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明石市陸上競技協会

明石市中学校体育連盟陸上競技部

大会の結果は明石市陸上競技協会ホームページ（アスリートランキング）より公開
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２０２１年度

第１回　明石市中学生陸上競技記録会

21283722

日　時

場　所 きしろスタジアム
（兵庫県立明石公園陸上競技場） ( 282060 )



７：３０開門　／　８：１５主任打合せ　／　８：３０パート別打合せ

順 競技開始 備　考

女子 共通 １５００ｍ 9:30 1 ・ 2 組 （ 81 人 ） 2列スタート

9:45 3 ・ 4 組

男子 共通 １５００ｍ 10:00 1 ～ 3 組 （ 150 人 ） 2列スタート

10:20 4 ～ 6 組

10:45 7 ・ 8 組

女子 共通 ８００ｍ 11:00 1 ～ 4 組 （ 96 人 ）

11:15 5 ～ 7 組

4 男子 共通 ８００ｍ 11:30 1 ～ 3 組 （ 38 人 ）

5 男子 共通 ３０００ｍ 11:50 1 ～ 2 組 （ 47 人 ） 2列スタート

女子 共通 １００ｍH 12:30 1 ～ 5 組 （ 67 人 ）

12:40 6 ～ 9 組

7 男子 共通 １１０ｍH 13:10 1 ～ 5 組 （ 37 人 ）

8 男子 共通 ４００ｍ 13:30 1 ～ 3 組 （ 21 人 ）

9 女子 共通 ２００ｍ 13:40 1 ～ 4 組 （ 28 人 ）

10 男子 共通 ２００ｍ 13:50 1 ～ 6 組 （ 44 人 ）

女子 共通 １００ｍ 14:10 1 ～ 5 組 （ 212 人 ）

14:20 6 ～ 10 組

14:30 11 ～ 15 組

14:40 16 ～ 20 組

14:50 21 ～ 25 組

15:00 26 ・ 27 組

男子 共通 １００ｍ 15:10 1 ～ 5 組 （ 248 人 ）

15:20 6 ～ 10 組

15:30 11 ～ 15 組

15:40 16 ～ 20 組

15:50 21 ～ 25 組

16:00 26 ～ 31 組

女子 共通 ４×１００ｍR 16:30 1 ～ 3 組 （ 43 ﾁｰﾑ ）

16:45 4 ～ 6 組

男子 共通 ４×１００ｍR 17:00 1 ～ 3 組 （ 42 ﾁｰﾑ ）

17:15 4 ～ 6 組

1 女子 共通 走高跳 9:30 　 　 2 組 （ 26 人 ）

2 女子 共通 走高跳 11:30 1 組 （ 20 人 ）

3 男子 共通 走高跳 14:00 　 　 1 組 （ 27 人 ）

男子 共通 走幅跳 3 組 （ 26 人 ）

女子 共通 走幅跳 3 組 （ 22 人 ）

男子 共通 走幅跳 2 組 （ 26 人 ）

女子 共通 走幅跳 2 組 （ 23 人 ）

男子 共通 走幅跳 1 組 （ 26 人 ）

女子 共通 走幅跳 1 組 （ 23 人 ）

1 女子 共通 砲丸投 10:00 2 組 （ 22 人 ）

2 女子 共通 砲丸投 11:30 1 組 （ 23 人 ）

3 男子 共通 砲丸投 13:00 2 組 （ 22 人 ）

4 男子 共通 砲丸投 14:30 1 組 （ 23 人 ）
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１．競技規則について

本大会は、２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定によって行う。

２．競技者の招集について

（１）競技者招集場所　　本大会は、全て競技開始場所へ現地集合とする。

（２）招集時刻は、その競技開始時刻を基準とし、以下のように定める。 

（３）招集の手順 

　　①競技者は招集開始時刻までに招集所に集合し点呼を受ける。その際、アスリートビブス・スパイクピンの

長さ（走高跳は12mm以下、その他は9mm以下）・シューズの靴底の厚さ・衣類および競技場内への持ち込み

物品等の点検を受ける。

　　②招集完了時刻に遅れた者は、当該種目を棄権したものとして処理する。また、棄権する者は、本人

または同チームの選手が、出発係（トラック）・フィールド審判員にその旨を申し出ること。

（４）トラック種目においては、競技の進行状況により競技開始時刻を繰り上げる場合があります。 その際は、

アナウンスにより連絡しますので注意してください。招集開始時刻より前に集まるようにしてください。

３．競技運営について

（１）トラック競技の走路順、フィールド競技の試技順は、プログラム記載の番号で示す。

（２）「On your marks」または「Set」の合図の後、音声や動作、その他の方法で他の競技者を妨害したときは

不適切行為とみなす（ＴＲ１６．５．３）。

（３）スタートにおける不適切行為は、ＴＲ１６．５を適用せず注意にとどめる。

（４）短距離走では、競技者安全のため、フィニッシュライン到着後も自分に割り当てられた走路を走ること。

（５）トラック種目でゴールした選手がスタート地点へ戻る際は、メインスタンド下雨天練習場、もしくは

芝生スタンド側を通り戻ること。本部席前・本部席後ろ通路の通行は禁止します。

（６）トラック競技出場者は、招集時にアスリートビブス（腰）を受け取り、腰右斜め上に貼り付ける。

シールタイプので、はがした紙は各自持ち帰る。

（７）リレー競技のマーカーは１カ所とし、出場チームにて用意すること。

（８）リレーチームの編成メンバーは、リレーまたは他の種目に申し込んでいる競技者であれば出場できる。

ただし、少なくとも２人はリレーに申し込んでいる競技者であること（ＴＲ２４．１０）。

（９）リレーチームの編成（オーダー用紙提出）は、招集完了時刻１時間前までに記録室に提出する

（ＴＲ２４．１１）。

（10）競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示によって行うこと（ＴＲ２５．１）。

（11）助走路が使われるフィールド競技のマーカーは、２個まで置くことができる。このようなマーカーが準備

されていない場合は、粘着テープを使用してもよい（ＴＲ２５．３．１）。

（12）サークルから行う投てき競技では、マーカーを１つだけ使用することができる（ＴＲ２５．３．２）。

（13）走高跳におけるバーの上げ方について

男子

（13）競技に使用する用器具は、すべて主催者が用意したものを使用しなければならない。また、練習用と

しても、個人の用器具を競技場内に持ち込んではならない。

（14）シューズについての規定は、ＴＲ５．２を適用する。

使用できるシューズの靴底の厚さは以下の通り

≪トラック競技≫　　　＊８００ｍ未満の種目は、　　２０ｍｍ以下

　　　　　　　　　　　＊８００ｍ以上の種目は、　　２５ｍｍ以下

≪フィールド競技≫　　＊走高跳、走幅跳、砲丸投は、２０ｍｍ以下

１組１ｍ２５ １ｍ３０　～　１ｍ４５まで５cmずつ　　以降３cmずつ

フィールド競技 競技開始２０分前 競技開始１０分前

練　習 競　　　　技

１ｍ２５ １ｍ３０　～　１ｍ７０まで５cmずつ　　以降３cmずつ

女子
２組１ｍ１０ １ｍ１５　～　１ｍ４５まで５cmずつ　　以降３cmずつ

走高跳

走高跳

種　　目

競　技　注　意　事　項

種目 招集開始時刻 招集完了時刻

トラック競技 競技開始１５分前 競技開始１０分前



４．競技場使用について

（１）本大会は無観客開催で行い、選手・競技役員・補助員以外は競技場内に立ち入ることはできない。

（２）競技の妨げにならないよう、安全に注意して、メイン競技場バックストレート付近で練習を行っても

よい。また、補助競技場を開放するので、できる限り利用する。

　　①ハードルの練習は主催者が用意した物を使用する。

　ホーム側　５・６レーン　女子１００ｍＨ　　３台まで　　開門後～１２：２０まで

　　　　　　７・８レーン　男子１１０ｍＨ　　３台まで　　開門後～１２：２０まで

　　②投てき練習は、補助競技場においてメディシンボールの使用のみとする。それ以外の場所（メイン

競技場、メイン競技場入場門外広場付近、公園内）にて、物を投げる練習は一切行わないこと。

（３）補助競技場へ移動する場合は、北門を利用する。

（４）受付後の再入場については、再入場許可証（リストバンド）を受付で受け取り手首に着用し、再入場時に

受付係に提示する。着用できいない場合は入場できない。

（５）各団体においてマナー（観覧・応援態度、競技中の態度、交通機関の利用等）の指導を徹底すること。

メインスタンドを利用する場合は、特にスタンドの使用を徹底しておくこと。

（６）応援は、全てスタンド上からすること。また、声を出しての応援は禁止。

（７）更衣室をベンチ代わりに使用しない。更衣室内の滞在時間は５分以内とする。シャワー利用は不可。

（８）貴重品の管理は各自で責任をもって行う。

（９）ゴミは、各自の責任において家庭まで持ち帰る。

（10）バリケードやコーン、ロープで仕切られている所は立ち入り禁止。

５．その他

（１）大会開催にあたり、新型コロナウイルス感染症に関する対応については、別紙記載の通りとする。

　　　内容を遵守できない場合は退場をして頂く場合があります。

（２）競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者で行う。それ以降の処置については、主催

者は責任を負わない。

（３）大会結果は、明石市陸上競技協会ホームページ／アスリートランキングサイトにて公開する。

（４）当日、午前６時の時点で、明石市に警報が発令されている場合は大会は中止とします。

６．写真（ビデオ）撮影についてのお願い

昨今、悪質な写真（ビデオ）の盗撮が横行しています。子どもや選手をこれらの被害から守るために、

大会中撮影が許可されるのは以下の場合に限ります。

　①大会運営本部より許可され、腕章（ゼッケン）をつけたカメラマン。

　②大会出場学校の顧問・部員　　　　③当該選手の保護者

撮影をされている方に、上記に該当するか、確認をする場合があります。ご協力をお願いします。



２０２１年３月３１日 

明石市陸上競技協会 

 

第１回明石市中学生陸上競技記録会 の開催について 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本陸上競技連盟の競技会再開におけるガイダンス、兵庫陸上競技協

会ガイダンスに沿って、安全・安心に配慮し開催します。 

 

【基本注意事項】 

１． 無観客開催 

・競技者、競技役員、補助員、チーム関係者（監督・顧問）のみ入場可能。 

２．日々の体調管理と検温の実施（大会前１週間、大会後２週間の検温を義務付ける） 

３．「３密」の回避 

・各校の待機場所、招集場所、競技エリア待機場所、更衣室、役員控室などでの３密回避。 

・ソーシャルディスタンスを確保し、近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

・密閉されやすい場所では十分に換気を行う。 

・更衣室の滞在時間を短時間にし、シャワーの使用は禁止する。 

４．感染症対策 

（１）マスクの着用 

・参加者はマスクを着用する。競技者は運動以外の場面ではマスクを着用する。 

（２）手洗い、手指消毒の徹底。 

  ・手洗い場の石けん設置。 

  ・競技前、競技後の手洗い（状況に応じて競技中の手指消毒） 

  ・手指消毒用のアルコール液を設置する。 

５． 参加者（競技者・競技役員・チーム関係者）へのお願い 

・「３密」を避けた行動 

・競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合の報告。（最寄りの保健所、主催者へ） 

 

【大会参加について】 

１． 競技者、競技役員、補助員、チーム関係者（監督・顧問）は、所定の「体調管理チェックシート」「承諾書

（未成年者のみ）」の提出を義務付ける。 

２．競技者は、競技のウオーミングアップ開始に合わせて来場し、競技終了後は速やかに帰宅すること。 

  競技場の滞在は、競技開始２時間前～競技終了１時間以内とする。 

  原則、競技が終了した選手は帰宅すること。 

   ※市内の中学校についは、顧問のもと、学校ごとに入退場を行う（会場準備・補助員・片付の関係）。 

   ※遠方の学校で顧問が引率等の関係で必要がある場合のみ滞在を認める。 

３．下記に該当する場合は参加を認めない。 

① 「体調管理チェックシート」「承諾書（未成年者のみ）」の提出がない場合。 

② 大会当日の朝の検温で３７．５℃を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。 

③ 発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。 

④ 過去２週間以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水など）で受診や服薬をした者。 

⑤ 同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。 

 

【競技場への入退場について】 

１． 競技者、競技役員、補助員、チーム関係者の入退場ゲートは、競技場スタンド南側ゲートに限定する。 

受付はゲート付近に設置する。マスクを着用していない者は入場できない。 

２．競技役員、競技者、補助員、チーム関係者で、競技場の出入りを行う者には、再入場許可証を発行する。 

競技場を出て再入場する際は、再入場許可証を提示する。 

３．競技場での密を防ぐため、アップは補助競技場をできるかぎり利用する。 

入退場は競技場北門を使用することができる（受付時の入場は「南ゲート」のみ）。 

 

【その他の注意事項】 

１． 各校、待機場所は可能な限り距離を離すこと。また、各学校、各自で消毒液等を準備すること。 

２． 声を出しての応援、集団での応援は禁止する（手拍子等は可とする）。 

３．スタートリスト、リザルトはアスリートランキングに掲載する。（掲示板への貼り出しはしない） 

４．競技場内全てのゴミ箱は使用せず、ゴミは各自でビニール袋に入れて持ち帰ること。 



第１回明石市中学生陸上競技記録会 留意事項 
２０２１年４月１２日 

 

１ コロナ対策関係 

 

①基本的な約束 

   ＊無観客開催 

      ・参加競技者、監督または顧問、競技役員、補助員以外の方は競技場およびサブトラック 

内に立ちることが出来ませんのでご了承ください。 

  

  ＊下記に該当する場合は参加しないでください 

    ①「体調管理チェックシート」「大会出場承諾書」の提出をしない場合 

    ②大会当日の朝の検温、入場時の検温で３７．５℃を超え、強い倦怠感と息苦しさがある

場合。 

    ③発熱がなくても風邪症状や体調不良がある場合。 

    ④過去２週間以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水等）で受診や服薬をした場合。 

    ⑤同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。 

    ⑥身近な知人で感染した人がいる場合。 

    ⑦過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。 

  

  ＊マスクの徹底 

    ・運動以外の場面ではマスクを必ず着用すること。 

     ※招集時、フィールド競技のラウンド間の待機時も着用する。 

 

   ＊飲食時 

    ・飲食中は、ソーシャルディスタンスを特に注意し、会話は行わないこと。 

 

   ＊ソーシャルディスタンスの確保 

    ・適切な距離を意識し、近距離での会話や発声、高唱を行わないこと。 

 

   ＊手洗い・手指消毒 

    ・手洗い場所に設置している石鹸を使い丁寧に洗いを行うこと。 

    ・場内に設置しているアルコールポンプで、手指消毒を適宜行うこと。 

    ・スタートブロック、バトン、助走マーク、投てき物等の多くの人と共用する物を触った

人はその都度手指消毒を行うこと。 

    ・各学校で待機場所に手指消毒用アルコールを用意してください。 

 



   ＊大会終了後２週間の体調を「体調管理チェックシート（大会後）」に記録すること。 

    ・症状が４日以上続く場合は必ず最寄りの保健所、医師会、診療所等に報告すること。 

    ・保健所、医師会、診療所等に相談後、顧問は大会主催者に報告すること。 

 

②入退場について 

   ＊来場時の入場について 

    ・来場時（受付時）の入場ゲートは、「南側ゲート」だけです。 

    ・開門時刻は７：３０です。 

    ・明石市内の中学校が会場準備の関係で優先して入場します。 

     入場前の待機場所は、「南ゲート」前の広場は、明石市内の中学校のみとします。 

    ・明石市以外の中学校は、各自の競技に合わせて個人での入場・退場を行うこと。 

    ・入場受付時にはソーシャルディスタンスを確保して整列してください。 

    ・入場の際は下記の手順で入場すること。 

      ①手指消毒 ⇒ 検温 

②受付で、入場者は「体調管理チェックシート（裏面に「出場承諾書」）」提出・確認 

    ・開門時に学校単位で入場する際は、 

      ①顧問が入場生徒の体調確認（口頭）で行うとともに、「体調管理チェックシート（裏

面に「出場承諾書」）」を回収する。 

      ②手指消毒 ⇒ 検温 

      ③受付で、顧問は「体調管理チェックシート」と「大会参加料」を提出し、「学校受

付」「競技役員受付」を行う（一覧表にチェック）。 

       受付作業と同時に、生徒は顧問より先に入場してください（受付場所の密回避）。 

       ※「大会参加料」は、お釣りがないように、小銭が多くならないようご協力くださ

い（受付時の時間短縮、密回避のため）。 

 

   ＊再入場について 

    ・競技場に出て、再入場する必要がある場合は、受付の係員に申し出て、リストバンドに

なっている「再入場許可証」を受取り、その場で手首に装着する。 

    ・再入場する時には、手指消毒を行い「再入場許可証」を係人に提示する。 

     「再入場許可証」がない人、また手首に装着していない場合は入場できません。 

    ・再入場後、リストバンドを外したい人は受付に置いているハサミをつかって外す。 

 

   ＊北門の利用について 

    ・サブトラックを利用する場合のみ、北門での入退場ができます。 

    ・北門の開門は、９：１５からになります。それまでは南ゲートを利用してください。 

    ・来場時の受付は、北門では行っていません。 

 

 



③競技場の滞在時間 

   ＊原則 

    ・入場は、出場種目の競技開始 2 時間前から。 

    ・退場は、競技終了後１時間以内に。 

    ・個人種目とリレー種目に出場する場合は、その間の滞在を認める。 

 

