
令和4年7月21日(木)･22日(金)

男子　成績一覧表 ｳｨﾝｸ陸上競技場(姫路市陸上競技場)（競技場コード：282040)
月 参加 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

日 人数

中村　柊仁(2) 10.80 岩本　征成(2) 11.00 松本　琉空(2) 11.04 柴田　浬空(2) 11.05 小林　篤矢(2) 11.40 後藤　駿弥(2) 11.42 松本　蓮人(2) 11.47 前田　　潤(2) 11.50
姫路飾西 +0.0 姫路西 -0.6 姫路商 -0.6 琴丘 +0.0 姫路西 +0.0 網干 -0.6 飾磨工 -0.6 東洋大姫路 +0.0
中村　柊仁(2) 22.70 澤田　　緯(2) 22.99 富山　涼太(2) 23.17 安田麟太郎(2) 23.19 松本　琉空(2) 23.24 宗光　玖羽(2) 23.43 鈴木　累生(2) 23.68 小林　篤矢(2) 24.19
姫路飾西 -3.5 姫路 -3.5 姫路 -3.8 姫路飾西 -3.8 姫路商 -3.8 姫路商 -3.5 東洋大姫路 -3.8 姫路西 -3.8
松下　翔斗(2) 50.82 橋本　圭汰(2) 51.00 安田麟太郎(2) 51.04 澤田　　緯(2) 51.66 新井　希泉(2) 51.76 宗光　玖羽(2) 51.80 森　　大樹(2) 52.26 池上　大樹(2) 52.84
姫路東 姫路商 姫路飾西 姫路 姫路南 姫路商 姫路西 姫路南
佐々木勇人(2)  1:57.86 雲丹亀真輝(2)  1:58.73 松島　匠希(2)  2:00.62 林田　晴空(2)  2:02.10 井上　大輝(2)  2:03.87 玖村　賢蔵(2)  2:03.94 中野　将成(2)  2:04.93 北川　翔大(2)  2:05.92
姫路西 姫路商 姫路東 姫路工 姫路商 姫路東 相生 赤穂
雲丹亀真輝(2)  4:05.03 小林　優真(2)  4:05.57 平田　悠斗(2)  4:06.92 佐々木勇人(2)  4:08.70 山尾　啓太(2)  4:10.58 須多　和希(2)  4:12.45 松島　匠希(2)  4:12.52 松岡　泰輝(2)  4:16.67
姫路商 姫路 龍野 姫路西 姫路 姫路商 姫路東 姫路工
山尾　啓太(2) 16:09.65 小林　優真(2) 16:09.73 松岡　泰輝(2) 16:16.89 平田　悠斗(2) 16:28.52 橋本　昂紀(2) 16:32.36 石橋　歩真(2) 17:06.68 松本　　渉(2) 17:36.39 上田　拓歩(2) 18:03.20
姫路 姫路 姫路工 龍野 龍野北 龍野北 香寺 飾磨工
小林　和司(2) 15.23 粕谷　陽樹(2) 15.25 中田　衆士(2) 15.63 本間　涼司(2) 15.63
姫路東 姫路 姫路 姫路別所
粕谷　陽樹(2) 55.14 橋本　圭汰(2) 55.39 松下　翔斗(2) 57.77 小林　和司(2) 57.96 佐藤　祐輔(2)  1:01.41 西山　一生(2)  1:03.67
姫路 姫路商 姫路東 姫路東 姫路西 姫路
橋本　昂紀(2) 10:20.52 近藤　智起(2) 10:22.58 井上　大輝(2) 10:39.79 石橋　歩真(2) 10:49.81 内田蒼一朗(2) 11:03.95
龍野北 琴丘 姫路商 龍野北 赤穂
八木　　亮(2) 30:14.97
太子
姫 路 西･兵  庫 43.08 姫路飾西･兵  庫 43.31 姫    路･兵  庫 43.50 東洋大姫路･兵  庫 43.67 姫 路 商･兵  庫 43.89 姫 路 南･兵  庫 44.06 飾 磨 工･兵  庫 44.11 龍    野･兵  庫 45.26
   森　　大樹(2)    横野　　直(2)    粕谷　陽樹(2)    今中　　柾(2)    林　　良祐(1)    新井　希泉(2)    井上　　亮(1)    鶴田　晴希(2)
   小林　篤矢(2)    安田麟太郎(2)    中田　衆士(2)    前田　　潤(2)    松本　琉空(2)    藤尾伊三郎(2)    松本　蓮人(2)    岸本　陽斗(2)
