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第57回姫路市スポーツ祭 2022年10月10日(月)

決勝一覧表
ウインク陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

10/10 ４×４００ｍ 姫 路 商  3:26.08 姫    路  3:28.30 姫路飾西  3:28.31 琴    丘  3:58.35

  林　　良祐(1)   古賀　大聖(1)   中村　柊仁(2)   福原　悠真(1)

  橋本　圭汰(2)   粕谷　陽樹(2)   安田麟太郎(2)   小西龍之介(1)

  嶋田　衣吹(2)   中田　衆士(2)   横野　　直(2)   江口　結翔(1)

  篠田　大貴(1)   富山　涼太(2)   森　光太朗(2)   藤田　大智(1)

10/10 ４×１００ｍ 姫路灘 43.06 朝日 46.47 広畑 47.13 山陽 47.56 飾磨東 48.26 大津 48.90 白鷺小中 49.24

  村瀬  翔汰(3) NGR   佐藤  太陽(3)   池部  諒哉(2)   米盛  蒼生(1)   溝上  蒼介(2)   三輪  大心(2)   福住  拓眞(1)

  山﨑  大馳(3)   清久  時臣(3)   中﨑  悠月(2)   曽賀  健志(2)   金倉  颯良(2)   小竹  遼志(3)   松本  律希(2)

  藤尾  晃大(3)   小谷  蕾成(2)   黒田  悠希(2)   安東  蒼太(1)   富井  一慶(2)   安田  翔海(2)   阿田  幸大(1)

  貝川    輝(3)   萩原    慧(3)   栗岡    駿(2)   石田  陽大(2)   魚住  朱生(2)   山本創士郎(2)   石原  空和(1)

10/10 ４×１００ｍ 高　　浜 56.28 城　　西 59.57 広畑第二 59.68 白　　浜 59.84 大　　塩  1:00.84 御 国 野  1:01.12

  川西蔵乃介(5)   山本  英総(5)   沖中  秀斗(5)   藤井  優空(5)   濱田  裕己(5)   鷹尾  直音(5)

  神戸  重蔵(5)   堀    款為(5)   中﨑  一葵(5)   蛯原  佑大(5)   土井  叶星(5)   平野  晴大(5)

  竹内  暖真(5)   宮本  魁晟(5)   松尾  拓篤(5)   平井  椰倭(5)   高田  翔以(5)   西尾  颯真(5)

  魚住  光気(5)   中道  勇志(5)   森田  結人(5)   山口  泰松(5)   陰山  煌斗(5)   櫻井    奏(5)

10/10 ４×１００ｍ 高　　浜 54.70 四　　郷 55.84 飾　　磨 56.16 菅　　生 56.33 糸　　引 56.92 船　　場 57.14 花　　田 57.36 城　　陽  1:01.10

  藤岡  壮琉(6)   前田  暁之(6)   片岡  凰雅(6)   尾上    遼(6)   楠田  怜大(6)   村田  紫恩(6)   有本  拓彦(6)   山田  隼己(6)

  福本  一晴(6)   竹田    仁(6)   大野  龍牙(6)   芦田  爽介(6)   藤田  琉生(6)   北村  優成(6)   都出  一瑛(6)   藤原    煌(6)

  山田  大雅(6)   小笠原楽斗(6)   丸岡  蒼汰(6)   津和  璃央(6)   垣内  彰太(6)   木村  歩睦(6)   土居  弘輝(6)   下田  虎雅(6)

  砂川    蒼(6)   本多祐功吾(6)   西田崚太郎(6)   藤原  瑠斗(6)   安岡  拓真(6)   吉田直太郎(6)   石川  隼人(6)   山下  魁人(6)

10/10 ４×１００ｍ 姫 路 商 48.89 姫路女学院 49.67 姫路飾西 51.71

  植戸　　忍(1)   中野　琴音(2)   末戸さくら(2)

  西田　佳那(2)   吉川　由依(1)   湯口　侑夢(2)

  松本あかり(2)   坂本　和子(2)   ｵｻﾚﾝﾚﾝ ｱﾐｰ(2)

  津田　美夕(3)   舟引　萌恵(2)   家氏　玲奈(1)