   ＊明石市の中学校 

    ・会場準備、補助員、片付けとして入場する必要がある学校は滞在を認める。 

     用務が終了した生徒は帰宅する。 

 

   ＊特別な事情のある中学校 

    ・淡路、但馬等の遠方からの参加で、保護者引率ができない学校については滞在を認める。 

 

 ④待機場所について 

   ＊雨天練習場（オールウェザー部分）を待機場所として使用しない。 

    但し、雨天時のみ待機場所になります。 

   ＊できるだけ、風通しの良い場所、メインスタンド、芝生スタンドを利用する。 

   ＊チーム内ではソーシャルディスタンス確保、マスクの着用を徹底する。 

   ＊チーム間は１ｍ以上の距離をあけること。 

 

 ⑤応援について 

   ＊声を出しての応援は厳禁。 

   ＊ラップタイムを読むことも禁止。 

 

 ⑥施設に関すること 

   ＊メインスタンドの座席は、「密」にならないように最低でも１席（前後）は座席を空けて

利用すること。 

   ＊更衣室、トイレの利用は、少人数・短時間（５分程度）とします。また、シャワーの利用

はできません。 

   ＊ゴミは感染防止ために、各自で必ず持ち帰ってください。ゴミのポイ捨てや駅やコンビニ

等のゴミ箱への投棄は絶対にしないでください。 

   ＊競技場内でコーンやバリケードで仕切られている場所へは立ち入らないでください。 

    ※４月１０日現在、メインスタンド上の屋根のある場所は使用禁止です。 

    

 

 

 

 



２ 競技運営面 

 

 ①競技全般について 

   ＊参加人数が多数になるため、長距離種目を午前中にかためています。 

    短距離種目と入れ替えを行う形で競技場内の滞在選手を調節します。 

   ＊本部席前、本部席後ろ通路の通行は禁止。 

   ＊トラックレース後、スタート地点に戻る際は、雨天練習場か競技場内バックストレート側

を通る。 

   ＊応援は全てスタンドからとする。スタート地点やゴール付近からの応援は禁止。 

   ＊競技役員打合せ 

     ８：１５ 主任打合せ（会議室） 総務・審判長・各パート主任（１９名） 

     ８：３０ パート別打合せ 

           アナウンサー     ⇒ アナウンサー席    （ ２名） 

           記録・情報処理係   ⇒ 記録室        （ ５名） 

           庶務係（役員受付係） ⇒ 南ゲート受付テント  （ ２名） 

           選手受付係      ⇒ 南ゲート受付テント  （ ４名） 

           風力計測員      ⇒ ダグアウト中央付近  （ ５名） 

           用器具係（マーシャル）⇒ 南側器具庫      （ ３名） 

           決勝計時審判員    ⇒ 南側器具庫入口付近  （ ５名） 

           写真判定員      ⇒ 写真判定室      （ ６名） 

           監察員        ⇒ 本部席        （ ６名） 

           スターターリコーラー ⇒ 本部席        （ ７名） 

           出発係        ⇒ 玄関ホール（ロビー） （１２名） 

           跳躍審判員      ⇒ 中央器具庫      （１５名） 

           投てき審判員     ⇒ 北側器具庫      （ ８名） 

 

 ②規定外シューズの適用 

   ＊ＷＡ規則１４３条ＴＲ５（シューズ）のルールを適用します。 

   ＊招集時に規定外シューズであれば出場不可（ＤＮＳ）とします。 

   ＊招集時に疑わしいシューズについてはその場で測定を行います。 

   ＊大会前日までに、各学校で使用シューズの確認を必ず行い、規定外シューズを使用しない

指導を行っておいてください（招集時に測定を行うことで、競技会の進行が遅れることが

ないよう、ご協力をお願いします）。 

   ＊出場後に規定外シューズの使用が認められた（レース後の計測）場合は失格（ＤＱ）とな

ります。 

   ＊大会中、各自で靴底の厚さを測定できるように、南ゲート受付付近に簡易測定器を設置し

ます。 

 ③ウォーミングアップについて 



   ＊競技場内の練習はスピードを上げて走る練習のみ。 

   ＊ＪＯＧ、ストレッチ、ドリル等はサブトラックを使う。 

   ＊周回競技が行わる場合は、スタートの前後はバックストレートでの練習を中止する。 

   ＊ハードル練習は、主催者がホーム側（５～８レーン）に練習用ハードルを設置する。 

    個人の物は持ち込まない。 

   ＊競技場や公園内において、物を投げる練習は一切認めない。 

    サブトラック内ではメディシンボールの使用は認めるが、十分に周りの安全を確認したう

えで行うこと。 

 

 ④招集の流れについて 

   ＊トラック競技 

     ①アスリートビブスの点検 

     ②シューズの点検 ※必要があれば靴底の厚さを点検 

     ③腰ビブスの配布 ※右腰の少し後ろ上に貼り付ける。 

     ④腰ビブスの剥離紙・マスクを自分の荷物の所へ片付ける。 

     ⑤スタートラインに整列 

   ＊フィールド競技 

     ①アスリートビブスの点検 

     ②シューズの点検 ※必要があれば靴底の厚さを点検 

     ③公式練習（２回） 

 

 ⑤用器具関係について 

   ＊使用した道具類は、最後の種目終了時に部署ごとで片付を行う。 

 



共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　リョウト カコガワチュウブ [11.81] ウエノ　トモヤ ホウバイ [12.04]

1 33123 山﨑　凌翔(3) 加古川中部 1 16274 上野　智哉(3) 宝梅
タナカ　レオ フタミ [11.86] モリ　ヒサアキ オオクラ [12.08]

2 32116 田中　玲央(3) 二見 2 31273 森　悠晃(3) 大蔵
ノウショウ　ソラ カコガワ [11.45] トクモト　ガク ハサマ [11.98]

3 32820 納庄　青空(3) 加古川 3 60575 徳本　雅空(3) 狭間
キノシタ　キョウタロウ オオクボ [11.40] サカモト　マサト カコガワ [11.88]

4 31643 木下　恭太朗(3) 大久保 4 32823 坂本　誠人(3) 加古川
マツシタ　アユム カコガワ [11.46] ヤマモト　エイタ ワダヤマ [11.94]

5 32828 松下　歩(3) 加古川 5 83432 山本　瑛大(3) 和田山
トシツナ　アキヒロ シオセ [11.02] ヤマモト　アオイ ワダヤマ [11.95]

6 14279 年綱　晃広(3) 塩瀬 6 83442 山本　葵(3) 和田山
ヨウ　リンタロウ オオクボ [11.72] フジモト　ケンゴ ミキヒガシ [11.99]

7 31639 葉　凛太郎(3) 大久保 7 35644 藤本　健吾(3) 三木東
マツヤマ　リュウキ カコガワチュウブ [11.66] オオタニ　ショウマ カコガワ [12.00]

8 33122 松山　瑠希(3) 加古川中部 8 32885 大谷　翔真(2) 加古川

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワイ　カズマ オオクラ [12.16] カンノ　セイシン ヤマグチ [12.29]

1 31272 川井　一馬(3) 大蔵 1 14131 菅野　晴心(3) 山口
ヤマモト　レイジ ナギサ [12.16] アダチ　コウタ カコガワ [12.32]

2 21837 山本　玲慈(3) 渚 2 32824 足立　恒太(3) 加古川
イノウエ　サクヤ ウエガハラ [12.11] イケハラ　トウタ ホウデン [12.20]

3 13153 井上　朔冶(3) 上ケ原 3 34301 池原　透太(2) 宝殿
シバトウゲ　ノブキ ゴシキ [12.10] ハギサワ　トモヤ オオハラ [12.19]

4 74085 柴峠　伸樹(3) 五色 4 29132 萩澤　友哉(3) 大原
ナカザワ　レイジ カワラギチュウガッコウ [12.09] カンダ　ハルト ゴシキ [12.20]

5 13571 中澤　怜士(3) 瓦木 5 74092 神田　暖人(3) 五色
モリヤマ　ソラト シオセ [12.11] ヤマモト　シヨウ ワダヤマ [12.23]

6 14281 森山　空翔(3) 塩瀬 6 83434 山本　紫陽(3) 和田山
イノウエ　ユウセイ ヒオカ [12.15] オオタマ　コウキ ハマノミヤ [12.23]

7 32962 井上　猶晟(3) 氷丘 7 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮
マエサカ　モトミ オオクボキタ [12.15] ウエダ　ユウト フタミ [12.26]

8 32277 前坂　孟毅(2) 大久保北 8 32135 上田　悠斗(2) 二見

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクダ　ユウト アリノ [12.47] タグチ　カンタ リョウナン [12.54]

1 29255 福田　夢叶(2) 有野 1 33944 田口　敢太(2) 陵南
ムロチ　シュンノスケ モトヤマミナミ [12.50] コウノ　ソウタ アリノキタ [12.50]

2 20605 室地　俊之介(3) 本山南 2 29357 河野　創太(3) 有野北
イイダ　ヤマト ハマノミヤ [12.40] クロシマ　ケイ カコガワチュウブ [12.50]

3 33485 飯田　大翔(3) 浜の宮 3 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部
アンドウ　コウセイ ホウバイ [12.42] フナオク　リント ソノダ [12.50]

4 16202 安藤　光惺(2) 宝梅 4 11333 船奥　凛斗(3) 園田
ホリ　トモヒロ モトヤマミナミ [12.40] マツオカ　マサムネ ヒオカ [12.50]

5 20604 堀　知紘(3) 本山南 5 32972 松岡　正致(2) 氷丘
スズキ　ユタカ フタミ [12.42] ヤマダ　ワカト ホウデン [12.50]

6 32114 鈴木　穣(3) 二見 6 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿
クサカベ　ゴウ ハリマ [12.44] ヤマモト　コタロウ ヒオカ [12.50]

7 39649 日下部　剛(3) 播磨 7 32967 山本　琥太郎(3) 氷丘
リュウモト　ヒナタ イマヅ [12.42] イズミカワ　トキ ヒオカ [12.50]

8 13759 劉本　陽向(2) 今津 8 32961 泉川　透輝(3) 氷丘
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシムラ　カズキ シオセ [12.65] コンドウ　ユウタ オオクボ [12.73]

1 14209 吉邑　一希(2) 塩瀬 1 31605 近藤　裕太(2) 大久保
クボ　タクミ シオセ [12.65] サダマル　ミノリ アサギリ [12.72]

2 14203 久保　拓己(2) 塩瀬 2 31163 貞丸　実紀(2) 朝霧
ハスイケ　タケル ウオズミ [12.61] マツダ　セイヤ アリノキタ [12.70]

3 31901 蓮池　尊琉(3) 魚住 3 29388 松田　征也(3) 有野北
ハタ　ユウヤ ウオズミヒガシ [12.59] ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ [12.70]

4 32017 畑　優矢(3) 魚住東 4 33415 安田　晟聖(2) 浜の宮
マツウラ　コタロウ イマヅ [12.56] カドイシ　アツキ ミドリガオカ [12.69]

5 13732 松浦　胡大郎(3) 今津 5 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘
ムラカミ　ゴウ モトヤマミナミ [12.60] カタヤマ　ツヨシ アリノ [12.66]

6 20687 村上　豪(3) 本山南 6 29226 片山　剛(3) 有野
ヤマモト　タイガ オオクボ [12.62] ヒウラ　コウキ ノノイケ [12.71]

7 31642 山本　大河(3) 大久保 7 31460 日浦　皓稀(3) 野々池
コイケ　シュンタ ナギサ [12.65] コウサカ　シュウマ アサギリ [12.72]

8 21834 小池　隼太(3) 渚 8 31141 上坂　脩真(3) 朝霧

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サイトウ　アオイ ホンタモン [12.83] シモザト　ユウジン シオセ [12.92]

1 27011 齋藤　碧(3) 本多聞 1 14205 下里　悠仁(2) 塩瀬
カタシマ　ノリヒロ ソノダ [12.80] イナオカ　マナト オオクラ [12.92]

2 11334 片島　憲弘(3) 園田 2 31289 稲岡　愛斗(2) 大蔵
ハラ　レイヤ シオセ [12.77] ナカタ　フミアキ タカラヅカダイイチ [12.83]

3 14280 原　伶泉矢(3) 塩瀬 3 16138 仲田　史晃(3) 宝塚第一
クドウ　ヒロナリ シオセ [12.75] タノ　ヨシユキ ホンタモン [12.85]

4 14202 工藤　弘成(2) 塩瀬 4 27026 田野　善之(2) 本多聞
オオウラ　ブンタ オオクボ [12.77] ヨシナリ　ジン オオクラ [12.83]

5 31604 大浦　文太(2) 大久保 5 31299 吉成　迅(2) 大蔵
ヤマジ　リョウスケ カコガワ [12.74] オチ　イッセイ ウオズミヒガシ [12.88]

6 32882 山路　綾介(2) 加古川 6 32026 越智　一誠(3) 魚住東
ホシザキ　カツナリ リョウナン [12.80] ウエダ　タケル リョウナン [12.90]

7 33934 星﨑　勝成(3) 陵南 7 33924 上田　猛尊(3) 陵南
ジョウコウ　マサト フタミ [12.80] ヨネザワ　ハル アリノキタ [12.89]

8 32113 上甲　真聖(3) 二見 8 29393 米澤　羽琉(3) 有野北

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イチオカ　ショウゴ ソノダ [12.99] イノマタ　ユウヒ フタミ [13.08]

1 11332 市岡　将護(3) 園田 1 32133 猪股　勇陽(2) 二見
シブヤ　コウセイ ボウカイ [12.99] タケトシ　リュウ カコガワ [13.01]

2 31564 渋谷　洸晴(2) 望海 2 32887 竹歳　龍(2) 加古川
マツムラ　サンシロウ アリノキタ [12.93] アマノ　ショウタ ウエガハラ [13.00]

3 29389 松村　三四郎(3) 有野北 3 13151 天野　翔太(3) 上ケ原
ユウキ　リョウマ オオハラ [12.98] イケジリ　ガクト シオセ [13.00]

4 29156 由木　亮海(2) 大原 4 14271 池尻　楽人(3) 塩瀬
モリ　ユウト ウエガハラ [12.92] ミヤモト　ヒュウガ ソノダ [13.00]

5 13166 森　優人(3) 上ケ原 5 11345 宮本　彪翔(2) 園田
フジモト　シュリ ミキヒガシ [12.95] ミヤハラ　ショウセイ リョウナン [13.00]

6 35657 藤本　珠璃(2) 三木東 6 33951 宮原　翔晴(2) 陵南
ヤマジ　シュンスケ カコガワ [12.98] アガタ　セイノスケ ホンタモン [13.00]

7 32888 山路　俊介(2) 加古川 7 27014 縣　惺之介(3) 本多聞
ノムラ　セイリュウ アリノキタ [12.99] ナカノ　タイシ セイヨウ [13.00]

8 29305 野村　成龍(2) 有野北 8 35300 中野　汰士(3) 星陽
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリイ　リョウ ゴシキ [13.15] マツイ　アキト ミドリガオカ [13.26]

1 74090 守居　諒(3) 五色 1 35409 松居　暉大(2) 緑が丘
カワノ　ヨシト カコガワ [13.16] マルオ　トキヤ オオクボ [13.27]

2 32880 川野　吉翔(2) 加古川 2 31607 丸尾　斗騎哉(2) 大久保
ニシワキ　コウキ ウオズミヒガシ [13.08] ナカオ　シンゴ リョウナン [13.20]

3 32028 西脇　昊希(3) 魚住東 3 33922 中尾　慎吾(3) 陵南
ホンダ　タクミ アリノキタ [13.08] オオマエ　キラ アリノキタ [13.21]

4 29387 本多　拓海(3) 有野北 4 29395 大前　煌空(3) 有野北
ナカシマ　ソウ ウエガハラ [13.10] ナガイ　ダイト モトヤマミナミ [13.18]

5 13129 中島　壮(2) 上ケ原 5 20685 永井　大斗(3) 本山南
アワノ　カンタ ウエガハラ [13.09] タカイシ　ハルト ハサマ [13.22]

6 13121 粟野　幹太(2) 上ケ原 6 60503 高石　陽士(2) 狭間
ハナヤマ　ケンゴ カコガワヤマテ [13.11] セト　オウガ ウオズミヒガシ [13.24]

7 33042 華山　献梧(3) 加古川山手 7 32024 瀬戸　凰牙(3) 魚住東
ニシジマ　ハルト ナギサ [13.15] トビオカ　マコト モトヤマミナミ [13.22]

8 21835 西島　悠翔(3) 渚 8 20623 飛岡　誠人(2) 本山南

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワタナベ　イチカ ウエガハラ [13.30] タメオカ　リュウセイ アリノキタ [13.39]

1 13169 渡邊　己史(3) 上ケ原 1 29383 爲岡　龍正(3) 有野北
ヤマモト　ハルト ハマノミヤ [13.32] カメイ　ユウキ ホウバイ [13.40]

2 33417 山本　悠翔(2) 浜の宮 2 16278 亀井　悠希(3) 宝梅
コヤナギ　アキ カコガワヤマテ [13.27] ササキ　ライキ モトヤマミナミ [13.33]

3 33052 小柳　葵季(2) 加古川山手 3 20698 佐々木　来起(3) 本山南
ヤマモト　イッペイ ヒョウキョウダイフゾク [13.30] サカモト　ヒデユキ アサギリ [13.33]

4 38529 山本　一平(2) 兵教大附属 4 31166 坂本　秀幸(2) 朝霧
ヤスモト　ツバサ ソノダ [13.29] キシモト　カイリ カコガワチュウブ [13.36]

