
日付 種目

納庄　青空  11.41 (+0.1) 辻本　滉貴  11.65 (+0.1) 大玉　康稀  11.70 (+0.1) 黒嶋　桂  11.76 (+0.6) 飯田　大翔  11.76 (+0.1) 髙橋　悠生  11.83 (+0.6) 山田　吾愛仁  11.88 (+0.1) 竹歳　龍  11.92 (+0.9)

加古川 宝殿 浜の宮 加古川中部 浜の宮 氷丘 宝殿 加古川

新妻　遼己  3:59.64 新妻　昂己  4:10.78 東影　大志  4:21.90 作間　太一  4:22.04 七條　拓也  4:22.46 前田　浬  4:22.78 中道　琉惺  4:23.74 土居　正宗  4:24.44

平岡 平岡 加古川中部 鹿島 浜の宮 加古川中部 浜の宮 平岡

原科　歩季  14.93 (+0.6) 藤原　悠世  15.06 (+0.6) 井戸　奏太  15.78 (+0.6) 前山　正憲  16.82 (+0.6) 北村　優希  17.49 (+0.6) 木口　琉太  17.72 (+0.6) 平井　佑樹  18.19 (+0.6) 奥田　陽  18.85 (+0.6)

加古川 西脇 別府 小野 浜の宮 緑が丘 西脇南 加古川中部

浜の宮A  45.79 加古川Ａ  46.30 宝殿  46.59 浜の宮B  46.92 加古川Ｂ  47.02 黒田庄  48.00 加古川中部A  48.07 氷丘A  48.29

岸本　幸樹 坂本　誠人 礒野　裕大 安田　晟聖 山路　綾介 東田　凰聖 内藤　佑翔 谷口　陽宣

飯田　大翔 松下　歩 池原　透太 大玉　康稀 竹歳　龍 森脇　小太郎 岸本　快里 大谷　桜輝

鹿子尾　賢 原科　歩季 佐藤　優希 高田　翔太 刑部　大翔 大隅　優也 倉重　充稀 河南　慶汰

木下　綾 納庄　青空 山田　吾愛仁 吉田　幸輝 三木　隆之介 村上　宙輝 黒嶋　桂 髙橋　悠生

上野　広翔  11.52 原　幸輝  9.13 小野　陽生  9.00 河野　亜蓮  8.40 浅野　晄汰  8.15 竹野　倭虎  8.12 木戸　理央  7.64 古田　弘樹  7.63

志方 氷丘 浜の宮 浜の宮 平岡 平岡南 平岡南 加古川中部

平野　美紀  12.85 (0.0) 田中　咲帆  12.92 (0.0) 山野　麻緒  12.99 (0.0) 石田　有華咲  13.11 (+0.9) 小倉　梨愛  13.12 (0.0) 村上　恵  13.13 (0.0) 松岡　愛菜  13.17 (0.0) 池田　朱里  13.35 (+0.9)

陵南 朝霧 両荘 浜の宮 小野南 浜の宮 加古川中部 稲美

大西　美天  4:53.38 岸原　珠琉  4:55.73 老松　和奏  4:57.99 吉野　真琴  5:02.34 高田　彩佑  5:02.51 石田　幸菜  5:02.70 渡邉　真優  5:02.87 分玉　彩智  5:03.58

陵南 加古川中部 荒井 鹿島 志方 加古川中部 播磨 播磨

河本　鼓  15.44 (+1.9) 前川　羽葵  15.96 (+1.9) 升元　絢菜  15.97 (+0.6) 片岡　奈菜  16.00 (+1.9) 新居　みやび  16.19 (+1.9) 小山　穏空  16.26 (+1.9) 來住　ひなの  16.41 (+1.9) 藤川　乃々  16.75 (+0.6)

浜の宮 社 浜の宮 西脇 播磨南 加古川 西脇 宝殿

浜の宮A  51.70 陵南A  52.36 加古川中部A  52.71 浜の宮B  52.95 西脇  53.46 小野  53.51 加古川Ａ  53.56 稲美  53.64

髙橋　澪 永山　未希 宮崎　愛奈 河本　鼓 大嶋　可恋 大野　生織 小山　穏空 滝本　鈴夏

村上　恵 平野　美紀 石口　楓 千徳　真心子 來住　ひなの 藤原　成美 下川　凛乃 坂元　愛

間嶋　萌花 小西　亜由弓 上原　和華 東　瑞稀 片岡　奈菜 前山　晴華 杉本　彩音 赤木　こころ

石田　有華咲 吉田　笑麻 松岡　愛菜 升元　絢菜 笹倉　愛実 大山　璃姫 松本　莉依 水野　恵依

ドロバット　さほ  11.45 安井　理央  10.32 山田　幸奈  10.05 楠本　れんげ  9.69 水野　結愛  8.80 弘川　怜瑞  8.41 後藤　羽衣  8.26 谷河　梢  8.09

播磨南 浜の宮 志方 加古川山手 播磨 別府 稲美 氷丘

10月16日 4x100mR

10月16日 砲丸投

10月16日 1500m

10月16日 100mH

10月16日 砲丸投

女子 10月16日 100m

10月16日 110mH

10月16日 4x100mR

7位 8位

男子 10月16日 100m

10月16日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

主催団体名 加古川市陸上競技協会 陸協名

競技会名 加古川リレーカーニバル
期日・時刻 2021/10/16 審判長 釜江　憲史
競技場名 加古川運動公園陸上競技場　 記録主任 窪田　博紀


