
日付 種目

畑中　心(3) w11.52 (+2.4) 高橋　飛鳥(3) w11.66 (+2.4) 岡本　蓮(2) w11.77 (+2.4) 中川　嵩士(3) w11.89 (+2.4) 藤本　謙伸(3) w12.00 (+2.4) 尾崎　悠冴(2) w12.14 (+2.4) 茶木　琉星(2) w12.22 (+2.4) 大西　海澄(2) 12.29 (+1.0)

加美 加美 社 加美 加美 西脇南 泉 三木

日数谷　隼人(3) 4:31.19 栁瀬　拓哉(2) 4:43.04 作間　太一(1) 4:43.31 濱坂　宥斗(3) 4:43.86 吉田　幸弘(1) 4:45.26 阿田　琥太郎(2) 4:47.30 藤多　琉碧(1) 4:47.76 田中　駿士(2) 4:48.18

播磨 加西 鹿島 旭丘 旭丘 社 三木 小野

藤原　悠世(2) 15.66 (-0.5) 小林　勇惺(2) 16.62 (-0.5) 山田　那月(2) 17.03 (-0.5) 藤原　悠大(2) 18.06 (0.0) 髙田　翔太郎(2) 19.13 (0.0) 横山　右喬(2) 19.21 (-0.5) 山本　靖斗(2) 19.22 (-0.5) 浜中　滉矢(2) 20.27 (-0.5)

西脇 播磨 加美 播磨 宝殿 緑が丘 播磨 宝殿

加美A 44.36 宝殿 45.84 加美B 46.40 稲美北 47.45 播磨 47.82 西脇 48.17 西脇南 48.93 社 50.16

高橋　飛鳥(3) 中島　蓮稀(2) 中川　嵩士(3) 田中　悠斗(2) 藤岡　憧伍(2) 黒河　陽月(2) 村井　陽斗(2) 堀場　葵(2)

藤本　謙伸(3) 辻本　滉貴(2) 中道　陽也(3) 高田　和輝(2) 藤原　悠大(2) 藤原　悠世(2) 廣田　快成(2) 岡本　蓮(2)

橋詰　竜輝(2) 長通　時篤(2) 笹倉　和楽(3) 遠藤　悠太(2) 中谷　澪音(2) 神崎　隼人(2) 村井　陽向(2) 藤井　瑛心(1)

畑中　心(3) 池原　透太(1) 山田　那月(2) 今吉　健介(2) 小林　勇惺(2) 岩崎　洸祐(2) 尾崎　悠冴(2) 阿田　琥太郎(2)

笹倉　和楽(3) 11.65 杉原　珀(2) 9.60 黒河　陽月(2) 9.53 宮崎　礼雅(2) 8.89 中道　陽也(3) 8.63 橋本　廉(2) 8.49 浅井　尊斗(2) 8.35 中谷　澪音(2) 8.29

加美 宝殿 西脇 西脇南 加美 宝殿 緑が丘 播磨

藤田　真矢(2) 13.36 (-1.3) 藤原　さくら(2) 13.61 (-1.3) 竹内　ゆず(2) 13.63 (-1.3) 竹中　咲月(2) 13.80 (-1.3) 真鍋　ひより(2) 13.88 (+0.4) 大山　璃姫(1) 13.92 (+0.4) 井上　結菜(2) 13.96 (-1.3) 稗田　花望(2) 14.00 (-1.3)

小野 泉 加西 兵教大附属 兵教大附属 小野 荒井 宝殿

塚本　夕藍(2) 4:47.26 布一　結衣(2) 5:07.64 坂本　星七(3) 5:14.87 吉野　真琴(1) 5:17.14 柴本　心優(2) 5:19.83 松尾　風花(2) 5:20.32 大塩　澪(1) 5:20.34 日数谷　綾音(2) 5:20.86

荒井 加美 社 鹿島 泉 泉 旭丘 播磨

上岡　凛(2) 15.41 (+0.3) 道田　幸奈(2) 16.19 (+0.3) 荒木　佑菜(3) 16.40 (+0.3) 梶尾　彩智(2) 16.42 (+0.3) 柴田　くるみ(3) 16.49 (+0.3) 新居　みやび(1) 16.83 (+0.3) 石野　多麻季(3) 17.04 (+0.3) 前川　羽葵(1) 18.16 (-1.2)

播磨南 播磨南 西脇南 小野 西脇南 播磨南 播磨 社

小野 52.69 播磨南A 53.14 兵教大附属 53.41 宝殿 54.10 社A 54.73 旭丘 54.86 小野南 55.04 播磨 55.95

大山　璃姫(1) 柏木　映里奈(2) 竹中　咲月(2) 石堂　桃菜(2) 近藤　もも(1) 浦田　樹愛(1) 神田　萌(2) 久慈　希実(2)

藤本　結衣(2) ドロバット　さほ(2) 真鍋　ひより(2) 森本　陽可里(2) 岸本　采奈(2) 神谷　真那(2) 小倉　梨愛(1) 九木田　咲(2)

梶尾　彩智(2) 道田　幸奈(2) 小山　茜(2) 熱田　和花(2) 前川　羽葵(1) 前田　光華(1) 芦谷　由菜(2) 坂上　陽咲(2)

藤田　真矢(2) 上岡　凛(2) 長谷川　凜花(2) 稗田　花望(2) 藤本　華望(2) 久語　英里奈(2) 鐘撞　紗楠(1) 分玉　彩智(1)

ドロバット　さほ(2) 10.52 猪瀬　弥月(3) 8.31 長濱　藍生(2) 7.76 藤本　結衣(2) 7.53 藤原　萌百(2) 7.50 柏木　映里奈(2) 7.43 中尾　聖良(3) 7.10 斉藤　夕夏(1) 6.99

播磨南 播磨 社 小野 黒田庄 播磨南 播磨 旭丘

w:追風参考  

10月24日 4x100mR

10月24日 砲丸投

10月24日 1500m

10月24日 100mH

10月24日 砲丸投

女子 10月24日 100m

10月24日 110mH

10月24日 4x100mR

7位 8位

男子 10月24日 100m

3位 4位 5位 6位

加古川運動公園陸上競技場　

10月24日 1500m

1位 2位

記録主任 窪田　博紀

主催団体名 加古川市陸上競技協会 陸協名

競技会名
第22回 加古川リレーカーニバル

期日・時刻 2020/10/24 審判長 釜江　憲史

競技場名


