
第５回 加古川俊足王決定戦
入賞者一覧 2019年5月4日（土）

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子小学１年生 春山　和玖 09"78 髙島　涼介 09"85 延兼　琉空 09"98 梅本　龍吾 10"03 西本　仁 10"07 玉川　廉人 10"11 友藤　寛人 10"24

鳩里小 平岡北小 鳩里小 氷丘南小 平荘小 鳩里小 氷丘南小

森谷　琉斗 09"85

若宮小

男子小学２年生 井上　璃哉 08"50 玉川　奨人 08"68 ソープ　希晏 08"81 中村　悠 08"86 角南　光多朗 08"95 稲森　元汰 09"02 椿野　蒼馬 09"12 蓬莱　心綺 09"93

氷丘小　大会新 鳩里小 鳩里小 平岡北小 氷丘南小 平岡北小 平岡東小 東神吉南小

男子小学３年生 濵口　敬 08"28 李　在潤 08"34 三浦　崇瑚 08"37 髙山　真寛 08"48 木戸口　丈大 08"59 横内　大雅 08"67 山名　俊大 08"71 石鍋　宏幸 08"73

加古川小 上荘小 野口北小 西神吉小 野口北小 氷丘南小 野口小 尾上小

男子小学４年生 北田　莉一 08"06 坂田　蒼斗 08"26 瓦屋　俊介 08"27 廣田　奏志 08"35 稲城　琉空 08"37 井上　暖斗 08"38 室田　立 08"43

平岡北小 野口北小 氷丘小 野口南小 鳩里小 氷丘小 平岡北小

春名　幸哉 08"43

平岡北小

男子小学５年生 南條　空芽 07"74 田中　大和 07"85 畑　誓一郎 07"90 エゼ　忠真 07"98 加古　稟虎 08"04 岩田　瑛仁 08"27 西田　稜平 08"36 辰口　優平 08"38

野口北小 平岡東小 野口小 ＫＢＣＩ 八幡小 平岡北小 平岡北小 氷丘小

男子小学６年生 大玉　康稀 07"41 上田　恭太郎 07"79 川上　蒼空 07"84 廣田　悠和 07"85 錦織　和守 07"97 塚本　翔大 08"02 浦本　環 08"02 木戸口　大成 08"12

浜の宮小　大会新 野口北小 加古川小 野口南小 平岡小 西神吉小 神野小 野口北小

男子中学１年生 松下　歩 07"00 蓬莱　聖太 07"05 松山　瑠希 07"06 谷口　北斗 07"30 宮本　颯大 07"38 吉留　優星 07"44 橋本　泰希 07"47 重岡　広陽 07"48

加古川中 陵南中 中部中 氷丘中 平岡中 浜の宮中 陵南中 平岡中

男子中学２年生 西田　能基 06"57 清水　希望 06"60 佐野　颯太郎 06"67 松岡　仁 06"82 古田　優介 06"84 濱田　騰生 06"84 大垣　琉威 06"84 石川　晃希 06"93

神吉中 神吉中 平岡南中 別府中 中部中 浜の宮中 山手中 平岡南中

男子中学３年生 山田　康誠 06"37 橘　海成 06"49 田中　琉偉 06"50 弓岡　侑稔 06"52 小野　悠介 06"63 潤井　諒哉 06"67 川端　将英 06"78 向井　雪風 06"81

陵南中 平岡南中 浜の宮中 中部中 浜の宮中 神吉中 浜の宮中 加古川中

女子小学１年生 09"79 伊藤　妃葵 09"80 エゼ　チディンマ　祈 09"93 西村　紗織 09"94 仲山　杏 10"29 松田　日和 10"51 田邊　陽葵 10"54 荘所　和花 10"64

浜の宮小 神野小 神野小 ＫＢＣＩ 野口南小 別府西小 加古川小 野口北小

女子小学２年生 植原　渚 09"21 平川　真帆 09"29 納庄　晴夏 09"35 葛西　那乃葉 09"39 松原　陽葵 09"67 永田　紫陵 09"69 神代　瑞保 09"73 有光　桜綺 09"76

志方小 氷丘南小 鳩里小 平岡東小 野口小 野口北小 鳩里小 平岡小

女子小学３年生 藤原　梓 08"37 杉森　咲耶 08"86 延兼　優空 08"87 秋山　温香 08"94 後藤　稀 09"03 田中　愛 09"12 小林　百恵 09"18 岡田　芙歌 09"31

加古川小　大会新 平岡小 鳩里小 加古川小 志方東小 平岡東小 氷丘小 平岡北小

女子小学４年生 仲山　夢 08"38 田井　理捺 08"47 大西　真結 08"48 井上　愛理 08"65 小笠原　実玖 08"72 宗佐　風透 08"74 吉田　沙希 08"83 稲原　歩花 08"85

野口南小 氷丘小 平岡北小 野口北小 氷丘南小 野口小 神野小 尾上小

女子小学５年生 ネルソン　シェーリィ 07"84 山野　麻緒 08"00 朝野　虹香 08"09 堤　清香 08"13 谷河　梢 08"29 大西　凛音 08"30 西村　真心子 08"34 宮崎　愛奈 08"42

平岡南小 平荘小 平岡北小 氷丘南小 氷丘小 氷丘小 若宮小 野口小

女子小学６年生 平野　美紀 07"81 小西　亜由弓 08"01 田井　里奈 08"06 佐々木　結奈 08"16 石田　有華咲 08"18 垣本　奈味 08"31 松岡　愛菜 08"37 長谷川　茜音 08"49

野口北小 野口北小 氷丘小 別府西小 浜の宮小 尾上小 野口小 陵北小

女子中学１年生 原田　陽菜 07"60 西嶋　彩 07"69 南條　姫菜 07"70 茨木　陽葵 07"80 石川　優衣 07"85 村上　恵 07"90 下川　凛乃 08"01 古川　莉奈 08"09

平岡中 氷丘中 陵南中 陵南中 神吉中 浜の宮中 加古川中 加古川中

女子中学２年生 光安　しずく 06"90 好井　愛結 06"95 杉森　結衣 06"97 小山　さくら 07"06 谷口　亜実 07"07 木原　美苗 07"10 藤原　多愛 07"19 榮　瑠那 07"30

平岡中　大会新 氷丘中 平岡南中 別府中 平岡中 平岡中 加古川中 滝川第二中

女子中学３年生 佐藤　琴望 07"00 藤城　咲彩 07"05 栗屋　友佳 07"12 鴨井　莉彩 07"18 佐伯　美釉 07"22 浅間　希佳 07"33 作間　乃々香 07"34 平口　莉沙 07"39

中部中 神吉中 氷丘中 加古川中 中部中 氷丘中 平岡中 平岡中
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ムニョス　ソフィア　ともみ


