
2022年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 令和4年4月9日（土）

　成績一覧表 （大会コード：22282304） 姫路市陸上競技場(ｳｨﾝｸ陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

土野  楼琉(2) 13.72 池田桃々葉(2) 13.76 宮垣  晏心(2) 13.77 藤井    楓(2) 14.03 藤原  瑠生(3) 14.13 北村  寧々(2) 14.21 松山  琴音(2) 14.32 秋山  咲子(2) 14.51
八鹿 -0.2 八鹿 -0.2 豊岡総合 -0.2 日高 -1.4 香住 -0.2 日高 -1.6 八鹿 -2.9 八鹿 -1.1
北村  寧々(2) 29.20 松山  琴音(2) 29.70 土野  楼琉(2) 30.01 阿曽  彩奈(2) 35.34
日高 -2.4 八鹿 -2.7 八鹿 -3.2 香住 -2.7

太田垣楓華(3)  2:16.23 中村  凜花(2)  2:38.70 古屋  優来(2)  2:58.26
八鹿 八鹿 八鹿
太田垣楓華(3)  4:41.61 木村日香莉(3)  5:37.47 湊    亜美(3)  6:11.55
八鹿 近大豊岡 日高
上田  真綾(2) 13:02.27
八鹿
秋山  咲子(2) 17.88
八鹿 -2.0
長野  里咲(3)  1:18.40
八鹿

八鹿 53.85 日高 54.68
   土野  楼琉(2)    東    花奈(2)
   松山  琴音(2)    藤井    楓(2)
   池田桃々葉(2)    笠松  佳桜(2)
   秋山  咲子(2)    北村  寧々(2)
八鹿  4:30.91
   太田垣楓華(3)
   中村  凜花(2)
   長野  里咲(3)
   足立真柚佳(2)
小笹  恵維(3) 1m53 東    花奈(2) 1m35
八鹿 日高

藤井    楓(2)   4m74 池田桃々葉(2)   4m28
日高 +4.0 八鹿 +2.7

笠松  佳桜(2)   4m86
日高
安東  日菜(3)  21m82
近大豊岡

向井  詩乃(3)  33m12 小笹  恵維(3)  31m33 足立真柚佳(2)  31m06
八鹿 八鹿 八鹿

気象状況
天候 気温 風向・風速 湿度

競技開始時
(09:00) 晴れ 19.0℃ 　北　・1.3m 54% 主  催：姫路市陸上競技協会
(10:00) 晴れ 21.0℃ 　南　・1.5m 53% 主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 総　　　   務： 水田　雅幸 印

(11:00) 晴れ 21.5℃  南西 ・3.4m 53% 後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会 総　　　   務： 田中　　勉 印

正午時 晴れ 22.0℃ 南南西・2.3m 50% 記   録  主  任： 敏森　勝也 印

(13:00) 晴れ 21.0℃  南西 ・2.8m 49% トラック審判長： 西脇　泰司 印

(14:00) 晴れ 21.0℃  南西 ・3.7m 49% フィールド審判長： 谷河　  歩 印

(15:00) 晴れ 21.0℃  南西 ・2.3m 42%

(16:00) 晴れ 21.0℃  南西 ・2.3m 38%

(17:00) 晴れ 20.5℃ 西南西・2.4m 53%
競技終了時
(17:05) 晴れ 20.5℃ 西南西・1.6m 53%
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2022年度　兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 (姫路会場) 令和4年4月9日（土）