5 11340 安本　翔咲(2) 園田 5 33135 岸本　快里(2) 加古川中部
イシイ　シンイチロウ ウオズミ [13.27] サカモト　ショウ モトヤマミナミ [13.32]

6 31903 石井　慎一郎(3) 魚住 6 20620 坂本　翔(2) 本山南
シバタ　シュラ ウオズミ [13.30] サトウ　ソウスケ ウオズミヒガシ [13.37]

7 31906 芝田　朱来(3) 魚住 7 32016 佐藤　颯佑(3) 魚住東
ナカガワ　タクマ ウエガハラ [13.30] オカダ　ケイゴ アリノキタ [13.39]

8 13160 中川　拓磨(3) 上ケ原 8 29355 岡田　圭吾(3) 有野北

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリタ　サトル タカラヅカダイイチ [13.47] キジマ　ヒロミ ミキヒガシ [13.51]

1 16156 森田　聖琉(2) 宝塚第一 1 35652 木嶋　宏海(2) 三木東
シマ　ハヤト アリノキタ [13.46] ニンベ　ユウキ モモヤマダイ [13.51]

2 29359 志摩　颯音(3) 有野北 2 26116 仁部　祐大(3) 桃山台
ヤノ　ケイゴ ゴシキ [13.43] トヨムラ　コウタ オオクボ [13.49]

3 74005 矢野　圭悟(2) 五色 3 31606 豊村　宏太(2) 大久保
シンドウ　ショウセイ モモヤマダイ [13.40] サダモト　コウヘイ ヒョウキョウダイフゾク [13.50]

4 26114 進藤　翔誠(3) 桃山台 4 38522 定本　航平(2) 兵教大附属
ク　ユソン ウエガハラ [13.41] トサ　ユウキ アリノキタ [13.48]

5 13124 具　宥聖(2) 上ケ原 5 29384 土佐　侑希(3) 有野北
ミキ　リュウノスケ カコガワ [13.44] ニシガキ　ケイスケ ヒオカ [13.50]

6 32884 三木　隆之介(2) 加古川 6 32963 西垣　佳祐(3) 氷丘
ヤマサキ　シン ゴシキ [13.45] イシハラ　ヒロト カコガワ [13.51]

7 74006 山﨑　心(2) 五色 7 32886 石原　煕仁(2) 加古川
ウエムラ　カンタ ウオズミ [13.44] フクダ　ユウト エイガジマチュウ [13.51]

8 31908 上村　貫太(3) 魚住 8 31885 福田　悠仁(3) 江井島
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヌマジリ　ユウト アリノキタ [13.57] エグチ　ユイト オオマト [13.74]

1 29385 沼尻　優和(3) 有野北 1 45884 江口　結翔(3) 大的
フジモト　シュンキ ソノダ [13.57] アラカワ　ダイキ モトヤマミナミ [13.75]

2 11343 藤本　駿希(2) 園田 2 20691 荒川　大輝(3) 本山南
キタガワ　カズマ ウオズミヒガシ [13.54] イケウチ　ハクア アリノキタ [13.58]

3 32022 北川　一真(3) 魚住東 3 29351 池内　珀蒼(3) 有野北
カメムラ　サスケ オオクラ [13.53] イケダ　ソウタロウ ヤマグチ [13.61]

4 31261 亀村　咲佑(3) 大蔵 4 14151 池田　颯大朗(2) 山口
ツツイ　リョウ モトヤマミナミ [13.55] ヒロナガ　リョウ オオクボキタ [13.62]

5 20622 筒井　瞭(2) 本山南 5 32276 廣長　凌(2) 大久保北
キムラ　ジン オオクラ [13.53] サカイ　ユウセイ オオクラ [13.69]

6 31286 木村　仁(2) 大蔵 6 31274 酒井　優成(3) 大蔵
ナカオ　イブキ キヌガワ [13.57] ミヤモト　コウキ アリノキタ [13.72]

7 31329 中尾　伊吹(2) 衣川 7 29394 宮本　倖輝(3) 有野北
キシイ　ユウキ セイヨウ [13.55] タナカ　セイタロウ アリノキタ [13.73]

8 35320 岸井　佑樹(2) 星陽 8 29302 田中　惺太朗(2) 有野北

21組 (-  .  m/s) 22組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イシバシ　リョウ オオクボキタ [13.87] ハヤシ　ソウマ キヌガワ [13.91]

1 32261 石橋　凌(3) 大久保北 1 31330 林　颯馬(2) 衣川
ナカムラ　ナオ カワラギチュウガッコウ [13.83] オカダ　リョウタ カコガワチュウブ [13.95]

2 13572 中村　直央(3) 瓦木 2 33132 岡田　亮太(2) 加古川中部
キヌガワ　コウキ ワダヤマ [13.76] カジ　コウキ カワラギチュウガッコウ [13.88]

3 83438 衣川　功樹(3) 和田山 3 13591 梶　亘希(2) 瓦木
タカサキ　コウキ オオクボ [13.79] サナ　カズヤ キヌガワ [13.90]

4 31645 高崎　航希(3) 大久保 4 31324 佐名　一泰(2) 衣川
ノウ　ユヅキ ワダヤマ [13.77] ヤマモト　ミツル イマヅ [13.89]

5 83431 能　由都輝(3) 和田山 5 13733 山本　光流(3) 今津
キンノ　リン アリノキタ [13.76] キタオカ　サイト ボウカイ [13.89]

6 29356 金野　凛生(3) 有野北 6 31567 北岡　才人(2) 望海
キシモト　テッペイ ハマノミヤ [13.79] ムカエ　コウタ オオハラ [13.90]

7 33487 岸元　哲平(3) 浜の宮 7 29136 向江　晃汰(3) 大原
ナイトウ　ユウト カコガワチュウブ [13.81] ヤマモト　リク ワダヤマ [13.90]

8 33140 内藤　佑翔(2) 加古川中部 8 83435 山本　陸生(3) 和田山

23組 (-  .  m/s) 24組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラタ　リョウ ホウバイ [14.00] シブタニ　ユウスケ ハマノミヤ [14.20]

1 16219 平田　怜(2) 宝梅 1 33490 澁谷　侑祐(3) 浜の宮
ツジモト　ワタル ホウバイ [14.00] ホソダ　ユウセイ ホウバイ [14.20]

2 16212 辻本　亘(2) 宝梅 2 16215 細田　悠星(2) 宝梅
クサカ　ソウタ モモヤマダイ [13.95] タカタ　ヒロト ツナ [13.8]

3 26126 日下　爽汰(2) 桃山台 3 74470 髙田　大翔(2) 津名
オオクボ　ユウガ アリノキタ [13.95] ナクイ　トシヒコ ハサマ [14.01]

4 29354 大久保　優雅(3) 有野北 4 60508 名久井　俊彦(2) 狭間
ウエムラ　アオイ シオセ [14.00] カワマタ　リュウノスケ ナギサ [14.06]

5 14201 植村　碧(2) 塩瀬 5 21832 川俣　隆之介(3) 渚
タケナカ　シュウホ キヌガワ [13.95] ミイチ　ユウヤ アリノキタ [14.06]

6 31328 竹中　柊歩(2) 衣川 6 29307 見市　優弥(2) 有野北
カケダ　ヒロト ソノダ [14.00] グェントゥン　ダット ウオズミヒガシ [14.15]

7 11341 掛田　大和(2) 園田 7 32037 グェントゥン　ダット(2) 魚住東
サカネ　ヨウタ オオクボ [14.00] コバヤシ　イッシン リョウナン [14.12]

8 31641 坂根　陽太(3) 大久保 8 33949 小林　一心(2) 陵南
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

25組 (-  .  m/s) 26組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スギモト　ルイ カコガワヤマテ [14.31] サトウ　フェイト オオクラ [14.44]

1 33053 杉本　琉維(2) 加古川山手 1 31282 佐藤　ふぇいと(2) 大蔵
スエヨシ　ツカサ カコガワチュウブ [14.31] オワリ　カイト モモヤマダイ [14.44]

2 33138 末吉　司(2) 加古川中部 2 26124 尾割　海翔(2) 桃山台
ミナミゾノ　シュンキ フタミ [14.28] イワサキ　テッペイ モモヤマダイ [14.36]

3 32144 南薗　隼稀(2) 二見 3 26111 岩﨑　鉄平(3) 桃山台
ミズタニ　ジン アリノキタ [14.28] タカハシ　リョウ ナギサ [14.32]

4 29308 水谷　仁(2) 有野北 4 21842 髙橋　遼(2) 渚
シモダ　イッケイ オオクラ [14.24] エグチ　ユウマ ミキヒガシ [14.31]

5 31271 下田　一慶(3) 大蔵 5 35637 江口　祐守(3) 三木東
アサノ　ワタル ホウバイ [14.22] オクダ　ハル カコガワチュウブ [14.38]

6 16272 浅野　渉(3) 宝梅 6 33133 奥田　陽(2) 加古川中部
トマシタ　キリ ホンタモン [14.29] オノ　ツバサ リョウナン [14.40]

7 27027 笘下　　惺(2) 本多聞 7 33947 小野　翼(2) 陵南
タニグチ　トア ウオズミヒガシ [14.29] カネダ　コウキ アサギリ [14.40]

8 32036 谷口　斗亜(2) 魚住東 8 31143 金田　浩輝(3) 朝霧

27組 (-  .  m/s) 28組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イデ　テツヒロ フタミ [14.64] ホソカワ　ソウタ ホンタモン [14.86]

1 32132 井出　鉄博(2) 二見 1 27029 細川　颯汰(2) 本多聞
ヒグチ　ユウヤ ナギサ [14.64] ムラタ　ショウタ エイガジマチュウ [14.82]

2 21843 樋口　雄哉(2) 渚 2 31886 村田　翔太(3) 江井島
ヨシモト　コウタロウ ホウバイ [14.50] ウチダ　トア カコガワチュウブ [14.75]

3 16220 吉元　洸太郎(2) 宝梅 3 33131 内田　翔空(2) 加古川中部
ウオシマ　ミナト タカトリ [14.49] コンドウ　ミズキ ホンタモン [14.76]

4 25146 魚嶋　湊(3) 鷹取 4 27024 近藤　瑞輝(2) 本多聞
マツノハナ　ヒロト アリノキタ [14.48] フナオカ　シュンスケ エイガジマチュウ [14.78]

5 29306 松端　陽斗(2) 有野北 5 31882 舩岡　駿介(3) 江井島
オカモト　ヨウスケ ホウバイ [14.50] キタノ　カケル ウオズミヒガシ [14.72]

6 16206 岡本　陽友(2) 宝梅 6 32023 北野　翔(3) 魚住東
スギモト　ハンジ キヌガワ [14.52] マエハタ　ハヤト セイヨウ [14.78]

7 31326 杉本　帆志(2) 衣川 7 35322 前畠　颯斗(2) 星陽
アヤキ　ケンイチロウ ウオズミヒガシ [14.52] タケダ　ユウヒ フタミ [14.81]

8 32020 綾木　健一郎(3) 魚住東 8 32137 竹田　悠陽(2) 二見

29組 (-  .  m/s) 30組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカヤマ　ワタル アリノキタ [15.10] カトウ　ユウセイ ホウバイ [15.50]

1 29304 中山　航(2) 有野北 1 16209 加藤　優征(2) 宝梅
ヤマナカ　ハルト アリノキタ [15.10] ハタ　ヒロキ ウオズミヒガシ [15.53]

2 29309 山中　春人(2) 有野北 2 32040 畑　寛希(2) 魚住東
カガワ　アサヒ カコガワチュウブ [14.87] マエダ　シュンタ ヒョウキョウダイフゾク [15.16]

3 33145 香川　朝陽(2) 加古川中部 3 38526 前田　瞬太(2) 兵教大附属
フクヤス　ソウシ キヌガワ [14.91] イケダ　タクト エイガジマチュウ [15.20]

4 31305 福安　創士(3) 衣川 4 31880 池田　匠人(3) 江井島
キダ　ダイゴ ミキヒガシ [14.89] ニシオカ　シュウジ ボウカイ [15.21]

5 35654 木多　大鼓(2) 三木東 5 31557 西岡　嵩二(2) 望海
ヤノ　タクマ ボウカイ [14.86] ツダ　リク タカラヅカダイイチ [15.30]

6 31566 矢野　匠真(2) 望海 6 16153 津田　璃久(2) 宝塚第一
タネ　シンタロウ シオセ [15.00] ハラ　ショウマ ナギサ [15.35]

7 14206 多祢　心大朗(2) 塩瀬 7 21836 原　翔真(3) 渚
オガワ　ヒロト アリノキタ [15.05] マエハラ　ハルト ウオズミヒガシ [15.34]

8 29301 小川　潤人(2) 有野北 8 32027 前原　悠斗(3) 魚住東
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

31組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワモト　レイタ ハゼタニチュウ [18.96]

1 27391 岩元　玲太(2) 櫨谷
フルカワ　タクマ タカラヅカダイイチ

2 16155 古川　拓真(2) 宝塚第一
カタヤマ　ショウタロウ ノノイケ [16.83]

3 31431 片山　祥太朗(2) 野々池
アキヤマ　リュウキ モモヤマダイ [15.85]

4 26121 秋山　龍輝(2) 桃山台
クボゴウチ　カズマ エイガジマチュウ [16.02]

5 31892 久保河内　一馬(2) 江井島
ヤマニシ　ヒロトモ リョウナン [15.83]

6 33928 山西　宏朋(3) 陵南
オハラ　カンタ オオクラ [17.26]

7 31281 小原　歓大(2) 大蔵
スミダ　ホヅミ ナギサ [16.94]

8 21841 隅田　穂積(2) 渚
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共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ユラ　タクマ カコガワチュウブ [25.59] イトウ　コウタ ホンタモン [26.60]

1 33124 由良　拓磨(3) 加古川中部 1 27022 伊藤　洸太(2) 本多聞
クロカワ　ヒデトシ タルミヒガシチュウ [25.18] イオカ　ライト カコガワチュウブ [27.00]

2 26321 黒川　英敏(3) 垂水東 2 33111 井岡　頼斗(3) 加古川中部
シンジョウ　モトキ ソノダ [25.01] カキザキ　ショウ コウブ [25.64]

3 11335 新庄　幹(3) 園田 3 13463 柿崎　湘(3) 甲武
クリハラ　シュンノスケ オオハラ [24.30] オカザキ　イブキ シオセ [26.00]

4 29138 栗原　隼之介(3) 大原 4 14275 岡﨑　伊吹(3) 塩瀬
ミヤケ　レイト エイガジマチュウ [23.45] フジオカ　ショウゴ ハリマ [25.70]

5 31883 三宅　嶺翔(3) 江井島 5 39655 藤岡　憧伍(3) 播磨
キムヤ　イク モトヤマミナミ [24.53] マキノ　トモヒロ カワラギチュウガッコウ [26.02]

6 20603 金也　郁(3) 本山南 6 13577 牧野　智紘(3) 瓦木
ヤマサキ　サトイ ホウバイ [25.13] ナカタニ　バンリ ミキヒガシ [26.50]

7 16289 山﨑　慧(3) 宝梅 7 35643 中谷　絆里(3) 三木東
フクザキ　リュウキ ホンタモン [25.06] イシハラ　リョウタ カコガワチュウブ [26.42]

8 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 8 33113 石原　稜大(3) 加古川中部

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマグチ　コウセイ カワラギチュウガッコウ [27.92] イケダ　シュンスケ アリノキタ [28.86]

2 13579 山口　光政(3) 瓦木 2 29352 池田　駿介(3) 有野北
シモムラ　ハヤテ アリノキタ [27.46] ナガサワ　レンタロウ コウブ [28.07]

3 29380 下村　颯(3) 有野北 3 13489 長澤　廉太郎(2) 甲武
ナルカワ　クウガ タイサンジ [27.28] イシイ　タケル ハゼタニチュウ [28.48]

4 28124 鳴川　空雅(3) 太山寺 4 27384 石井　丈琉(3) 櫨谷
クスモト　ケイイチロウ ハゼタニチュウ [27.31] タケノウチ　リン モトヤマミナミ [28.08]

5 27387 楠本　敬一郎(3) 櫨谷 5 20683 竹之内　凛(3) 本山南
タナカ　コウヨウ ハゼタニチュウ [27.11] ツルタ　リュウショウ ホウデン [28.00]

6 27389 田中　康陽(3) 櫨谷 6 34306 鶴田　琉翔(2) 宝殿
ヒゴ　ハルキ キヌガワ [27.81] ヒサナガ　コウシロウ カワラギチュウガッコウ [28.73]

7 31304 肥後　遥己(3) 衣川 7 13594 久永　幸史朗(2) 瓦木
イデ　ヨシロウ ハゼタニチュウ [27.47] ナカオ　イブキ キヌガワ [28.65]

8 27385 井手　吉朗(3) 櫨谷 8 31329 中尾　伊吹(2) 衣川

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キムラ　ユウタ ハゼタニチュウ [34.43] モトゾノ　コタロウ ノノイケ

2 27396 木村　勇太(2) 櫨谷 2 31436 本薗　虎太郎(2) 野々池
シゲモト　コウキ ハゼタニチュウ [29.34] オカムラ　ユウマ ミドリガオカ

3 27397 重本　光輝(2) 櫨谷 3 35418 岡村　優磨(2) 緑が丘
ナカノ　ルイ オオクラ [30.61] ヤマサキ　フウマ ハマノミヤ

4 31291 中野　琉生(2) 大蔵 4 33416 山崎　楓馬(2) 浜の宮
ハヤシ　ソウマ キヌガワ [29.32] ヒキダ　ハルト ハゼタニチュウ

5 31330 林　颯馬(2) 衣川 5 27301 引田　陽翔(2) 櫨谷
タウチ　コウヨウ カワラギチュウガッコウ [28.98] ナガイ　ユウキ ハマノミヤ