   東　　滉介(2)    福本　一太(1)    西山　一生(2)    鈴木　累生(2)    宗光　玖羽(2)    池上　大樹(2)    谷舗　匠海(2)    福水　亨希(2)
   東影　勇哉(1)    中村　柊仁(2)    澤田　　緯(2)    松尾　淳平(2)    納庄　青空(1)    八十　康介(2)    浮田　知哉(1)    小林　将純(2)
姫 路 西･兵  庫  3:29.99 姫路飾西･兵  庫  3:30.39 姫 路 東･兵  庫  3:32.13 姫 路 南･兵  庫  3:33.21 赤    穂･兵  庫  3:38.87 相    生･兵  庫  3:38.88 東洋大姫路･兵  庫 3:42.40 姫 路 工･兵  庫  3:42.72
   森　　大樹(2)    横野　　直(2)    小林　和司(2)    新井　希泉(2)    二六　羽琉(1)    和田　優宏(2)    今中　　柾(2)    鍋島　康真(2)
   東　　滉介(2)    中村　柊仁(2)    松下　翔斗(2)    藤尾伊三郎(2)    宮本恭太朗(2)    古谷　　成(2)    鈴木　累生(2)    林田　晴空(2)
   佐々木勇人(2)    森　光太朗(2)    古田　晴樹(1)    岡本　来気(1)    内田蒼一朗(2)    宮下　裕生(2)    前田　　潤(2)    野村　太洋(2)
   小林　篤矢(2)    安田麟太郎(2)    松島　匠希(2)    池上　大樹(2)    北川　翔大(2)    中野　将成(2)    松尾　淳平(2)    松岡　泰輝(2)
榎本　詩音(2) 1m70 鍋島　康真(2) 1m65 今中　　柾(2) 1m60 野村　太洋(2) 1m55
姫路西 姫路工 東洋大姫路 姫路工
鈴木　累生(2) 3m40
東洋大姫路
富山　涼太(2)   6m71 黒田　大晴(2)   6m63 藤尾伊三郎(2)   6m61 嶋田　衣吹(2)   6m58 北原　倖翔(2)   6m40 東　　滉介(2)   6m36 前田　　潤(2)   6m33 宗行　堅斗(2)   5m97
姫路 +0.6 龍野北 +2.3 姫路南 -0.2 姫路商 +0.7 姫路東 +1.5 姫路西 +2.0 東洋大姫路 +1.2 飾磨工 +2.2
藤尾伊三郎(2)  13m33 東　　滉介(2)  13m19 池上　大樹(2)  12m92 嶋田　衣吹(2)  12m24 黒田　大晴(2)  12m06 三木　貴斗(2)  11m96 荒川偉吹樹(2)  11m29
姫路南 +2.9 姫路西 +1.9 姫路南 +3.3 姫路商 +2.1 龍野北 +3.6 網干 +3.7 飾磨工 +3.4
桂　　将貴(2)  12m71 金川　永遠(2)   8m86 上田　直季(2)   8m66 安黒　櫂音(2)   8m07 堺　　優空(2)   6m83
姫路商 神崎 相生 相生産 姫路東
大森 ｼﾞｮｳｲ(2)  35m69 成瀬　憲貴(2)  35m03 小林　将純(2)  34m39 荒木　公輔(2)  31m00 同順:桂　　将貴(2)  31m00 金川　永遠(2)  29m44 上田　直季(2)  27m25 伊勢田翔和(2)  16m70
飾磨工 姫路工 龍野 琴丘 姫路商 神崎 相生 姫路
成瀬　憲貴(2)  45m75 小河原優大(2)  42m88
姫路工 飾磨工
森　光太朗(2)  44m95 宮下　裕生(2)  34m45 堺　　優空(2)  25m08
姫路飾西 相生 姫路東

総　　　 務：

26校 主  催：兵庫県高等学校体育連盟 主  管：兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部 記  録 主 任：

112名 ※ 気象状況は女子の欄に記載 　　　　兵庫陸上競技協会 後　援：神戸新聞社 ﾄﾗｯｸ審判長：

　　　　姫路市陸上競技協会 　　　　姫路市教育委員会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：
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