
 
ニュースレポート 

令和４年１２月２８日 

 

報 道 機 関  各 位 

教育委員会スポーツ推進課   

 

 

タイトル    令和４年度赤穂義士祭奉賛武道駅伝大会 結果            

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

令和４年度赤穂義士祭奉賛武道駅伝大会 

 

日  時 

 

令和４年１２月１４日（水）ほか 

 

場所・住所 

 

赤穂市民総合体育館・赤穂城南緑地公園 
趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

 

令和４年度赤穂義士祭奉賛武道駅伝大会の結果を下記のとおりご報告いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

 行 事 名  令和４年度赤穂義士祭奉賛武道駅伝大会 

 主  催  赤穂義士祭奉賛会 

 主  管  赤穂市体育協会 

       （赤穂弓友会・赤穂市柔道協会・赤穂剣道連盟・赤穂市陸上競技協会） 

 参加人数  参加チーム  １２９チーム 

       参加人数   ６２６人 

 大会結果  別紙資料のとおり 

 

問い合わせ先 

部課係名：教育委員会 スポーツ推進課 

担当者名：児島 

電 話：４３－６８６９            内線（ ２３２３ ） 

F A X：４３－６８９５ 

〇添付資料（○有・無） ○ホームページへの掲載（有・○無） 〇議会報告（有・○無） 

AKO CITY 

赤穂市 



団体名 赤穂剣道連盟 報告者　竹本　和由

連絡先　0791-43-7946

１　開催日時 （個人戦の部）　　令和4年12月 4日（日） 9：00　～　13：00

（団体戦の部）　　令和4年12月14日（水） 9：00　～　13：00

２　会　　　場 赤穂市民総合体育館　競技場

３　参加人数 選　　手 148名 ＊個人戦含む

チーム数 20チーム（小学生6チーム・中学生6チーム・一般14チーム）

４　成　　 績

<　個人戦　>

優勝 ２位 ３位 ３位

小学２年生以下の部 千﨑　颯太 福本　　旭 芳水　彩羽 松田　ひなた

所属 城西剣道少年団 城西剣道少年団 塩屋剣道少年団 塩屋剣道少年団

小学３年生の部 綾部　楓利奈 高尾　優佑 山下　朔矢 甲斐　龍雅

所属 城西剣道少年団 赤穂剣道少年団 城西剣道少年団 塩屋剣道少年団

小学４年生の部 千﨑　柑奈 上荷　　純 中川　想大 木本　陽菜

所属 城西剣道少年団 城西剣道少年団 塩屋剣道少年団 尾崎剣道少年団

小学５・６年男子の部 綾部　颯人 山下　竜輝 木本　英輔 福本　　新

所属 城西剣道少年団 城西剣道少年団 尾崎剣道少年団 城西剣道少年団

小学５・６年女子の部 髙橋　由唯 星川　みう 丸尾　小春 芳水　咲稀

所属 尾崎剣道少年団 城西剣道少年団 赤穂剣道教室 塩屋剣道少年団

中学女子１・２年の部 花田　虹胡 花田　璃胡 平岡　ゆめ 西山　梨愛

所属 赤穂東中学校 赤穂東中学校 赤穂西中学校 坂越中学校

中学男子１・２年の部 西角　　悠 増井　奏音 花田　寛大 尾﨑　一生

所属 赤穂東中学校 赤穂西中学校 赤穂東中学校 赤穂西中学校

<　団体戦　>

優勝 ２位 ３位 ３位

小学生の部 城西剣道少年団A 尾崎剣道少年団A 城西剣道少年団B 赤穂剣道教室

市町名 赤穂市 赤穂市 赤穂市 赤穂市

中学生女子の部 赤穂東中学校

市町名 赤穂市

中学生男子の部 赤穂東中学校

市町名 赤穂市

一般女子の部 赤穂剣道連盟

市町名 赤穂市

一般男子の部 グローリー(株)本社 川崎重工業(株)明石

市町名 姫路市 明石市

令和４年度　赤穂義士祭奉賛剣道大会　成績一覧表

種　　　目

種　　　目



団体名 赤穂市柔道協会 報告者　　猪谷　和寛

連絡先　　0791-42-3231

１　開催日時 18：30～20：00

　　　　　　　　　令和4年12月10日（土）  9：30～12：00

 8：30～13：00

２　会　　場 赤穂市民総合体育館　第２武道場

３　参加人数 一　般　　 2チーム　　　　 11名

中学校　　 2チーム　  40名

小学校　　11チーム  55名 ＊個人戦含む

４　成　　 績

<　団体戦　>

優勝 ２位 ３位 ３位

一般表門の部 赤穂市柔道協会B 赤穂市柔道協会A

市町名 赤穂市 赤穂市

中学生の部 赤穂東中学校 赤穂市柔道連盟