6 13580 田内　皓陽(3) 瓦木 6 33411 長井　佑綺(2) 浜の宮
タニグチ　イブキ オオクラ [30.82] オオハシ　テンマ ハゼタニチュウ

7 31295 谷口　依武紀(2) 大蔵 7 27393 大橋　典馬(2) 櫨谷
ホッタ　ソウタロウ エイガジマチュウ [31.43] ワキタ　ナオト ノノイケ

8 31888 堀田　聡太郎(3) 江井島 8 31440 脇田　直人(2) 野々池
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共通男子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤブニシ　ハヤト エイガジマチュウ [57.04] ナカタ　リュウト カワラギチュウガッコウ [1:01.14]

2 31890 藪西　隼大(3) 江井島 2 13578 中田　琉斗(3) 瓦木
イブリ　ソウイチロウ イマヅ [53.45] ヒロベ　キッタ モトヤマミナミ [57.52]

3 13722 飯降　蒼一郎(3) 今津 3 20688 廣部　桔太(3) 本山南
オオニシ　セイト フタミ [56.05] ヤノ　ミクト ホウバイ [59.37]

4 32110 大西　勢翔(3) 二見 4 16287 矢野　心大(3) 宝梅
タキオカ　カズヒサ オオクラ [54.88] マツウラ　ケイスケ カワラギチュウガッコウ [59.24]

5 31269 瀧岡　千悠(3) 大蔵 5 13576 松浦　圭佑(3) 瓦木
モリタ　ハル コウブ [52.99] キハラ　ヒロト アリノ [59.99]

6 13469 森田　暖(3) 甲武 6 29244 木原　寛斗(2) 有野
キノシタ　リョウ ハマノミヤ [56.93] オカモト　タツキ コウブ [1:00.18]

7 33481 木下　綾(3) 浜の宮 7 13482 岡本　健輝(2) 甲武
クメ　タクミ オオクボ [56.33] オザキ　ハルト コウブ [1:00.15]

8 31653 粂　拓海(3) 大久保 8 13483 尾﨑　晴人(2) 甲武

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アダチ　リク オオクラ

2 31260 足立　陸(3) 大蔵
イケハラ　リュウヤ イマヅ [1:01.44]

3 13720 池原　竜也(3) 今津
ホリノウチ　シュン カコガワチュウブ [1:02.40]

4 33121 堀之内　駿(3) 加古川中部
ウエヤマ　ソウマ イマヅ [1:04.99]

5 13760 上山　颯真(2) 今津
ヤマダ　マナト アリノ [1:05.00]

6 29260 山田　眞大(2) 有野
イマムラ　カザト コウブ [1:05.00]

7 13478 今村　風斗(2) 甲武
スギハラ　コウダイ エイガジマチュウ

8 31893 杉原　煌大(2) 江井島
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共通男子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカシマ　ユイト タマツ [2:16.74] マルノ　エイタ ホウバイ [2:30.00]

1 27621 中島　唯翔(3) 玉津 1 16217 丸野　瑛馳(2) 宝梅
オオタ　ジュン アリノ [2:13.98] タカハシ　ソウタ ウオズミヒガシ [2:29.72]

2 29224 太田　詢(3) 有野 2 32038 髙橋　草太(2) 魚住東
カワベ　ダイジ タイサンジ [2:15.00] ホウズミ　ジョウ ヒガシタニ [2:30.00]

3 28122 河部　大侍(3) 太山寺 3 18163 宝住　丈(3) 東谷
ヤマグチ　ショウヤ タマツ [2:13.80] ウエダ　アオイ ボウカイ [2:29.77]

4 27602 山口　翔弥(3) 玉津 4 31559 上田　蒼(2) 望海
フクダ　ユウマ カコガワ [2:08.55] クラハシ　ハルト アリノ [2:23.18]

5 32827 福田　有真(3) 加古川 5 29228 倉橋　春都(3) 有野
ヨコヤマ　ハヤト シオセ [2:09.00] モリモト　ユキフミ コウブ [2:20.00]

6 14218 横山　隼士(2) 塩瀬 6 13494 森本　幸文(2) 甲武
タニグチ　ホクト ヒオカ [2:03.00] ヨシムラ　ユウキ オオクボ [2:22.25]

7 32964 谷口　北斗(3) 氷丘 7 31656 吉村　悠希(3) 大久保
ムラカミ　トモヤ ヒョウキョウダイフゾク [2:10.00] キタハラ　ユウキ カワラギチュウガッコウ [2:17.54]

8 38528 村上　智哉(2) 兵教大附属 8 13574 北原　悠暉(3) 瓦木
クボ　ユウク ボウカイ [2:11.89] ニシケ　キヨハル ハサマ [2:25.00]

9 31552 久保　優雲(3) 望海 9 60505 西家　清春(2) 狭間
ハク　ナオヤ ハリマミナミ [2:13.42] ハナダ　ユウキ ホウバイ [2:25.00]

10 39712 白玖　尚也(3) 播磨南 10 16284 花田　悠樹(3) 宝梅
マツモト　リュウタ カコガワ [2:10.12] ノムラ　タクミ アサギリ [2:27.81]

11 32831 松本　琉汰(3) 加古川 11 31146 野村　逞海(3) 朝霧
タカマツ　ケント ボウカイ [2:11.89] キクチ　ハル ヒョウキョウダイフゾク [2:24.00]

12 31555 高松　健斗(3) 望海 12 38521 菊池　　令(2) 兵教大附属
サダヒラ　ハルヒ オオクボ [2:13.56] イワサキ　オウダイ ハゼタニチュウ [2:29.40]

13 31654 貞平　春陽(3) 大久保 13 27386 岩崎　旺大(3) 櫨谷

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワイ　セイヤ ホウバイ [2:50.00]

1 16279 河合　惺也(3) 宝梅
スギモト　タクト ソノダ [2:40.43]

2 11331 杉本　匠斗(3) 園田
ミシマ　ユウヒ ウオズミヒガシ [2:44.98]

3 32035 三嶋　優陽(2) 魚住東
ササキ　ユイ ウオズミヒガシ [2:40.66]

4 32032 佐々木　維(2) 魚住東
ツルオカ　タクト ハリマミナミ [2:30.53]

5 39714 鶴岡　拓隼(2) 播磨南
オオニシ　コウヘイ シオセ [2:30.00]

6 14211 大西　晃平(2) 塩瀬
ナカニシ　ユウセイ ヒガシタニ [2:30.00]

7 18177 中西　祐成(3) 東谷
ナカタニ　レオン ハリマ [2:30.00]

8 39654 中谷　澪音(3) 播磨
アマノ　ショウタ ホウバイ [2:35.00]

9 16201 天野　翔太(2) 宝梅
ミズモト　ユウシ ハリマ [2:35.65]

10 39652 水元　雄司(3) 播磨
クボタ　キョウ ナギサ [2:34.45]

11 21833 久保田　京(3) 渚
イワシタ　リンタロウ ホウバイ [2:40.00]

12 16205 岩下　麟太郎(2) 宝梅
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サトウ　ユウスケ オオクボ [4:27.50] タナカ　シンノスケ アサギリ [4:41.26]

1 31651 佐藤　祐介(3) 大久保 1 31144 田中　慎乃亮(3) 朝霧
クボタ　ケイイチロウ シオセ [4:30.00] オギノ　リョウ シオセ [4:40.22]

2 14220 久保田　馨一朗(3) 塩瀬 2 14221 荻野　凌(3) 塩瀬
カンキ　セイト ホウデン [4:24.00] ナガイ　モトヤ ワダヤマ [4:42.28]

3 34354 神吉　惺翔(3) 宝殿 3 83441 永井　心八(3) 和田山
サクライ　コウイチ ホンタモン [4:22.82] マツモト　ソウタ カコガワ [4:38.82]

4 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 4 32829 松本　爽汰(3) 加古川
タナカ　ソウマ ホウデン [4:17.00] ヨシダ　ヒロト オオクラ [4:41.89]

5 34358 田中　颯眞(3) 宝殿 5 31268 吉田　大翔(3) 大蔵
ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ [4:10.00] ナカガワ　ソウ イマヅ [4:38.71]

6 29527 吉田　湧真(3) 星陵台 6 13721 中川　颯(3) 今津
サナダ　ダイスケ オオクボ [4:23.04] シオミ　ハヤト シオセ [4:42.00]

7 31655 真田　大輔(3) 大久保 7 14288 塩見　勇翔(3) 塩瀬
ヨシカワ　ヒビキ オオマト [4:21.12] ハマダ　ヒロキ セイリョウダイ [4:40.00]

8 45882 吉川　響葵(3) 大的 8 29528 濱田　弘喜(3) 星陵台
ハセガワ　ヒロト リョウナン [4:29.81] ドウウチ　ツバサ ノノイケ [4:40.03]

9 33926 長谷川　大翔(3) 陵南 9 31458 堂内　翼(3) 野々池
ナカガキ　ハヤト オオクラ [4:25.00] フクイ　タクト シオセ [4:40.81]

10 31283 中垣　颯斗(2) 大蔵 10 14294 福井　琢斗(3) 塩瀬
カワイ　ユウダイ ウオズミ [4:36.42] ウジハラ　キョウシロウ ハサマ [4:46.60]

11 31909 河合　雄大(3) 魚住 11 60501 氏原　京志郎(2) 狭間
ススキ　ユウガ タカラヅカダイイチ [4:36.20] イナガキ　ミタカ ヒョウキョウダイフゾク [4:45.00]

12 16135 須々木　優芽(3) 宝塚第一 12 38511 稲垣　心崇(3) 兵教大附属
カマクラ　ユウ シオセ [4:34.64] ヤナイ　カイト ホウデン [4:40.00]

13 14212 鎌倉　優(2) 塩瀬 13 34368 柳井　快音(3) 宝殿
フジモト　シュウト アリノ [4:35.91] イノウエ　ソウタ ウオズミ [4:46.39]

14 29233 藤本　嵩統(3) 有野 14 31904 井上　颯大(3) 魚住
コバヤシ　タクム シオセ [4:34.82] ヤマモト　ダイチ ウエガハラ [4:43.56]

15 14214 小林　拓夢(2) 塩瀬 15 13167 山本　大智(3) 上ケ原
フジモト　ソウイチロウ アサギリ [4:35.64] ウエダ　タクト オオクボ [4:49.00]

16 31164 藤本　宗一郎(2) 朝霧 16 31647 植田　拓隼(3) 大久保
サイトウ　ジョウ コウブ [4:35.53] ミヤタ　ヒビキ シオセ [4:45.51]

17 13466 齊藤　丈(3) 甲武 17 14295 宮田　響輝(3) 塩瀬
ワカバヤシ　ツカサ ホウデン [4:29.00] コガ　ハルト オオハラ [4:40.00]

18 34308 若林　司(2) 宝殿 18 29135 古賀　暖大(3) 大原
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ [4:25.00] キシダ　タクヤ シオセ [4:44.00]

19 29513 中治　幸大(2) 星陵台 19 14286 岸田　拓也(3) 塩瀬
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシムラ　ユウト ウオズミヒガシ [4:53.70] タダ　ソウシ カコガワヤマテ [5:00.00]

1 32034 西村　悠人(2) 魚住東 1 33054 多田　壮志(2) 加古川山手
モリ　ヒナタ ホウデン [4:51.00] ナカツカ　ハルト カコガワチュウブ [4:59.00]

2 34367 森　陽向(3) 宝殿 2 33141 中塚　春都(2) 加古川中部
タグチ　フミヤ ノノイケ [4:51.17] コバヤシ　ミライ ヒオカ [5:00.00]

3 31455 田口　詞也(3) 野々池 3 32971 小林　未来(2) 氷丘
ニシカワ　ルイ タマツ [4:49.82] ニシオカ　レンセイ オオマト [4:57.85]

4 27606 西河　琉伊(3) 玉津 4 45809 西岡　怜晟(2) 大的
オノ　ソウ シオセ [4:50.02] カナザワ　ケイヤ ソノダ [4:59.76]

5 14219 小野　漱(2) 塩瀬 5 11330 金澤　慶哉(3) 園田
イトウ　ユウマ ウオズミ [4:50.57] マスダ　ケン キヌガワ [4:57.09]

6 31916 伊東　祐真(2) 魚住 6 31306 増田　絢(3) 衣川
ワダ　イオリ ハリマミナミ [4:52.42] サエキ　ジョウ ヤマグチ [4:59.01]

7 39717 和田　伊織(2) 播磨南 7 14155 佐伯　丈(2) 山口
カマタ　テツシ タカトリ [4:50.50] タカハシ　ユウタ タマツ [4:58.63]

8 25140 鎌田　哲士(3) 鷹取 8 27604 髙橋　悠太(3) 玉津
オオサキ　ソウマ コウブ [4:50.91] キタナカ　アツヤ タカツカサ [4:59.21]

9 13479 大﨑　壮真(2) 甲武 9 16604 北中　孝矢(3) 高司
シバタ　カズキ リョウナン [4:54.19] テンジン　ユキノジョウ ウエガハラ [5:00.00]

10 33941 柴田　一樹(2) 陵南 10 13135 天神　幸之丞(2) 上ケ原
ツジモト　ユウダイ オオクラ [4:50.00] ミヤモト　ヨシナリ エイガジマチュウ [5:00.46]

11 31287 辻本　祐大(2) 大蔵 11 31891 宮本　義成(3) 江井島
モリ　シュウア ソノダ [4:54.61] カジカワ　ソウタ タマツ [5:02.07]

12 11342 森　秋愛(2) 園田 12 27633 梶川　颯汰(2) 玉津
ナガタ　イブキ シオセ [4:55.20] ハナオカ　マサト ハリマミナミ [5:02.85]

13 14292 永田　依煌(3) 塩瀬 13 39715 花岡　真人(2) 播磨南
イワタ　ユウキ ハサマ [4:56.06] イソマタ　シュウ タマツ [5:00.30]

14 60579 岩田　祐樹(3) 狭間 14 27600 磯俣　柊(3) 玉津
ムライ　ユウタ タカトリ [4:50.00] クボタ　リョウ カコガワヤマテ [5:00.00]

15 25142 村井　優太(3) 鷹取 15 33041 久保田　亮(3) 加古川山手
イノウエ　ユウト セイリョウダイ [4:55.00] ヤク　トウマ ワダヤマ [5:01.55]

16 29520 井上　雄登(3) 星陵台 16 83437 夜久　柊真(3) 和田山
サキヤマ　アイセイ リョウナン [4:56.93] ヤソ　タカアキ オオマト [5:00.75]

17 33932 先山　逢宣(3) 陵南 17 45812 八十　孝明(2) 大的
キムラ　カイト ワダヤマ [4:55.05] ヒラオカ　ライ シオセ [4:59.33]

18 83436 木村　海斗(3) 和田山 18 14293 平岡　頼(3) 塩瀬
ナカハラ　タイシ リョウナン [4:51.42] スズキ　ヒロト オオクボ [4:58.24]

19 33925 中原　太志(3) 陵南 19 31648 鈴木　大翔(3) 大久保
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワサ　タクヤ アサギリ [5:07.54] ハヤシ　ヒバリ ノノイケ [5:27.54]

1 31148 岩佐　拓哉(3) 朝霧 1 31435 林　翔春(2) 野々池
オオクラ　ユウヤ タカツカサ [5:07.68] ヤブタ　リク オオクボ [5:27.00]

2 16613 大倉　優弥(2) 高司 2 31600 薮田　陸(2) 大久保
ツカザキ　ヒロキ ノノイケ [5:03.06] ナカムラ　ショウタ ボウカイ [5:23.95]

3 31457 塚崎　裕基(3) 野々池 3 31568 中村　祥太(2) 望海
ヤマザキ　ヒビキ オオマト [5:03.36] コジマ　リュウウ イマヅ [5:14.27]

4 45806 山崎　響揮(2) 大的 4 13730 小島　琉羽(3) 今津
カキハラ　コウタ フタミ [5:07.69] ホンダ　ユウマ フタミ [5:19.61]

5 32111 柿原　洸太(3) 二見 5 32143 本田　悠真(2) 二見
ヨシフサ　ケンタ ノノイケ [5:05.49] エグチ　ハルト イマヅ [5:18.22]

6 31438 吉房　健太(2) 野々池 6 13753 江口　遥都(2) 今津
ミヤタ　タクマ シオセ [5:06.18] イトウ　ユイト タマツ [5:24.11]

7 14216 宮田　拓馬(2) 塩瀬 7 27603 伊藤　由翔(3) 玉津
ハマオカ　ツヨシ タカトリ [5:05.70] ウエツキ　リク アリノ [5:24.74]

8 25150 濱岡　豪(2) 鷹取 8 29221 植月　理丘(3) 有野
タニグチ　ハルノブ ヒオカ [5:08.00] コバヤシ　リョウヤ フタミ [5:21.44]

9 32974 谷口　陽宣(2) 氷丘 9 32112 小林　涼也(3) 二見
クロキ　ライト タマツ [5:05.88] イサガワ　トガ ウエガハラ [5:24.01]

10 27634 黒木　麗翔(2) 玉津 10 13122 去来川　都雅(2) 上ケ原
ミクリ　ショウマ ハマノミヤ [5:12.64] タカサカ　コウゾウ キヌガワ [5:25.74]