　成績一覧表 （大会コード：22282304） 姫路市陸上競技場(ｳｨﾝｸ陸上競技場)（競技場コード：282040）

人数 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

田中  秀弥(3) 11.72 中嶋  颯良(3) 11.73 原田  大輝(3) 11.74 橋本  隼貴(3) 11.87 上阪  亘輝(3) 12.25 日下    漣(2) 12.38 垣口  玲乃(2) 12.58 森岡  大智(3) 12.72
八鹿 -2.4 豊岡総合 -3.1 八鹿 -3.1 八鹿 -2.4 豊岡総合 -2.4 八鹿 -4.0 近大豊岡 -4.1 和田山 -4.1
田中  秀弥(3) 23.21 原田  大輝(3) 23.56 橋本  隼貴(3) 23.93 藤本倫太朗(2) 25.00 中地  耀久(2) 25.80
八鹿 -3.0 八鹿 -3.0 八鹿 -2.3 八鹿 -2.8 豊岡総合 -2.2
藤本倫太朗(2) 55.01 上坂  悠人(3) 56.30 塚原優希翔(3) 57.00 橋本  圭太(2) 57.82 田淵  晏琉(2)  1:01.34
八鹿 出石 豊岡総合 豊岡総合 八鹿
廣瀬  創大(3)  2:02.86 岡田  颯星(3)  2:03.95
八鹿 八鹿
岡田  颯星(3)  4:10.23 川島  謙真(2)  4:15.04 廣瀬  創大(3)  4:22.21 田中  隆翔(3)  4:25.22 上坂  悠人(3)  4:46.45 中山  慶祐(3)  5:01.40 長田  愛輝(2)  5:25.28
八鹿 八鹿 八鹿 出石 出石 出石 和田山
川島  謙真(2) 16:20.96 福井    峻(3) 16:39.53 嘉屋  昂那(2) 17:14.87 田中  隆翔(3) 17:29.27 西井  昴琉(2) 18:48.92 中村  佳祐(3) 19:44.58
八鹿 八鹿 八鹿 出石 八鹿 近大豊岡

足立  蓮珠(3) 56.39 田村飛羽磨(2)  1:08.06 奥  瞭太朗(2)  1:09.88
八鹿 八鹿 八鹿
福井    峻(3) 10:26.92 松上  隼和(3) 11:51.92
八鹿 八鹿

八鹿Ａ 43.50 八鹿Ｂ 46.86
   田中  秀弥(3)    日下    漣(2)
   原田  大輝(3)    田村飛羽磨(2)
   橋本  隼貴(3)    奥  瞭太朗(2)
   足立  蓮珠(3)    西口弘一郎(2)
八鹿Ａ  3:30.79 八鹿Ｃ  3:38.08 八鹿Ｂ  3:47.84 出石  4:03.88
   田中  秀弥(3)    岡田  颯星(3)    藤本倫太朗(2)    永原  琉太(3)
   原田  大輝(3)    廣瀬  創大(3)    日下    漣(2)    中山  慶祐(3)
   橋本  隼貴(3)    福井    峻(3)    奥  瞭太朗(2)    田中  隆翔(3)
   足立  蓮珠(3)    川島  謙真(2)    田村飛羽磨(2)    上坂  悠人(3)
西口弘一郎(2) 1m65 田淵  晏琉(2) 1m45
八鹿 八鹿

日下    漣(2)   5m83 太田  隼誠(2)   5m31 森岡  大智(3)   5m05 竹森  元宣(3)   5m00 今西  翔大(2)   4m98
八鹿 +2.7 香住 +1.9 和田山 +2.5 豊岡総合 +1.3 豊岡総合 +1.4

武中安輝斗(2)  10m12 永原  琉太(3)   9m72 齋藤  未侑(2)   8m93 酒井  洋輝(3)   7m45 笹谷    陸(3)   5m72
和田山 出石 八鹿 八鹿 八鹿
永原  琉太(3)  24m45 武中安輝斗(2)  22m96 髙橋  和希(2)  18m99
出石 和田山 和田山
酒井  洋輝(3)  29m25 齋藤  未侑(2)  25m20
八鹿 八鹿
小林  泰世(3)  44m88 上垣  真透(3)  42m52 髙橋  和希(2)  34m58 馬袋  築基(2)  32m84 鈴木    響(2)   3m11
近大豊岡 八鹿 和田山 八鹿 近大豊岡

総　　　   務： 水田　雅幸 印

※気象状況は女子の欄に記載 主  催：姫路市陸上競技協会 総　　　   務： 田中　　勉 印 ﾄﾗｯｸ審判長： 西脇　泰司 印

主　管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部　但馬支部 記   録  主  任： 敏森　勝也 印 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長： 谷河　歩 印

後　援：兵庫県高等学校体育連盟・神戸新聞社・姫路市教育委員会
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