10/10 ４×１００ｍ 姫路灘 50.99 朝日 51.53 広畑 53.20 網干 53.89 山陽 54.52 飾磨東 54.90 飾磨西 55.16 大津 55.57

  村上  桜彩(2)   小嶋    凛(2)   金山  春香(2)   村上  奈々(1)   井上  杏珠(2)   角田  累菜(2)   永濵穂乃佳(2)   吉田  颯桜(1)

  家氏  美和(2)   板橋  環那(2)   髙室  瑠奈(2)   長安  愛海(2)   飯田  愛満(1)   川口  優桜(1)   中山  夏歩(2)   八木  帆花(2)

  藤原  愛菜(3)   榮藤  琴音(2)   河内  百花(2)   神谷珠桜里(1)   青山  皐姫(1)   藤原  優凪(2)   松村  美都(2)   服部  凪沙(1)

  丸尾  望友(3)   津田  愛果(1)   幸長  愛美(2)   稲継  心花(1)   白木  友理(2)   森垣  虹羽(1)   柴田彩友美(2)   松下  礼愛(1)

10/10 ４×１００ｍ 勝　　原  1:00.71 広　　峰  1:01.76 城　　陽  1:02.00 水　　上  1:02.09 白　　浜  1:02.47 八　　幡  1:02.62 英 賀 保  1:02.70 高　　浜  1:03.35

  岡本  奈々(5)   笠﨑  眞歩(5)   久島  初菜(5)   渡邊  寛子(5)   鏡山  光梨(5)   平石  紗良(5)   原    陽向(5)   小川    雫(5)

  浅見  杏奈(5)   奥見  真央(5)   西村妃由璃(5)   寺本  うみ(5)   谷口  絢音(5)   村田  紗姫(5)   北村  優羽(5)   有本  結香(5)

  笹井  瑠奈(5)   赤松  玲衣(5)   竹内  真優(5)   池田  琴音(5)   菅原  万葡(5)   浜野七菜子(5)   長谷川千桃(5)   寺脇  唯凪(5)

  森中  心晴(5)   山崎  灯璃(5)   木下  紗良(5)   柳井    花(5)   原    唯栞(5)   坂越恋乃桜(5)   田上    奏(5)   森崎希々花(5)

10/10 ４×１００ｍ 荒　　川 59.35 高 岡 西 59.63 津　　田 59.92 糸　　引  1:00.00 御 国 野  1:00.26 谷　　内  1:00.40 旭　　陽  1:00.58 大　　津  1:00.59

  中村  まゆ(6)   井寄  季依(6)   有井    桃(6)   清松  海空(6)   山下  陽菜(6)   横畑  七渚(6)   治田  恋采(6)   藤原  ゆう(6)

  須方  咲希(6)   西影  叶愛(6)   堤    彩花(6)   福田  愛莉(6)   藤原    翼(6)   渡邊  珠里(6)   土居莉央奈(6)   春名  葵衣(6)

  中村  まや(6)   米澤ありす(6)   和田  心奈(6)   赤尾  結蘭(6)   小西  希果(6)   山本  萌愛(6)   土居玲央奈(6)   片岡  愛來(6)

  岡部  眞子(6)   長田  愛莉(6)   濵田  佳穂(6)   荒木  楓南(6)   大道  苺実(6)   山口    更(6)   辻  優衣奈(6)   八木  千裕(6)

総　　　　　務：高橋　秀知

審　　判　　長：三木　慎也

記　録　主　任：吉田　圭吾
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 グラウンド・コンディション
 日付  時刻  天候  気温  湿度  風向風速  場所名

 2022年10月10日  11:10  曇り  22.0℃  74％  南     1.4m/s  ウインク陸上競技場
 12:00  曇り  21.5℃  73％  南西   1.1m/s  ウインク陸上競技場
 13:00  曇り  21.5℃  70％  北北東 2.8m/s  ウインク陸上競技場
 14:00  曇り  21.5℃  62％  北北東 2.5m/s  ウインク陸上競技場
 14:35  晴れ  22.0℃  58％  北東   1.9m/s  ウインク陸上競技場

凡例（NGR:大会新記録）