11 33414 御栗　尚真(2) 浜の宮 11 31327 髙阪　鴻蔵(2) 衣川
オオノ　ゴウジン アリノ [5:10.21] ヤマサキ　リオ アサギリ [5:26.12]

12 29242 大野　豪仁(2) 有野 12 31160 山崎　凜士(2) 朝霧
マルイワ　ケイト ホウバイ [5:10.79] ヤスナガ　アイキ ホンタモン [5:27.42]

13 16216 丸岩　慶大(2) 宝梅 13 27012 安永　明生(3) 本多聞
コンドウ　モトキ ハマノミヤ [5:14.02] カジ　ヒロキ ホウバイ [5:25.00]

14 33409 近堂　心明(2) 浜の宮 14 16207 鍛冶　大輝(2) 宝梅
トクダ　モトユキ ホウバイ [5:10.40] ミナミ　ハルト ホンタモン [5:25.00]

15 16281 德田　基侑(3) 宝梅 15 27018 南　遥翔(3) 本多聞
キクチ　ソウタ ヒオカ [5:10.00] シミズ　アキヒサ カコガワ [5:26.33]

16 32973 菊池　創太(2) 氷丘 16 32881 清水　秋寿(2) 加古川
ゴウナイ　ケイスケ ホンタモン [5:10.30] アダチ　ショウタロウ ホンタモン [5:17.76]

17 27023 合内　啓輔(2) 本多聞 17 27020 足立　將太郎(2) 本多聞
ヤマグチ　ソウマ ツナ [5:10.00] カワイ　シンノスケ ウエガハラ [5:18.00]

18 74471 山口　蒼磨(2) 津名 18 13123 河合　真ノ介(2) 上ケ原
シモノ　ユウア オオクボ [5:13.00] ヤスナガ　リュウセイ シオセ [5:15.77]

19 31640 下野　有陽(3) 大久保 19 14217 安永　隆生(2) 塩瀬
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

7組 8組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コミナミ　ソラ コウブ [5:30.00] コンナイ　トライチ ウエガハラ [5:51.00]

1 13485 小南　空(2) 甲武 1 13125 近内　虎一(2) 上ケ原
フルサワ　ナオマ オオクラ [5:30.00] タカイ　リト オオクボキタ [6:02.47]

2 31292 古澤　尚真(2) 大蔵 2 32262 髙井　理翔(3) 大久保北
カメダ　ルキ ヒガシタニ [5:32.00] マツバラ　ユウト ソノダ [5:54.00]

3 18101 亀田　琉輝(2) 東谷 3 11347 松原　悠斗(2) 園田
ナカニシ　ユウト ハサマ [5:27.55] マエサキ　ユウト イマヅ [5:50.13]

4 60504 中西　優人(2) 狭間 4 13758 前﨑　優斗(2) 今津
フジタ　ショウ セイヨウ [5:30.68] サワイ　サトシ キヌガワ [6:08.13]

5 35301 藤田　翔(3) 星陽 5 31325 澤井　惺(2) 衣川
タケモト　スグル ホンタモン [5:28.82] マエダ　イッセイ タカトリ [5:50.1]

6 27025 竹本　傑(2) 本多聞 6 25152 前田　壱成(2) 鷹取
イハラ　テルヒト ウオズミヒガシ [5:33.14] ヨシザワ　ケンショウ ソノダ [5:53.47]

7 32030 井原　輝人(2) 魚住東 7 11338 吉澤　健翔(2) 園田
ハシヅメ　シュンゴ セイヨウ [5:28.90] タムラ　ユウキ タマツ [5:50.0]

8 35321 橋爪　春醐(2) 星陽 8 27605 田村　祐樹(3) 玉津
ハバ　ヨシアキ オオクラ [5:29.47] ツツ　イツキ タカラヅカダイイチ [5:58.04]

9 31267 羽馬　義瑛(3) 大蔵 9 16154 筒　唯月(2) 宝塚第一
コウダ　トワ オオクラ [5:30.00] ナカムラ　キイチロウ オオマト [5:52.17]

10 31265 幸田　遥羽(3) 大蔵 10 45808 中村　旗一郎(2) 大的
ヤマモト　カズキ ホウバイ [5:45.00] クマモト　コウタ キヌガワ [7:54.03]

11 16218 山本　一樹(2) 宝梅 11 31322 熊本　虹太(2) 衣川
イマイケ　アツシ ボウカイ [5:27.82] サイトウ　ムツキ ウオズミヒガシ [6:34.76]

12 31558 今池　篤志(2) 望海 12 32033 齋藤　睦季(2) 魚住東
イシハラ　シュンペイ オオマト [5:37.47] フジオカ　コウタロウ アリノ

13 45807 石原　瞬平(2) 大的 13 29263 藤岡　孝太郎(2) 有野
タマノ　ユイト ホンタモン [5:33.7] ミキ　コタロウ オオクボキタ [6:19.24]

14 27017 玉野　結人(3) 本多聞 14 32278 三木　琥太朗(2) 大久保北
ヤジマ　ライト モモヤマダイ [5:42.17] ミヤザキ　アユム オオクボ [6:19.00]

15 26129 八島　来人(2) 桃山台 15 31603 宮崎　歩夢(2) 大久保
ナカザト　ユウキ フタミ [5:44.10] ハルオカ　ユウセイ タカトリ [6:10.0]

16 32138 中里　裕貴(2) 二見 16 25143 治岡　悠惺(3) 鷹取
ニシウミ　ユウゴ フタミ [5:35.88] オオサキ　カズヤ オオクボ [5:48.30]

17 32139 西海　悠悟(2) 二見 17 31602 大崎　和也(2) 大久保
イチムラ　リョウタロウ ホンタモン [5:41.72] アサノ　ヒサト オオクラ [6:15.00]

18 27021 市村　玲太郎(2) 本多聞 18 31270 浅野　寿人(3) 大蔵
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共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ツザキ　ソウタ タマツ [9:36.37] タカサカ　コウゾウ キヌガワ [11:29.77]

1 27607 津崎　颯大(3) 玉津 1 31327 髙阪　鴻蔵(2) 衣川
オオノ　ハルキ ヒガシタニ [9:40.00] エナミ　サクラ ヒガシタニ [11:30.00]

2 18160 大野　晴輝(3) 東谷 2 18105 榎並　桜輝(2) 東谷
タイラ　トライ セイリョウダイ [9:40.00] ムカイ　ユウト タカトリ [11:30.00]

3 29522 平　虎生(3) 星陵台 3 25141 向井　悠人(3) 鷹取
キヌガワ　ユウタ ワダヤマ [9:10.47] カシハラ　ダイキ ハゼタニチュウ [10:32.14]

4 83439 衣川　勇太(3) 和田山 4 27394 柏原　大輝(2) 櫨谷
サエキ　ハルト アサギリ [9:15.30] サクライ　コウイチ ウオズミヒガシ [10:35.13]

5 31142 佐伯　遥大(3) 朝霧 5 32031 櫻井　輝一(2) 魚住東
クスノキ　コウイチロウ シオセ [9:25.00] アオヤギ　ユウヒ アリノキタ [10:56.58]

6 14287 楠　幸一郎(3) 塩瀬 6 29350 青柳　雄大(3) 有野北
イワサキ　リョウマ アサギリ [9:28.86] タカギ　ダイ ハマノミヤ [10:56.98]

7 31149 岩﨑　竜馬(3) 朝霧 7 33488 髙木　大(3) 浜の宮
タカスギ　ショウタ セイリョウダイ [9:30.00] ヤマノウエ　リク ヒガシタニ [11:00.00]

8 29523 髙杉　彰太(3) 星陵台 8 18102 山上　璃久(2) 東谷
サト　ヒロキ オオハラ [9:31.08] ヤマグチ　タクミ ウオズミヒガシ [11:00.00]

9 29134 里　拓樹(3) 大原 9 32019 山口　匠(3) 魚住東
サトウ　トア ホウデン [9:35.00] サカモト　コウメイ ウエガハラ [11:00.06]

10 34355 佐藤　透晏(3) 宝殿 10 13126 阪本　孔明(2) 上ケ原
タマハル　タイゾウ シオセ [9:35.00] ナカムラ　レイキ カコガワ [11:03.17]

11 14290 玉春　汰造(3) 塩瀬 11 32821 中村　玲希(3) 加古川
モモキ　アイキ アサギリ [9:36.19] タケザキ　リュウト アリノ [11:16.04]

12 31165 桃木　愛希(2) 朝霧 12 29229 竹崎　隆翔(3) 有野
ニイダ　リュウノスケ オオクボ [10:20.51] カイ　ケント ハマノミヤ

13 31652 仁井田　竜之介(3) 大久保 13 33405 甲斐　健斗(2) 浜の宮
マエガタ　リョウ エイガジマチュウ [10:22.74] トクヤマ　ヨシナオ ハゼタニチュウ [11:32.07]

14 31889 前潟　諒(3) 江井島 14 27399 德山　毅直(2) 櫨谷
モリタ　ケイゴ ヒガシタニ [10:30.00] タガシラ　トクマル ハゼタニチュウ [11:32.65]

15 18164 森田　圭吾(3) 東谷 15 27398 田頭　徳丸(2) 櫨谷
ヒガシカゲ　タイシ カコガワチュウブ [9:41.05] フジナミ　タクロウ ハゼタニチュウ [11:32.88]

16 33119 東影　大志(3) 加古川中部 16 27302 藤濤　拓郎(2) 櫨谷
アリタ　イツキ ボウカイ [9:45.00] ミサキ　ヨウスケ アリノキタ [11:47.77]

17 31563 有田　一稀(2) 望海 17 29390 三﨑　陽介(3) 有野北
コミヤ　ノゾミ コウブ [9:46.38] ミヤザキ　リク ヒガシタニ [12:00.00]

18 13465 小宮　望(3) 甲武 18 18103 宮崎　凛久(2) 東谷
タマダ　ショウヘイ アサギリ [9:48.04] オオグシ　ヒデキ ハマノミヤ

19 31145 玉田　匠平(3) 朝霧 19 33402 大串　英貴(2) 浜の宮
マエダ　カイリ カコガワチュウブ [9:56.36] ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ

20 33144 前田　浬(2) 加古川中部 20 33413 七條　拓也(2) 浜の宮
タニダ　コタロウ アリノキタ [9:59.47] アカナ　ケイシロウ ナギサ

21 29382 谷田　琥太郎(3) 有野北 21 21831 赤名　慶志朗(3) 渚
コンドウ　ソウイチロウ セイリョウダイ [10:00.00] トリウチ　ハヤト アリノ

22 29512 近藤　壮一郎(2) 星陵台 22 29251 鳥内　勇門(2) 有野
タカハシ　ケント タイサンジ [10:00.00] ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ

23 28154 髙橋　健人(2) 太山寺 23 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮
タニグチ　ユウト ホウデン [10:15.00]

24 34305 谷口　悠斗(2) 宝殿
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共通男子110mH [91.4cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　ユウタ ハリマ [16.93] マツマエ　タイガ セイリョウダイ [17.65]

2 39657 藤原　悠大(3) 播磨 2 29525 松前　大雅(3) 星陵台
ミサワ　ケンシン フタミ [15.91] ヤマモト　ヤスト ハリマ [17.35]

3 32120 三澤　堅心(3) 二見 3 39653 山本　靖斗(3) 播磨
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ [14.93] ウラカド　ソウケン ヤマグチ [17.40]

4 29526 三宅　陽立(3) 星陵台 4 14152 浦門　爽絢(2) 山口
コバヤシ　ユウセイ ハリマ [16.12] イシカワ　ヨウイチロウ ワダヤマ [17.38]

5 39650 小林　勇惺(3) 播磨 5 83430 石川　陽一郎(3) 和田山
マエダ　リンスケ ノノイケ [16.44] マツオカ　カズマ ボウカイ [17.33]

6 31464 前田　凛佑(3) 野々池 6 31553 松岡　一真(3) 望海
ハラシナ　アユキ カコガワ [16.46] ハヤセ　ユウト カコガワチュウブ [17.57]

7 32822 原科　歩季(3) 加古川 7 33118 早瀬　優叶(3) 加古川中部
ウエムラ　コウキ リョウナン [16.75] イノクチ　コウスケ ホウバイ [17.50]

8 33930 上村　恒貴(3) 陵南 8 16204 猪口　幸祐(2) 宝梅

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キムラ　ユウタ オオクラ [19.12] ヤマシタ　カエデ ウエガハラ [19.98]

2 31290 木村　優太(2) 大蔵 2 13130 山下　楓(2) 上ケ原
ヒガキ　ヨシヒト ウエガハラ [18.00] ベップ　タイガ カコガワチュウブ [19.25]

3 13164 檜垣　禮人(3) 上ケ原 3 33120 別府　大雅(3) 加古川中部
セラ　アユム リョウナン [18.31] ナカジマ　ハスキ ホウデン [19.20]

4 33943 世良　歩夢(2) 陵南 4 34362 中島　蓮稀(3) 宝殿
アンノウ　イツキ セイリョウダイ [18.00] ササタニ　コウシロウ ボウカイ [19.50]

5 29511 安納　一希(2) 星陵台 5 31565 笹谷　昊士朗(2) 望海
カドワキ　トモヤ ボウカイ [18.07] ナガイ　トシミツ イマヅ [19.38]

6 31554 門脇　僚哉(3) 望海 6 13727 永井　俊充(3) 今津
イシダ　タカト イマヅ [18.87] ウメダ　ホクト オオクボキタ [19.57]

7 13729 石田　宇登(3) 今津 7 32271 梅田　北斗(2) 大久保北
ウメタニ　タイセイ ボウカイ [19.08] カコオ　マサル ハマノミヤ [19.55]

8 31560 梅谷　大惺(2) 望海 8 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮

5組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オカダ　カイ イマヅ [21.99]

2 13754 岡田　快(2) 今津
シラハマ　カイチ シオセ [20.21]

3 14204 白濵　快知(2) 塩瀬
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ [20.50]

4 33406 北村　優希(2) 浜の宮
カミヒラカワ　タイキ ホウデン [20.00]

5 34303 上平川　大輝(2) 宝殿
フジバヤシ　チヒロ シオセ [20.00]

6 14207 藤林　千洋(2) 塩瀬
サエキ　イナセ カワラギチュウガッコウ [21.94]

7 13595 佐伯　粋生(2) 瓦木
オオイシ　ユウタロウ ノノイケ [20.70]

8 31452 大石　悠太郎(3) 野々池
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1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ワダヤマ [46.63] オオハラ [4]

2 和田山 6 大原
[  ] イシカワ　ヨウイチロウ [  ] ノウ　ユヅキ [  ] ヤマモト　エイタ [  ] ハギサワ　トモヤ [  ] カイドウ　ハルキ [  ] ムカエ　コウタ

83430 石川 陽一郎(3) 83431 能 由都輝(3) 83432 山本 瑛大(3) 29132 萩澤 友哉(3) 29133 海道 陽希(3) 29136 向江 晃汰(3)

[  ] ヤマモト　シヨウ [  ] ヤマモト　アオイ [  ] イカルガ　ショウマ [  ] カワセ　テツタ [  ] クリハラ　シュンノスケ

83434 山本 紫陽(3) 83442 山本 葵(3) 83443 鵤 正真(3) 29137 川瀨 てつた(3) 29138 栗原 隼之介(3)

カコガワ [46.12] セイリョウダイ [46.50]

3 加古川 7 星陵台
[  ] ノウショウ　ソラ [  ] ハラシナ　アユキ [  ] サカモト　マサト [  ] アンノウ　イツキ [  ] ホッタ　ソウシン [  ] カワベ　トモアキ

32820 納庄 青空(3) 32822 原科 歩季(3) 32823 坂本 誠人(3) 29511 安納 一希(2) 29515 堀田 蒼心(2) 29521 川邉 智瑛(3)

[  ] アダチ　コウタ [  ] マツシタ　アユム [  ] オオタニ　ショウマ [  ] タナカ　ユウキ [  ] マツマエ　タイガ [  ] ミヤケ　ヒタチ

32824 足立 恒太(3) 32828 松下 歩(3) 32885 大谷 翔真(2) 29524 田中 優貴(3) 29525 松前 大雅(3) 29526 三宅 陽立(3)

シオセ [45.98] ヒオカ [46.50]

4 塩瀬 8 氷丘
[  ] クドウ　ヒロナリ [  ] クボ　タクミ [  ] ウエノ　リュウセイ [  ] イズミカワ　トキ [  ] イノウエ　ユウセイ [  ] ニシガキ　ケイスケ

14202 工藤 弘成(2) 14203 久保 拓己(2) 14273 植野 琉青(3) 32961 泉川 透輝(3) 32962 井上 猶晟(3) 32963 西垣 佳祐(3)

[  ] トシツナ　アキヒロ [  ] ハラ　レイヤ [  ] モリヤマ　ソラト [  ] タニグチ　ホクト [  ] ヤマモト　コタロウ [  ] タカハシ　ユウキ

14279 年綱 晃広(3) 14280 原 伶泉矢(3) 14281 森山 空翔(3) 32964 谷口 北斗(3) 32967 山本 琥太郎(3) 32975 髙橋 悠生(2)

オオクボ [45.80]

5 大久保
[  ] ヨウ　リンタロウ [  ] ヤマモト　タイガ

31639 葉 凛太郎(3) 31642 山本 大河(3)

[  ] キノシタ　キョウタロウ [  ] シバヤマ　リョウヤ

31643 木下 恭太朗(3) 31644 柴山 凌弥(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オオクラ [47.62] ホウバイ [47.00]

2 大蔵 6 宝梅
[  ] カメムラ　サスケ [  ] タキオカ　カズヒサ [  ] カワイ　カズマ [  ] アンドウ　コウセイ [  ] イノクチ　コウスケ [  ] カジ　ユキノリ

