション  
11月12日  9:00 晴れ  16.5℃   50％ 東 1.0m/s  総　　　　　務：釜江　憲史
11月12日 10:00 晴れ  16.0℃   41％ 北東 1.2m/s  審　　判　　長：本城　勝次
11月12日 11:00 晴れ  17.0℃   43％ 北北東 1.7m/s 記　録　主　任：中川　廣信
11月12日 12:00 晴れ  17.0℃   38％ 北北東 2.8m/s
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