市町名 赤穂市 赤穂市

小学生の部 赤穂柔道少年団A 龍野若竹会1 龍野若龍柔友会 龍野若竹会3

市町名 赤穂市 たつの市 たつの市 たつの市

<　個人戦　>

優勝 ２位 ３位 ３位

幼稚園の部 中山　心美 前田　一樹

所属 赤穂 赤穂

小学１・２年生男子の部 後藤　楼一 北山　敢太 田淵　寛都 松本　直

所属 赤穂 赤穂 上郡 赤穂

小学２年生女子の部 戸羽　颯乃 井端　唯乃 西川　恵美

所属 赤穂 赤穂 赤穂

小学３年生男子の部 越智　夏輝 城尾　莞汰 中山　航大 新田　悠晴

所属 塩屋 塩屋 赤穂 赤穂

小学３年生女子の部 中田　果歩 神園　桜空 佐井　絢音

所属 赤穂 赤穂 赤穂

小学４年生男子の部 麦踏　琉楓 山𦚰　康聖 池田　一賀 嵐　龍馬

所属 赤穂 赤穂 赤穂 赤穂

小学４年生女子の部 松田　果穂 大道　さくら 坂本　陽織 北山　和花

所属 赤穂 赤穂 赤穂 赤穂

小学５年生男子の部 永吉　孝太郎 西川　拓真

所属 赤穂 赤穂

小学５年生女子の部 後藤　瑠叶 城尾　ひより 岩本　燈 後藤　咲彩

所属 赤穂 塩屋 塩屋 赤穂

小学６年生男子の部 松田　久明 田淵　奏汰 長谷川　旺祐 前山　彪介

所属 赤穂 上郡 赤穂 赤穂

小学６年生男子の部 猪谷　芽生 北山　暖 後藤　結愛

所属 赤穂 赤穂 赤穂

令和４年度　赤穂義士祭奉賛柔道大会　成績一覧表

（小・中学個人）　令和4年12月 3日（土）

（団 体 戦）　　　令和4年12月14日（水）

種　　　目

種　　　目



団体名 赤穂弓友会 報告者　若狭　恒樹

連絡先　0791-43-7324　　

１　開催日時 令和4年12月14日（水） 　8：30　　～　　15：00　　

２　会　　　場 赤穂市民総合体育館　弓道場

３　参加人数 72チーム　209名

４　成　　 績

<　団体戦　>

優勝 ２位 ３位

団体戦の部 チームYIS 総社弓道会B 報桜会

市町名 広島県 岡山県 西宮市

<　個人戦　>

優勝 ２位 ３位

高校男子の部 石井　翼冴 久田　佳樹 本庄　　漣

所属 赤穂高校J 赤穂高校I 赤穂高校I

高校女子の部 札場　菜那 今井　彩里 川西　陽菜

所属 赤穂高校A 赤穂高校A 赤穂高校A

一般女子の部 柿崎　瑞穂 藤井　　泉 横山　圭子

所属 相弓会B チームYIS 王子E

裏門の部 古谷　　勉 高田　健翔 下村　英之

所属 総社弓道会B 甲南大学体育会弓道部A 岡山中央弓道会C

表門の部 山村　秋明 西川　遥貴 櫻井　秀樹

所属 チームYIS 赤穂弓友会D グローリーA

山村　秋明

所属 チームYIS

令和４年度　赤穂義士祭奉賛弓道大会　成績一覧表

種　　　目

種　　　目

赤穂義士賞（最高的中賞）



団体名 赤穂市陸上競技協会 報告者　小池　崇之

連絡先　0791-43-6830

１　開催日時 令和4年12月10日（土） 8：00　～　12：30

２　会　　場 赤穂城南緑地公園内周回コース

３　参加人数 一般・高校男子 8チーム 総　計 163名

中学男子 7チーム

女  子 7チーム

４　成　　 績

優勝 ２位 ３位

一般・高校男子 関西福祉大学 まるおファーム陸上競技部 西友姫

記録 49分04秒 52分24秒 52秒59分

中学男子 赤穂中学校 香寺中学校 太子西中学校

記録 57分13秒 57分20秒 57分27秒

女子 香寺中学校 太子西中学校 tRNA

記録 53分22秒 53分22秒 53分47秒

<　区間賞　>

一般・高校男子 中学男子 女子

第１区 大西　遼太郎（関西福祉大学） 大西　悠斗（太子西中学校） 肥塚　暖歌（tRNA）

記録 7分59秒 8分30秒 9分41秒

第２区 丸尾　爽太（まるおファーム） 上田　旺和（太子西中学校） 横内　秋菜（太子西中学校）

記録 8分21秒 9分00秒 9分56秒

第３区 森川　隼成（関西福祉大学） 丸本　健心（赤穂中学校） 藤田　莉沙（赤穂西中学校）

記録 8分11秒 8分59秒 9分13秒

第４区 森　玲（関西福祉大学） 中島　丈瑠（香寺中学校） 小林　千紘（いろり目ふすとば火）

記録 8分46秒 8分22秒 9分55秒

第５区 桐月　健斗（関西福祉大学） 有末　湊翔（太子西中学校） 坂本　優希菜（香寺中学校）

記録 7分59秒 9分54秒 10分30秒

第６区 東原　知輝（関西福祉大学） 牛尾　優太

記録 7分46秒 9分05秒

令和４年度　赤穂義士祭奉賛駅伝競走大会　成績一覧表

種　　　目

種　　　目