31261 亀村 咲佑(3) 31269 瀧岡 千悠(3) 31272 川井 一馬(3) 16202 安藤 光惺(2) 16204 猪口 幸祐(2) 16208 加地 由紀智(2)

[  ] モリ　ヒサアキ [  ] サトウ　フェイト [  ] イナオカ　マナト [  ] ウエノ　トモヤ [  ] ヤノ　ミクト [  ] ヤマサキ　サトイ

31273 森 悠晃(3) 31282 佐藤 ふぇいと(2) 31289 稲岡 愛斗(2) 16274 上野 智哉(3) 16287 矢野 心大(3) 16289 山﨑 慧(3)
ケヤキダイ [46.67] リョウナン [47.50]

3 けやき台 7 陵南
[  ] オオキタ　ユウスケ [  ] タケウチ　ユウト [  ] チュウジョウ　コタロウ [  ] ウエダ　タケル [  ] ホウライ　ショウタ [  ] ウエムラ　コウキ

60600 大喜多 佑亮(3) 60602 竹内 悠登(3) 60605 中条 虎太郎(3) 33924 上田 猛尊(3) 33927 蓬莱 聖太(3) 33930 上村 恒貴(3)

[  ] モリ　トウマ [  ] ヤマシタ　ケイ [  ] タノウエ　ダイキ [  ] ハシモト　タイキ [  ] セラ　アユム [  ] アリスエ　カンタ

60611 森 翔生(3) 60612 山下 桂(3) 60623 田上 大貴(2) 33933 𣘺本 泰希(3) 33943 世良 歩夢(2) 33946 有末 貫汰(2)

フタミ [46.70] カワラギチュウガッコウ [47.47]

4 二見 8 瓦木
[  ] オオニシ　セイト [  ] スズキ　ユタカ [  ] タナカ　レオ [  ] ナカザワ　レイジ [  ] マツウラ　ケイスケ [  ] マキノ　トモヒロ

32110 大西 勢翔(3) 32114 鈴木 穣(3) 32116 田中 玲央(3) 13571 中澤 怜士(3) 13576 松浦 圭佑(3) 13577 牧野 智紘(3)

[  ] ミサワ　ケンシン [  ] ワキモト　タクミ [  ] イハラ　アズハ [  ] ナカタ　リュウト [  ] ヤマグチ　コウセイ [  ] カジ　コウキ

32120 三澤 堅心(3) 32121 脇本 拓海(3) 32134 井原 碧葉(2) 13578 中田 琉斗(3) 13579 山口 光政(3) 13591 梶 亘希(2)
ハリマ [47.34]

5 播磨
[  ] クサカベ　ゴウ [  ] コバヤシ　ユウセイ [  ] ヤマモト　ヤスト

39649 日下部 剛(3) 39650 小林 勇惺(3) 39653 山本 靖斗(3)

[  ] ナカタニ　レオン [  ] フジオカ　ショウゴ [  ] フジワラ　ユウタ

39654 中谷 澪音(3) 39655 藤岡 憧伍(3) 39657 藤原 悠大(3)
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3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ホウデン [48.00] ミキヒガシ [47.95]

2 宝殿 6 三木東
[  ] イケハラ　トウタ [  ] ヤマダ　ワカト [  ] ツジモト　コウキ [  ] トガワ　イズキ [  ] ナカタニ　バンリ [  ] フジモト　ケンゴ

34301 池原 透太(2) 34307 山田 吾愛仁(2) 34360 辻本 滉貴(3) 35639 戸川 稜生(3) 35643 中谷 絆里(3) 35644 藤本 健吾(3)

[  ] ナカジマ　ハスキ [  ] ナガドオリ　トキアツ [  ] ヨコテ　ユウキ [  ] キジマ　ヒロミ [  ] スズキ　シュンスケ [  ] フジモト　シュリ

34362 中島 蓮稀(3) 34363 長通 時篤(3) 34369 横手 佑紀(3) 35652 木嶋 宏海(2) 35656 鈴木 駿介(2) 35657 藤本 珠璃(2)

ウエガハラ [47.66] アリノ [48.00]

3 上ケ原 7 有野
[  ] イノウエ　サクヤ [  ] ヒガキ　ヨシヒト [  ] カタヤマ　ツヨシ [  ] トミタ　シュン [  ] キハラ　ヒロト

13153 井上 朔冶(3) 13164 檜垣 禮人(3) 29226 片山 剛(3) 29231 冨田 舜(3) 29244 木原 寛斗(2)

[  ] モリ　ユウト [  ] ヨシダ　リョウ [  ] ツジモト　ソウマ [  ] フクダ　ユウト

13166 森 優人(3) 13168 吉田 凌(3) 29249 辻本 蒼馬(2) 29255 福田 夢叶(2)

イマヅ [47.74] ホンタモン [48.00]

4 今津 8 本多聞
[  ] イケハラ　リュウヤ [  ] イブリ　ソウイチロウ [  ] クリハラ　ユウト [  ] サイトウ　アオイ [  ] アガタ　セイノスケ [  ] ナカサカ　リク

13720 池原 竜也(3) 13722 飯降 蒼一郎(3) 13725 栗原 悠斗(3) 27011 齋藤 碧(3) 27014 縣 惺之介(3) 27015 中坂 凌久(3)

[  ] イシダ　タカト [  ] マツウラ　コタロウ [  ] リュウモト　ヒナタ [  ] イトウ　コウタ [  ] タノ　ヨシユキ [  ] フクザキ　リュウキ

13729 石田 宇登(3) 13732 松浦 胡大郎(3) 13759 劉本 陽向(2) 27022 伊藤 洸太(2) 27026 田野 善之(2) 27028 福崎 竜輝(2)

ハマノミヤ [47.81]

5 浜の宮
[  ] オオタマ　コウキ [  ] キノシタ　リョウ [  ] カコオ　マサル

33403 大玉 康稀(2) 33481 木下 綾(3) 33484 鹿子尾 賢(3)

[  ] イイダ　ヤマト [  ] キシモト　コウキ [  ] ヨシドメ　ユウセイ

33485 飯田 大翔(3) 33486 岸本 幸樹(3) 33489 吉留 優星(3)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ウオズミ [49.50] モトヤマミナミ [48.50]

2 魚住 6 本山南
[  ] ハスイケ　タケル [  ] タキイ　リュウガ [  ] キムヤ　イク [  ] ホリ　トモヒロ [  ] ムロチ　シュンノスケ

31901 蓮池 尊琉(3) 31902 滝井 琉雅(3) 20603 金也 郁(3) 20604 堀 知紘(3) 20605 室地 俊之介(3)

[  ] シバタ　シュラ [  ] ウエムラ　カンタ [  ] ナガイ　ダイト [  ] ムラカミ　ゴウ [  ] ヒロベ　キッタ

31906 芝田 朱来(3) 31908 上村 貫太(3) 20685 永井 大斗(3) 20687 村上 豪(3) 20688 廣部 桔太(3)

コウブ [48.62] ゴシキ [49.35]

3 甲武 7 五色
[  ] ウエナカ　ルキア [  ] カキザキ　ショウ [  ] モリタ　ハル [  ] ヤノ　ケイゴ [  ] ヤマサキ　シン [  ] シバトウゲ　ノブキ

13462 上中 龍優有(3) 13463 柿崎 湘(3) 13469 森田 暖(3) 74005 矢野 圭悟(2) 74006 山﨑 心(2) 74085 柴峠 伸樹(3)

[  ] ナガサワ　レンタロウ [  ] モリ　ケイイチロウ [  ] フクシマ　ハルユキ [  ] モリイ　リョウ [  ] カンダ　ハルト

13489 長澤 廉太郎(2) 13493 森 馨一郎(2) 74088 福島 明徹(3) 74090 守居 諒(3) 74092 神田 暖人(3)

ソノダ [49.00] ミドリガオカ [49.00]

4 園田 8 緑が丘
[  ] イチオカ　ショウゴ [  ] フナオク　リント [  ] カタシマ　ノリヒロ [  ] カタヤマ　アサヒ [  ] マツイ　アキト [  ] カドイシ　アツキ

11332 市岡 将護(3) 11333 船奥 凛斗(3) 11334 片島 憲弘(3) 35403 片山 朝陽(2) 35409 松居 暉大(2) 35413 角石 淳貴(2)

[  ] シンジョウ　モトキ [  ] フジモト　シュンキ [  ] ミヤモト　ヒュウガ [  ] オカムラ　ユウマ [  ] シミズ　ケイスケ [  ] ヨコヤマ　ウキョウ

11335 新庄 幹(3) 11343 藤本 駿希(2) 11345 宮本 彪翔(2) 35418 岡村 優磨(2) 35434 清水 慶介(3) 35442 横山 右喬(3)

タカラヅカダイイチ [49.00]

5 宝塚第一
[  ] ススキ　ユウガ [  ] ナカタ　フミアキ [  ] ナカチ　ハルカ

16135 須々木 優芽(3) 16138 仲田 史晃(3) 16139 中地 悠(3)
[  ] タナカ　ソウマ [  ] ツダ　リク [  ] モリタ　サトル

16151 田中 颯真(2) 16153 津田 璃久(2) 16156 森田 聖琉(2)
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5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
カコガワチュウブ タイサンジ [50.00]

2 加古川中部 6 太山寺
[  ] イズタ　シュント [  ] ハヤセ　ユウト [  ] マツヤマ　リュウキ [  ] オカ　リュウノスケ [  ] ナルカワ　クウガ [  ] ニシノ　コウダイ

33114 出田 駿人(3) 33118 早瀬 優叶(3) 33122 松山 瑠希(3) 28120 岡 龍之介(3) 28124 鳴川 空雅(3) 28150 西野 煌大(2)

[  ] ヤマサキ　リョウト [  ] ユラ　タクマ [  ] クロシマ　ケイ [  ] カツノ　レン [  ] コヤマ　リョウヘイ [  ] タカハシ　ケント

33123 山﨑 凌翔(3) 33124 由良 拓磨(3) 33137 黒嶋 桂(2) 28152 勝野 連(2) 28153 小山 凌平(2) 28154 髙橋 健人(2)

ハサマ [49.73] アリノキタ [50.07]

3 狭間 7 有野北
[  ] タカイシ　ハルト [  ] ナクイ　トシヒコ [  ] ハタナカ　シュウ [  ] ノムラ　セイリュウ [  ] コウノ　ソウタ [  ] ホンダ　タクミ

60503 高石 陽士(2) 60508 名久井 俊彦(2) 60509 畠中 志優(2) 29305 野村 成龍(2) 29357 河野 創太(3) 29387 本多 拓海(3)

[  ] テラダ　マサト [  ] トクモト　ガク [  ] ヒライ　アツキ [  ] マツダ　セイヤ [  ] マツムラ　サンシロウ [  ] ヨネザワ　ハル

60571 寺田 真翔(3) 60575 徳本 雅空(3) 60577 平井 敦基(3) 29388 松田 征也(3) 29389 松村 三四郎(3) 29393 米澤 羽琉(3)

ヤマグチ [50.00] ハゼタニチュウ [52.27]

4 山口 8 櫨谷
[  ] カンノ　セイシン [  ] イケダ　ソウタロウ [  ] ヒキダ　ハルト [  ] イシイ　タケル [  ] イデ　ヨシロウ

14131 菅野 晴心(3) 14151 池田 颯大朗(2) 27301 引田 陽翔(2) 27384 石井 丈琉(3) 27385 井手 吉朗(3)

[  ] ウラカド　ソウケン [  ] キシモト　セイノスケ [  ] クスモト　ケイイチロウ [  ] タナカ　コウヨウ [  ] オオハシ　テンマ

14152 浦門 爽絢(2) 14154 岸本 誠之介(2) 27387 楠本 敬一郎(3) 27389 田中 康陽(3) 27393 大橋 典馬(2)

ウオズミヒガシ [49.92]

5 魚住東
[  ] ハタ　ユウヤ [  ] セト　オウガ

32017 畑 優矢(3) 32024 瀬戸 凰牙(3)

[  ] オチ　イッセイ [  ] ニシワキ　コウキ

32026 越智 一誠(3) 32028 西脇 昊希(3)

6組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
モモヤマダイ ナギサ

2 桃山台 6 渚
[  ] イワサキ　テッペイ [  ] コバヤシ　ジュンキ [  ] カワマタ　リュウノスケ [  ] コイケ　シュンタ [  ] ニシジマ　ハルト

26111 岩﨑 鉄平(3) 26112 小林 隼希(3) 21832 川俣 隆之介(3) 21834 小池 隼太(3) 21835 西島 悠翔(3)

[  ] シンドウ　ショウセイ [  ] ニンベ　ユウキ [  ] ヤマモト　レイジ [  ] タカハシ　リョウ

26114 進藤 翔誠(3) 26116 仁部 祐大(3) 21837 山本 玲慈(3) 21842 髙橋 遼(2)
オオクボキタ ノノイケ

3 大久保北 7 野々池
[  ] イシバシ　リョウ [  ] フジモト　トモヤ [  ] ウメダ　ホクト [  ] タナカ　カイト [  ] ナカオ　イブキ [  ] ヒウラ　コウキ

32261 石橋 凌(3) 32263 藤本 朋弥(3) 32271 梅田 北斗(2) 31456 田中 快翔(3) 31459 中尾 維吹(3) 31460 日浦 皓稀(3)

[  ] カドノ　ハルト [  ] ヒロナガ　リョウ [  ] マエサカ　モトミ [  ] フジモト　トモヤ [  ] フジワラ　マサト [  ] マエダ　リンスケ

32273 楞野 陽斗(2) 32276 廣長 凌(2) 32277 前坂 孟毅(2) 31461 藤本 智也(3) 31462 藤原 雅斗(3) 31464 前田 凛佑(3)

アサギリ ボウカイ

4 朝霧 8 望海
[  ] コウサカ　シュウマ [  ] カネダ　コウキ [  ] ノムラ　タクミ [  ] クボ　ユウク [  ] マツオカ　カズマ [  ] カドワキ　トモヤ

31141 上坂 脩真(3) 31143 金田 浩輝(3) 31146 野村 逞海(3) 31552 久保 優雲(3) 31553 松岡 一真(3) 31554 門脇 僚哉(3)

[  ] イワサ　タクヤ [  ] イワサキ　リョウマ [  ] サカモト　ヒデユキ [  ] ウメタニ　タイセイ [  ] シブヤ　コウセイ [  ] キタオカ　サイト

31148 岩佐 拓哉(3) 31149 岩﨑 竜馬(3) 31166 坂本 秀幸(2) 31560 梅谷 大惺(2) 31564 渋谷 洸晴(2) 31567 北岡 才人(2)

エイガジマチュウ

5 江井島
[  ] フナオカ　シュンスケ [  ] フクダ　ユウト [  ] ムラタ　ショウタ

31882 舩岡 駿介(3) 31885 福田 悠仁(3) 31886 村田 翔太(3)

[  ] ヤブニシ　ハヤト [  ] スギハラ　コウダイ

31890 藪西 隼大(3) 31893 杉原 煌大(2)
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共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワキモト　タクミ フタミ [1.65]

1 32121 脇本　拓海(3) 二見
ナカチ　ハルカ タカラヅカダイイチ [1.65]

2 16139 中地　悠(3) 宝塚第一
アケオ　マサキ ホウバイ [1.60]

3 16270 明尾　匡樹(3) 宝梅
サトウ　ユウキ ホウデン [1.60]

4 34304 佐藤　優希(2) 宝殿
オオテキ　シンヤ ホウバイ [1.60]

5 16276 樗木　慎也(3) 宝梅
カトウ　タイガ ボウカイ [1.60]

6 31551 加藤　大雅(3) 望海
シロシタ　アツキ アリノキタ [1.56]

7 29381 城下　篤輝(3) 有野北
トガワ　イズキ ミキヒガシ [1.56]

8 35639 戸川　稜生(3) 三木東
フジモト　トモヤ ノノイケ [1.55]

9 31461 藤本　智也(3) 野々池
タカハシ　ルイ ハリマ [1.55]

10 39656 高橋　琉生(3) 播磨
スズキ　タカト モトヤマミナミ [1.55]

11 20695 鈴木　嵩人(3) 本山南
アリスエ　カンタ リョウナン [1.50]

12 33946 有末　貫汰(2) 陵南
ハシモト　タイキ リョウナン [1.50]

13 33933 𣘺本　泰希(3) 陵南
イソノ　ユウダイ ホウデン [1.50]

14 34302 礒野　裕大(2) 宝殿
ツクダ　コウキ ホウバイ [1.45]

15 16211 佃　洸樹(2) 宝梅
カワセ　テツタ オオハラ [1.45]

16 29137 川瀨　てつた(3) 大原
オマツ　トア ボウカイ [1.45]

17 31561 尾松　永愛(2) 望海
スガ　ケイタ ホウバイ [1.40]

18 16210 菅　啓太(2) 宝梅
ヨシオカ　ヒロト ハリマ [1.40]

19 39648 吉岡　寛登(3) 播磨
イシダ　キヨマサ ホウバイ [1.35]

20 16203 石田　清将(2) 宝梅
カワモト　カズキ フタミ [1.35]

21 321236 川本　一輝(2) 二見
キョウタニ　ナオヤ イマヅ [1.35]

22 13735 亰谷　尚哉(3) 今津
シミズ　ケイスケ ミドリガオカ [1.30]

23 35434 清水　慶介(3) 緑が丘
ナカガワ　ヒロフミ オオクラ [1.25]

