
第８回 加古川俊足王決定戦
入賞者一覧 2022年5月4日（水）

加古川運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小学１年生の部【男子】 湯浅　光希 09"92 竹内　友希 10"36 長谷川　晴海 10"38 小山　咲翔 10"61 佐々木　優志 10"71 山本　倫太郎 10"86 郷原　岳人 11"03

浜の宮小 氷丘小 野口北小 氷丘小 若宮小 野口北小 氷丘小

金　悠慎 10"38

氷丘南小

小学２年生の部【男子】 堀部　太陽 09"05 菅野　樹 09"17 中井　稜人 09"26 江金　草太郎 09"31 齋藤　梧有 09"41 増田　祐来 09"47 杉本　碧空 09"55 光岡　煌起 09"60

平岡小 平岡小 東神吉南小 氷丘小 氷丘南小 氷丘小 加古川小 若宮小

小学３年生の部【男子】 村上　順和 08"52 田中　洸成 08"80 佐藤　宏樹 08"86 井戸　春翔 08"89 横田　永翔 08"91 川上　大斗 08"95 靱尾　凪翔 09"00

野口小 西神吉小 加古川小 氷丘南小 別府西小 若宮小 氷丘南小

鶴嶋　千太郎 08"89

氷丘小

小学４年生の部【男子】 春山　和玖 08"37 宇野　傑 08"38 玉川　廉人 08"47 藤城　翔矢 08"61 那須　悠斗 08"67 延兼　琉空 08"70 家氏　一翔 08"71 北野　良将 08"74

鳩里小 平岡南小 鳩里小 川西小 平岡小 鳩里小 鳩里小 鳩里小

森谷　琉斗 08"74

若宮小

小学５年生の部【男子】 井上　璃哉 07"74 玉川　奨人 07"88 中村　悠 08"26 杣友　海斗 08"32 畑　慧史郎 08"34 角南　光多朗 08"38 蓬莱　心綺 08"42 粂　瑛登 08"47

氷丘小 鳩里小 平岡北小 野口小 野口小 氷丘南小 東神吉南小 野口小

小学６年生の部【男子】 濵口　敬 07"59 小林　摩沙輝 07"79 高山　真寛 07"89 崎谷　映太 07"93 内橋　拓人 07"96 坂本　拓未 08"11 佐々木　珀人 08"19 田中　良來 08"21

加古川小 志方東小 西神吉小 平岡南小 神野小 鳩里小 別府西小 西神吉小

中学１年生の部【男子】 神田　凌空 07"05 宮野　徠斗 07"17 松永　悠希 07"52 末福　琉力 07"61 松尾　翔琉 07"68 西原　陸隼 07"81 打田　聖真 08"29 中島　海利 08"36

氷丘中 別府中 中部中 浜の宮中 別府中 別府中 浜の宮中 神吉中

中学２年生の部【男子】 大谷　桜輝 06"77 野口　陽輝 06"81 小川　颯介 06"98 近藤　琥太 07"02 西岡　蒼留 07"05 好井　寛人 07"06 河南　慶汰 07"06 大西　弘朗 07"14

氷丘中 平岡中 浜の宮中 氷丘中 浜の宮中 氷丘中 氷丘中 浜の宮中

中学３年生の部【男子】 大玉　康稀 06"41 安田　晟聖 06"53 長谷川　拓海 06"55 伊藤　航太朗 06"74 吉田　幸輝 06"79 北村　優希 06"81 高田　翔太 06"82 山口　秀司 06"87

浜の宮中 浜の宮中 別府中 山手中 浜の宮中 浜の宮中 浜の宮中 平岡中

小学１年生の部【女子】 柳浦　佳英 10"18 三木　紬実 10"23 平野　瑞季 10"33 小林　櫻 10"38 坂田　怜咲 10"38 中井　結萌 10"57 永田　一乃 10"66

平岡南小 野口北小 氷丘南小 野口小 鳩里小 東神吉南小 加古川小

鳴瀧　ほのか 10"57

陵北小

小学２年生の部【女子】 迎山　愛真 09"25 池田　夏希 09"50 榊原　咲蘭 09"61 粂　千晴 09"69 中村　碧 09"79 三浦　希美 09"82 平田　美瑚 09"91

野口小 浜の宮小 別府小 野口小 平岡北小 平岡南小 志方小

那須　碧乃 09"91

平岡小

小学３年生の部【女子】 小山　芽奈 08"89 牛尾　芽衣 09"14 小澤　侑乃葉 09"19 松原　杏莉 09"19 池本　芽以 09"34 田路　なづな 09"35 高嶋　芽衣 09"37 平野　栞理 09"62

氷丘小 氷丘南小 氷丘小 野口小 鳩里小 平岡東小 氷丘南小 氷丘南小

小学４年生の部【女子】 小林　識加 08"38 伊藤　妃葵 08"58 内橋　優図 08"69 野中　七紬子 08"84 関田　渚 08"95 山元　日葵 08"97 清水　おぼろ 09"04 勝間　さくら 09"09

志方東小 神野小 神野小 平岡南小 平岡小 川西小 東神吉南小 鳩里小

小学５年生の部【女子】 平川　真帆 07"91 納庄　晴夏 08"10 神代　瑞保 08"18 杉本　愛莉 08"42 葛西　那乃葉 08"46 村上　佐和 08"54 田中　仁子 08"56 仲山　鈴 08"73

氷丘南小 鳩里小 鳩里小 加古川小 平岡東小 野口小 野口小 野口南小

小学６年生の部【女子】 藤原　梓 07"74 池上　由麻 08"06 延兼　優空 08"14 榮　怜海 08"23 藤原　愛都 08"25 衣笠　珠央 08"29 杉森　咲耶 08"31 秋山　温香 08"34

加古川小 氷丘南小 鳩里小 鳩里小 鳩里小 野口小 平岡小 加古川小

中学１年生の部【女子】 田井　理捺 07"43 仲山　夢 07"68 中川　結華 07"99 稲原　歩花 08"04 橋本　暖生 08"12 井上　愛理 08"13 重田　華穂 08"19 髙見　マルコ 08"49

氷丘中 中部中 別府中 浜の宮中 志方中 陵南中 浜の宮中 志方中

中学２年生の部【女子】 堤　清香 07"22 千徳　真心子 07"25 額田　初枝 07"37 小川　玲奈 07"46 植原　楓 07"51 橘　里紗 07"67 萩原　風帆 07"78 大西　凛音 07"91

氷丘中 浜の宮中 中部中 浜の宮中 志方中 中部中 山手中 氷丘中

中学３年生の部【女子】 権藤　百合子 06"99 田井　里奈 07"22 石田　有華咲 07"25 長谷川　茜音 07"40 河本　鼓 07"40 高橋　澪 07"47 東　瑞稀 07"52 石口　楓 07"53
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氷丘中 氷丘中 浜の宮中 山手中 浜の宮中 浜の宮中 浜の宮中 中部中
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