24 31284 中川　裕文(2) 大蔵
フクダ　ユウト ウエガハラ [1.25]

25 13132 福田　優人(2) 上ケ原
ムカイ　リオウ オオクボキタ [1.20]

26 32279 向井　利旺(2) 大久保北
オカムラ　タクト オオクボキタ

27 32272 岡村　卓和(2) 大久保北
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共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イハラ　アズハ フタミ [5.90] フクマ　ユウイチロウ フタミ [4.80]

1 32134 井原　碧葉(2) 二見 1 32117 福間　悠一郞(3) 二見
スナダ　イッペイ フタミ [5.78] ニシウラ　ハルヒ カワラギチュウガッコウ [4.78]

2 32115 砂田　一平(3) 二見 2 13592 西浦　悠陽(2) 瓦木
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ [5.76] ナカイ　ハルキ ホウバイ [4.75]

3 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 3 16282 中井　陽喜(3) 宝梅
ホウライ　ショウタ リョウナン [5.70] ミネヤマ　ユウダイ アサギリ [4.71]

4 33927 蓬莱　聖太(3) 陵南 4 31150 峯山　侑大(3) 朝霧
ウエノ　リュウセイ シオセ [5.64] カワベ　トモアキ セイリョウダイ [4.70]

5 14273 植野　琉青(3) 塩瀬 5 29521 川邉　智瑛(3) 星陵台
フクシマ　ハルユキ ゴシキ [5.55] アケド　ケンセイ ホウバイ [4.69]

6 74088 福島　明徹(3) 五色 6 16271 明渡　謙星(3) 宝梅
シバヤマ　リョウヤ オオクボ [5.52] クロダ　トモヒロ ミキヒガシ [4.68]

7 31644 柴山　凌弥(3) 大久保 7 35638 黒田　知宏(3) 三木東
ナカタニ　ユウキ カコガワ [5.43] ハシモト　ヒロヤ セイリョウダイ [4.65]

8 32825 中谷　勇輝(3) 加古川 8 29514 橋本　拓弥(2) 星陵台
ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ [5.17] タキイ　リュウガ ウオズミ [4.65]

9 35442 横山　右喬(3) 緑が丘 9 31902 滝井　琉雅(3) 魚住
クリハラ　ユウト イマヅ [5.16] ホッタ　ソウシン セイリョウダイ [4.60]

10 13725 栗原　悠斗(3) 今津 10 29515 堀田　蒼心(2) 星陵台
オカ　リュウノスケ タイサンジ [5.16] マンイ　コウダイ カワラギチュウガッコウ [4.58]

11 28120 岡　龍之介(3) 太山寺 11 13593 万井　輝大(2) 瓦木
タナカ　カイト ノノイケ [5.12] タカタ　ショウタ ハマノミヤ [4.56]

12 31456 田中　快翔(3) 野々池 12 33410 高田　翔太(2) 浜の宮
ツジモト　ソウマ アリノ [5.07] ウエナカ　ルキア コウブ [4.55]

13 29249 辻本　蒼馬(2) 有野 13 13462 上中　龍優有(3) 甲武
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ [5.00] スズキ　シュンスケ ミキヒガシ [4.54]

14 35403 片山　朝陽(2) 緑が丘 14 35656 鈴木　駿介(2) 三木東
タナカ　ソウマ タカラヅカダイイチ [5.00] オバタ　ユウキ ノノイケ [4.54]

15 16151 田中　颯真(2) 宝塚第一 15 31453 小畑　侑輝(3) 野々池
ソノダ　ユウト カワラギチュウガッコウ [4.98] トミタ　シュン アリノ [4.53]

16 13596 園田　悠友(2) 瓦木 16 29231 冨田　舜(3) 有野
ヨシドメ　ユウセイ ハマノミヤ [4.98] コヤマ　リョウヘイ タイサンジ [4.51]

17 33489 吉留　優星(3) 浜の宮 17 28153 小山　凌平(2) 太山寺
タナカ　ユウキ セイリョウダイ [4.94] トウマ　ノゾミ ホウデン [4.50]

18 29524 田中　優貴(3) 星陵台 18 34361 當間　希望(3) 宝殿
カツノ　レン タイサンジ [4.93] ツルヤマ　ムツキ イマヅ [4.49]

19 28152 勝野　連(2) 太山寺 19 13726 鶴山　睦月(3) 今津
オオヤマ　タカヒデ カコガワチュウブ [4.90] ヨシタニ　コウキ ハゼタニチュウ [4.49]

20 33115 大山　空英(3) 加古川中部 20 27390 吉谷　浩輝(3) 櫨谷
キシモト　コウキ ハマノミヤ [4.88] クロダ　タクミ ミキヒガシ [4.45]

21 33486 岸本　幸樹(3) 浜の宮 21 35642 黒田　拓克(3) 三木東
ウメハラ　ケンシン ホウバイ [4.85] イデ　ハルト ノノイケ [4.44]

22 16275 梅原　健心(3) 宝梅 22 31451 井出　遥斗(3) 野々池
イズタ　シュント カコガワチュウブ [4.82] マルヤマ　ハヤト モトヤマミナミ [4.42]

23 33114 出田　駿人(3) 加古川中部 23 20602 丸山　隼人(3) 本山南
ササキ　レン ハゼタニチュウ [4.81] テラダ　マサト ハサマ [4.41]

24 27388 佐々木　漣(3) 櫨谷 24 60571 寺田　真翔(3) 狭間
カドノ　ハルト オオクボキタ [4.80] ヨシダ　コウキ ハマノミヤ [4.38]

25 32273 楞野　陽斗(2) 大久保北 25 33418 吉田　幸輝(2) 浜の宮
フジワラ　ユウマ タカトリ [4.80] カイドウ　ハルキ オオハラ [4.38]

26 25144 藤原　勇真(3) 鷹取 26 29133 海道　陽希(3) 大原
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共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミズノ　ソウマ ハリマミナミ [4.38]

1 39716 水野　颯真(2) 播磨南
モリ　ケイイチロウ コウブ [4.34]

2 13493 森　馨一郎(2) 甲武
スギモト　コウタロウ シオセ [4.30]

3 14277 杉本　幸太郎(3) 塩瀬
コニシ　ユウタ シオセ [4.30]

4 14276 小西　悠太(3) 塩瀬
ナカモト　リュウシ ボウカイ [4.28]

5 31562 中本　龍志(2) 望海
クラシゲ　ミツキ カコガワチュウブ [4.20]

6 33136 倉重　充稀(2) 加古川中部
ヒラヤマ　カイリ イマヅ [4.20]

7 13750 平山　浬(2) 今津
ヒライ　アツキ ハサマ [4.19]

8 60577 平井　敦基(3) 狭間
ハタナカ　シュウ ハサマ [4.17]

9 60509 畠中　志優(2) 狭間
カネイ　マナト タカトリ [4.10]

10 25145 兼井　愛斗(3) 鷹取
アオキ　ルイガ フタミ [4.10]

11 32131 青木　流雅(2) 二見
イリグチ　ナオキエクセラ ハマノミヤ [4.02]

12 33401 入口　直輝エクセラ(2) 浜の宮
オハラ　コハク ホウデン [4.00]

13 34351 小原　琥珀(3) 宝殿
カナヤマ　ハルキ ハゼタニチュウ [4.00]

14 27395 金山　晴紀(2) 櫨谷
モリオカ　ショウイチロウ ウオズミ [3.99]

15 31918 森岡　将一朗(2) 魚住
ミヤモト　ヨシキ オオハラ [3.89]

16 29154 宮本　善生(2) 大原
スズキ　ユウセイ オオクボキタ [3.85]

17 32274 鈴木　悠聖(2) 大久保北
ワタナベ　ライト ウオズミ [3.72]

18 31921 渡辺　羅依斗(2) 魚住
ヨネザワ　リュウセイ ノノイケ [3.70]

19 31439 米澤　隆惺(2) 野々池
クサノ　ヒロ ハリマ [3.49]

20 39659 草野　滉(2) 播磨
ヤマグチ　コウタ オオハラ [3.44]

21 29155 山口　煌太(2) 大原
タカダ　ユウガ ノノイケ [3.41]

22 31433 髙田　侑雅(2) 野々池
タカハシ　イッシン ハリマミナミ [3.32]

23 39713 高橋　生心(2) 播磨南
スエヒサ　タイガ ミキヒガシ [3.18]

24 35653 末久　大河(2) 三木東
ウンセイ　リン ソノダ [2.80]

25 11339 雲晴　凛(2) 園田
キッタ　ソウジロウ ミキヒガシ

26 35640 橘田　宗次朗(3) 三木東
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共通男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
エンドウ　レオナ タカツカサ [11.79] キドグチ　タイセイ リョウナン [6.94]

1 16602 遠藤　玲於奈(3) 高司 1 33948 木戸口　大成(2) 陵南
ゴトウ　リク オオクラ [11.13] キシモト　セイノスケ ヤマグチ [6.86]

2 31262 後藤　璃久(3) 大蔵 2 14154 岸本　誠之介(2) 山口
オザキ　ギンガ ホウバイ [10.01] ニシムラ　リョウタ ノノイケ [6.51]

3 16277 尾崎　銀河(3) 宝梅 3 31434 西村　涼太(2) 野々池
スギハラ　ハク ホウデン [10.00] サカグチ　ハヤテ ウエガハラ [6.50]

4 34356 杉原　珀(3) 宝殿 4 13155 坂口　迅風(3) 上ケ原
ナカオ　イブキ ノノイケ [9.33] フルタ　ヒロキ カコガワチュウブ [6.42]

5 31459 中尾　維吹(3) 野々池 5 33143 古田　弘樹(2) 加古川中部
タカセ　ソウタ オオクラ [9.24] タケウチ　シュンタ ホンタモン [6.26]

6 31266 髙瀬　蒼太(3) 大蔵 6 27016 竹内　俊太(3) 本多聞
コジマ　タテキ ユラ [9.16] サノ　ジュキヤ ウオズミヒガシ [6.24]

7 70418 小島　楯生(3) 由良 7 32039 佐野　樹輝弥(2) 魚住東
カワカミ　コウエツ カコガワチュウブ [9.07] ミヤフジ　ヒカル オオハラ [5.96]

8 33116 川上　弘悦(3) 加古川中部 8 29153 宮藤　光(2) 大原
マエダ　リク ノノイケ [9.03] ウエダ　ハヤト オオクラ [5.95]

9 31463 前田　璃空(3) 野々池 9 31285 上田　隼大(2) 大蔵
ハシモト　レン ホウデン [9.00] ヤマダ　トモアキ オオクラ [5.85]

10 34364 橋本　廉(3) 宝殿 10 31293 山田　睦明(2) 大蔵
タカヤス　フウマ ウエガハラ [9.00] オノ　ハルキ ハマノミヤ [5.76]

11 13159 高安　楓真(3) 上ケ原 11 33404 小野　陽生(2) 浜の宮
ハラ　コウキ ヒオカ [8.50] カネモト　レオン ミキヒガシ [5.61]

12 32970 原　幸輝(2) 氷丘 12 35651 金本　礼恩(2) 三木東
アンラク　ダイキ ウオズミヒガシ [8.49] コウノ　アレン ハマノミヤ [5.55]

13 32025 安楽　大輝(3) 魚住東 13 33408 河野　亜蓮(2) 浜の宮
ブラウン　チャドカナメ フタミ [8.43] マスダ　エイト オオクラ [5.50]

14 32142 ブラウン　チャド叶(2) 二見 14 31298 増田　英翔(2) 大蔵
ハセガワ　アツキ ホウデン [8.40] カケヒ　ソウ イマヅ [5.50]

15 34365 長谷川　敦希(3) 宝殿 15 13755 筧　颯(2) 今津
ナカサカ　リク ホンタモン [8.37] クラハシ　ソウスケ ノノイケ [5.45]

16 27015 中坂　凌久(3) 本多聞 16 31432 倉橋　奏佑(2) 野々池
ナカタ　フミト エイガジマチュウ [8.28] ショウジ　タケル リョウナン [5.12]

17 31884 中田　史斗(3) 江井島 17 33921 庄司　健留(3) 陵南
ヒガサ　ショウマ フタミ [8.07] カナザワ　リンタロウ カコガワチュウブ [5.12]

18 32140 樋笠　翔真(2) 二見 18 33134 金澤　凜大郎(2) 加古川中部
カワムラ　リョウヘイ モトヤマミナミ [8.05] オオナカ　カズキ コウブ [5.07]

19 20697 川村　凌平(3) 本山南 19 13480 大中　一輝(2) 甲武
ハシモト　ユウスケ ホウバイ [7.50] ウバ　ケイタロウ モトヤマミナミ

20 16213 橋本　悠甫(2) 宝梅 20 20613 姥　慶太郎(2) 本山南
イノウエ　アキノリ リョウナン [7.02] コウヅキ　エイタ モトヤマミナミ

21 33929 井上　明憲(3) 陵南 21 20618 上月　瑛太(2) 本山南
ホソミ　レント ホウバイ [7.00] コシナカ　リクト モトヤマミナミ

22 16285 細見　蓮翔(3) 宝梅 22 20619 越中　陸斗(2) 本山南
カジ　ユキノリ ホウバイ [7.00]

23 16208 加地　由紀智(2) 宝梅
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　サホ アサギリ [13.27] シラネ　アイ シオセ [13.58]

1 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 1 14224 白根　亜依(2) 塩瀬
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ [13.29] マツムラ　アカリ ワダヤマ [13.49]

2 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 2 83463 松村　あかり(3) 和田山
タニグチ　ココネ ミキヒガシ [12.96] フクヤス　ルナ ホンタモン [13.45]

3 35696 谷口　心音(3) 三木東 3 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞
ミナミ　ユウキ ゴシキ [12.95] マツモト　リイ カコガワ [13.35]

4 74017 南　裕妃(3) 五色 4 32849 松本　莉依(3) 加古川
テラシ　リコ シオセ [12.65] クロセ　ユキノ ウエガハラ [13.40]

5 14207 照　りこ(3) 塩瀬 5 13157 黒瀬　友希乃(3) 上ケ原
ヒラノ　ミキ リョウナン [12.90] ロバアト　プリスカ オオクボキタ [13.40]

6 33945 平野　美紀(2) 陵南 6 32210 ロバート　プリスカ(3) 大久保北
テラキタ　ココメ リョウナン [13.21] ワダ　ヒナタ ワダヤマ [13.48]

7 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 7 83466 和田　日向(3) 和田山
トイ　ユウナ カワラギチュウガッコウ [13.25] ナカムラ　ミアラ カコガワ [13.48]

8 13521 戸井　裕菜(3) 瓦木 8 32850 中村　碧愛莉(3) 加古川

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワモト　ミオ モトヤマミナミ [13.68] コウダマ　イチカ タイサンジ [13.76]

1 20652 岩本　海音(3) 本山南 1 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺
タルキ　マコ タカラヅカダイイチ [13.68] ナガヤマ　ミキ リョウナン [13.79]

2 16136 樽木　真子(3) 宝塚第一 2 33944 永山　未希(2) 陵南
アラタニ　コノミ シオセ [13.63] フルカワ　リナ カコガワ [13.70]

3 14203 荒谷　香実(3) 塩瀬 3 32843 古川　莉奈(3) 加古川
ミチナカ　ミサト タカラヅカダイイチ [13.62] タイ　リナ ヒオカ [13.70]

4 16142 道中　美聡(3) 宝塚第一 4 32934 田井　里奈(2) 氷丘
イバラキ　ヒナタ リョウナン [13.61] タナカ　モア セイリョウダイ [13.70]

5 33917 茨木　陽葵(3) 陵南 5 29506 田中　萌愛(3) 星陵台
コテラヤマ　モエ ソノダ [13.61] ナカジマ　イクミ ウエガハラ [13.70]

6 11361 小寺山　もえ(3) 園田 6 13160 中島　郁実(3) 上ケ原
ヒガキ　ハルカ カコガワチュウブ [13.64] サエキ　カリナ カコガワチュウブ [13.72]

7 33136 檜垣　陽香(3) 加古川中部 7 33135 佐伯　香里奈(3) 加古川中部
シマダ　マリア カコガワ [13.65] コウモト　ユウ ワダヤマ [13.72]

8 32875 島田　万莉愛(2) 加古川 8 83468 高本　優(2) 和田山

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　サエ フタミ [13.88] イムラ　アヤミ ノノイケ [13.92]

1 32140 山本　冴(2) 二見 1 31403 井村　綾実(2) 野々池
マナベ　ヒヨリ ヒョウキョウダイフゾク [13.88] アカシ　サキ シオセ [13.94]

2 38501 真鍋　ひより(3) 兵教大附属 2 14201 明石　咲希(3) 塩瀬
カジタ　カイリ ゴシキ [13.84] マエガワ　レミナ ツナ [13.9]

3 74023 梶田　浬(2) 五色 3 74485 前川　怜泉奈(3) 津名
タケナカ　サツキ ヒョウキョウダイフゾク [13.80] ハシモト　リナ ワダヤマ [13.90]

4 38505 竹中　咲月(3) 兵教大附属 4 83465 橋本　梨菜(3) 和田山
タカギシ　マナミ モトヤマミナミ [13.86] ヤマモト　サヤ タイサンジ [13.90]

5 20615 高岸　愛心(2) 本山南 5 28170 山本　紗也(2) 太山寺
アオキ　カリン カワラギチュウガッコウ [13.83] モリモト　ヒカリ ホウデン [13.90]

6 13538 青木　花梨(2) 瓦木 6 34377 森本　陽可里(3) 宝殿
シマダ　アヤネ ヒオカ [13.88] トミナガ　ヒナタ タイサンジ [13.90]

7 32918 嶋田　絢音(3) 氷丘 7 28175 冨永　陽(2) 太山寺
イヨタ　ハル オオハラ [13.86] コバシ　ミユ ソノダ [13.90]

8 29171 伊與田　晴(2) 大原 8 11359 小橋　美柚(3) 園田
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　ノドカ ヒオカ [14.00] ナンポ　ココネ オオクラ [14.02]

1 32932 小林　和花(2) 氷丘 1 31256 南保　心音(3) 大蔵
ミシマ　ナナ タカラヅカダイイチ [14.00] イイダ　サクラ リョウナン [14.09]

2 16141 三島　奈々(3) 宝塚第一 2 33913 飯田　さくら(3) 陵南
ワトウ　モモカ コウブ [13.95] タジマ　サチカ タカラヅカダイイチ [14.00]

3 13485 和唐　萌々花(2) 甲武 3 16135 田嶋　幸花(3) 宝塚第一
ハヤシ　ミク ウオズミヒガシ [13.98] イナダ　マユ ノノイケ [14.00]

4 32019 林　未来(3) 魚住東 4 31461 稲田　茉侑(3) 野々池
ハヤカワ　リオ ナギサ [13.96] オカヤマ　トウコ カワラギチュウガッコウ [14.00]

5 21822 早川　莉央(3) 渚 5 13510 岡山　藤子(3) 瓦木
フジムラ　ハルカ シオセ [13.98] ミヤタケ　アオノ ヒオカ [14.00]

6 14225 藤村　遥香(2) 塩瀬 6 32915 宮武　葵乃(3) 氷丘
モリモト　ラム リョウナン [13.99] ハゼカワ　ミハネ セイリョウダイ [14.00]

7 33915 森本　來夢(3) 陵南 7 29516 沙魚川　心羽(2) 星陵台
コニシ　アユミ リョウナン [13.99] サカタ　メイ ウエガハラ [14.00]

8 33943 小西　亜由弓(2) 陵南 8 13124 坂田　芽彩(2) 上ケ原

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イケダ　サユナ オオクボキタ [14.18] フジモト　アイ オオクボキタ [14.27]

1 32221 池田　咲結菜(2) 大久保北 1 32237 藤本　愛(2) 大久保北
ウエハラ　アイカ カコガワチュウブ [14.18] ナカジマ　トモカ ホンタモン [14.27]

2 33153 上原　和華(2) 加古川中部 2 27055 中島　朋香(2) 本多聞
カミエ　リオ タカトリ [14.10] サコダ　ユウリ ホウデン [14.20]

3 25152 上江　梨央(3) 鷹取 3 34304 迫田　優里(2) 宝殿
スギモト　キョウコ オオクボキタ [14.14] タナカ　イチナ オオクラ [14.20]

4 32200 杉本　恭子(3) 大久保北 4 31250 田中　苺奈(3) 大蔵
シギョウ　メイ シオセ [14.11] クロダ　ヒカル ホウバイ [14.23]

5 14223 執行　芽生(2) 塩瀬 5 16207 黒田　光瑠(2) 宝梅
ナカモト　ソラナ タイサンジ [14.14] シンドウ　リオナ ゴシキ [14.23]

6 28160 中本　空菜(2) 太山寺 6 74020 進藤　梨央奈(2) 五色
イヌイ　ココネ カコガワチュウブ [14.16] ミヤザキ　ソヨカ ホウデン [14.25]

7 33131 戌亥　心音(3) 加古川中部 7 34308 宮﨑　そよか(2) 宝殿
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ [14.15] オオニシ　カレン ハリマ [14.25]

8 32933 権藤　百合子(2) 氷丘 8 39660 大西　花連(2) 播磨

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イシダ　オトハ シオセ [14.35] モリワキ　カノ オオクボ [14.44]

1 14221 石田　乙羽(2) 塩瀬 1 31645 森脇　樺乃(3) 大久保
シュトウ　サクラ カワラギチュウガッコウ [14.34] ヨシオカ　ヒカリ タルミヒガシチュウ [14.44]

2 13511 首藤　さくら(3) 瓦木 2 26323 吉岡　陽梨(3) 垂水東
ウエバヤシ　ココロ セイリョウダイ [14.30] タナカ　ユラ オオハラ [14.38]

3 29511 上林　こころ(2) 星陵台 3 29173 田中　ゆら(2) 大原
ワタナベ　アヤカ アサギリ [14.28] トモガネ　リオナ タカラヅカダイイチ [14.37]

4 31125 渡辺　彩加(2) 朝霧 4 16164 友金　莉央奈(2) 宝塚第一
ヤマシタ　アイリ ソノダ [14.29] カイ　ハルナ シオセ [14.38]

5 11372 山下　愛梨(2) 園田 5 14205 甲斐　遥奈(3) 塩瀬
アツタ　ワカ ホウデン [14.30] ウメツ　サクラ ミドリガオカ [14.37]

6 34371 熱田　和花(3) 宝殿 6 35440 梅津　さくら(2) 緑が丘
モリ　ミズキ シオセ [14.30] サカモト　チヒロ カワラギチュウガッコウ [14.44]

7 14226 森　瑞希(2) 塩瀬 7 13506 阪本　千紘(3) 瓦木
イシグチ　カエデ カコガワチュウブ [14.30] ウメツ　モモカ ミドリガオカ [14.40]

8 33150 石口　楓(2) 加古川中部 8 35441 梅津　ももか(2) 緑が丘
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アソウ　メイ ウエガハラ [14.58] ニシシタ　サエ フタミ [14.66]

1 13151 麻生　明愛(3) 上ケ原 1 32123 西下　紗永(3) 二見
キソ　ネネ ウオズミヒガシ [14.60] ゲモリ　ホノカ ヒオカ [14.65]

2 32027 木曽　希音(2) 魚住東 2 32930 下森　帆夏(2) 氷丘
マシモ　ミソラ ウエガハラ [14.47] ナカニシ　ミナ ノノイケ [14.61]

3 13135 真下　海空(2) 上ケ原 3 31409 中西　美菜(2) 野々池
ナギ　ノアン ツナ [14.5] イワモト　クルミ ソノダ [14.63]

4 74484 那木　乃杏(3) 津名 4 11367 岩本　くるみ(2) 園田
ヤク　ユリア セイリョウダイ [14.50] アサノ　モモコ シオセ [14.60]

5 29510 夜久　百合愛(3) 星陵台 5 14231 浅野　百子(2) 塩瀬
タワラ　マナミ ウオズミ [14.50] ヤマモト　ユズキ タカトリ [14.60]

6 31971 田原　茉奈実(3) 魚住 6 25156 山本　結月(3) 鷹取
コショウ　ミズキ ゴシキ [14.50] ムラオカ　リオ モモヤマダイ [14.65]

7 74016 古匠　瑞希(3) 五色 7 26117 村岡　里桜(3) 桃山台
イタダニ　アカリ ホンタモン [14.57] ミヤシタ　カホ カコガワ [14.64]

8 27053 板谷　朱莉(2) 本多聞 8 32871 宮下　果穂(2) 加古川

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クロサキ　クルミ ミキヒガシ [14.73] ナガノ　ユメ オオクボ [14.85]

1 35695 黒崎　幹桃(3) 三木東 1 31649 長野　由愛(3) 大久保
イノウエ　ミク ホンタモン [14.72] ニノミヤ　リナ アリノキタ [14.85]

2 27031 井上　美空(3) 本多聞 2 29304 二宮　梨愛(3) 有野北
フジカワ　ノノ ホウデン [14.70] ニシオ　アンリ タカトリ [14.75]

3 34311 藤川　乃々(2) 宝殿 3 25155 西尾　杏梨(3) 鷹取
タジリ　アヤカ カコガワ [14.70] タニグチ　ルカ タカトリ [14.80]

4 32874 田尻　絢楓(2) 加古川 4 25158 谷口　瑠花(3) 鷹取
ヤマグチ　リナ ホウバイ [14.68] フクイ　コトミ エイガジマチュウ [14.76]

5 16212 山口　里菜(2) 宝梅 5 31804 福井　琴未(3) 江井島
ハマグチ　ユメハ ウエガハラ [14.70] ハタ　モモカ ソノダ [14.80]

6 13131 濱口　夢葉(2) 上ケ原 6 11370 秦　桃香(2) 園田
タナカ　アミ カコガワ [14.70] キシ　ミミ タカトリ [14.83]

7 32870 田中　亜実(2) 加古川 7 25165 岸　美海(2) 鷹取
モリタ　ココ ソノダ [14.70] タナカ　ユキナ タカラヅカダイイチ [14.84]

8 11366 森田　瑚々(2) 園田 8 16162 田中　柚季菜(2) 宝塚第一

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カトウ　ミオ ウオズミ [14.99] オカモト　サヤカ カワラギチュウガッコウ [15.06]

1 31978 加藤　実桜(2) 魚住 1 13516 岡本　彩也華(3) 瓦木
カマダ　レイナ オオクボ [14.99] ツネカワ　ナナセ オオクボ [15.06]

2 31611 鎌田　玲菜(2) 大久保 2 31613 常川　七瀬(2) 大久保
ヒラカワ　マホ アリノ [14.88] タイラ　ヒナツ タイサンジ [15.00]

3 29206 平川　真穂(2) 有野 3 28154 平　ひなつ(2) 太山寺
フジイ　ミカナ オオクボ [14.91] イワキリ　アキコ タイサンジ [15.00]

4 31603 藤井　心叶(2) 大久保 4 28120 岩切　晶子(3) 太山寺
イイダ　マイ モトヤマミナミ [14.86] タニガワ　モモナ セイリョウダイ [15.00]

5 20611 飯田　舞(2) 本山南 5 29515 谷河　桃々菜(2) 星陵台
アダチ　ヒナコ カワラギチュウガッコウ [14.91] タナカ　カホ シオセ [15.00]

6 13504 安達　日菜子(3) 瓦木 6 14232 田中　香帆(2) 塩瀬
アライ　ルカ ハサマ [14.98] モリシタ　サヤ セイリョウダイ [15.00]

7 60532 新井　琉加(2) 狭間 7 29517 森下　紗耶(2) 星陵台
フジイ　カノン カワラギチュウガッコウ [14.98] サトウ　サキナ カワラギチュウガッコウ [15.04]

8 13513 藤井　花音(3) 瓦木 8 13534 佐藤　咲菜(2) 瓦木

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ササハラ　ナオ オオハラ [15.20] ヤマサキ　マホ オオクボキタ [15.27]

1 29172 笹原　菜桜(2) 大原 1 32239 山﨑　真穂(2) 大久保北
ホンダ　ミユウ イマヅ [15.17] イズミ　カホ タカトリ [15.29]

2 13700 本田　実優(2) 今津 2 25150 泉　佳帆(3) 鷹取
フジイ　ココネ アサギリ [15.08] フジワラ　シズク ハリマ [15.21]

3 31122 藤井　心音(2) 朝霧 3 39655 藤原　雫玖(2) 播磨
ウエノ　ハルナ カワラギチュウガッコウ [15.12] コザキ　ツキノ オオクボ [15.21]

4 13519 上野　美菜(3) 瓦木 4 31612 小﨑　月乃(2) 大久保
ハシモト　カリン ウオズミ [15.10] カワバタ　リホ カワラギチュウガッコウ [15.24]

5 31972 橋本　花稟(3) 魚住 5 13501 川端　莉歩(3) 瓦木
ライタ　ジュリ シオセ [15.09] ハッタ　オト カコガワチュウブ [15.21]

6 14210 来田　珠愛(3) 塩瀬 6 33159 八田　穏都(2) 加古川中部
カン　ココネ カワラギチュウガッコウ [15.14] フジイ　リコ ヒョウキョウダイフゾク [15.25]

7 13540 菅　心寧(2) 瓦木 7 38525 藤井　莉子(2) 兵教大附属
カワカミ　ユウナ オオハラ [15.15] ミヤザキ　リノン ウオズミヒガシ [15.25]

8 29160 川上　優菜(3) 大原 8 32029 宮崎　凛音(2) 魚住東

21組 (-  .  m/s) 22組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤケ　シエル フタミ [15.37] ワダ　モユ ホンタモン [15.50]

1 32139 三宅　しえる(2) 二見 1 27036 和田　百優(3) 本多聞
カマタニ　ミウ ホンタモン [15.35] サイトウ　ミヅキ アリノ [15.50]

2 27039 釜谷　美羽(3) 本多聞 2 29202 齋藤　実月(2) 有野
ニシムラ　アヤカ ヒョウキョウダイフゾク [15.30] マツオ　シオン ウオズミヒガシ [15.39]

3 38524 西村　彩花(2) 兵教大附属 3 32032 松尾　心穏(2) 魚住東
オオハシ　リノカ ウオズミ [15.30] イノウエ　ハナ ホンタモン [15.41]

4 31976 大橋　璃乃珂(2) 魚住 4 27038 井上　羽那(3) 本多聞
タニイ　ユウヒ ハサマ [15.31] ワカスギ　アイ カワラギチュウガッコウ [15.39]

5 60555 谷井　優日(3) 狭間 5 13514 若杉　あい(3) 瓦木
ハシウチ　マヤ ソノダ [15.30] ウエダ　コハネ オオクボ [15.42]

6 11368 橋内　麻矢(2) 園田 6 31614 上田　心羽(2) 大久保
フルオカ　ミウ ツナ [15.34] ハセガワ　カノン ボウカイ [15.45]

7 74488 古岡　未羽(2) 津名 7 31573 長谷川　華夢(3) 望海
キタガワ　アイリ カワラギチュウガッコウ [15.34] ドウモト　ノゾミ フタミ [15.49]

8 13532 北川　愛梨(2) 瓦木 8 32121 堂本　希(3) 二見

23組 (-  .  m/s) 24組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ズケラン　リホ タカラヅカダイイチ [15.63] フタハシ　リナ ウオズミヒガシ [15.87]

1 16134 瑞慶覧　りほ(3) 宝塚第一 2 32028 二橋　莉菜(2) 魚住東
キタムラ　ミユ モトヤマミナミ [15.62] シモバヤシ　ハルナ ヤマグチ [15.68]

2 20614 喜多村　心優(2) 本山南 3 14173 下林　遥那(2) 山口
タキモト　リコ アリノ [15.50] ヨコヤマ　マノン エイガジマチュウ [15.74]

3 29212 滝本　莉子(2) 有野 4 31811 横山　真暖(2) 江井島
ハヤシ　ワカナ フタミ [15.55] マキノ　モモカ カワラギチュウガッコウ [15.64]

4 32138 林　わかな(2) 二見 5 13537 真木野　百花(2) 瓦木
ウメツジ　クララ ホウバイ [15.50] ツツミ　ユズハ フタミ [15.64]

5 16204 梅辻　くらら(2) 宝梅 6 32120 堤　柚羽(3) 二見
ナカガワ　リサコ ウエガハラ [15.55] ショウタニ　ミライ オオクボ [15.80]

6 13130 中西　理沙子(2) 上ケ原 7 31616 庄谷　みらい(2) 大久保
ヤク　ミヅキ ボウカイ [15.58] ナガヨシ　ユイ ヤマグチ [15.87]

7 31580 夜久　美月(3) 望海 8 14174 永吉　結衣(2) 山口
オクムラ　サユ タカトリ [15.62]

8 25154 奥村　紗由(3) 鷹取
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

25組 (-  .  m/s) 26組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカイ　シイナ セイリョウダイ [16.00] スガノ　リナ キヌガワ [16.63]

2 29513 酒井　椎名(2) 星陵台 2 31332 菅野　莉那(2) 衣川
ノナカ　アイ ウオズミヒガシ [15.89] ハラダ　マコ ハサマ [16.12]

3 32030 野中　愛(2) 魚住東 3 60533 原田　眞子(2) 狭間
タナカ　コハル モモヤマダイ [15.93] カツラ　ネネ リョウナン [16.00]

4 26122 田中　心遥(2) 桃山台 4 33918 桂　寧々(3) 陵南
クメ　ナナミ オオクボ [15.99] サカグチ　カズハ ウオズミヒガシ [16.10]

5 31608 久米　七海(2) 大久保 5 32017 阪口　一葉(3) 魚住東
オギノ　アイユ フタミ [15.95] キラ　アオイ ホウデン [16.50]

6 32134 荻野　葵夕(2) 二見 6 34310 吉良　葵(2) 宝殿
カタニシ　フウカ タカラヅカダイイチ [16.00] タカハシ　ノノ キヌガワ [16.51]

7 16160 片西　風佳(2) 宝塚第一 7 31305 髙橋　望乃(3) 衣川
ヤマサキ　ヒヨリ シオセ [16.00] タエノ　アンジュ ホウバイ [16.50]

8 14211 山﨑　日和(3) 塩瀬 8 16208 多衛野　杏樹(2) 宝梅

27組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシジマ　アヤ ヒオカ

2 32914 西嶋　彩(3) 氷丘
アヤマ　ヒナノ キヌガワ [17.51]

3 31331 阿山　ひなの(2) 衣川
タカタ　ノア キヌガワ [17.33]

4 31334 髙田　埜愛(2) 衣川
ヤマグチ　カノン ハリマミナミ [16.73]

5 39763 山口　華音(2) 播磨南
スエザワ　チヒロ イマヅ [17.32]

6 13701 末澤　千尋(2) 今津
タナカ　ヒメノ キヌガワ

7 31335 田中　姫乃(2) 衣川
フジイ　メイ ノノイケ [23.23]

8 31466 藤井　萌衣(3) 野々池
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共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒガシババ　アサ アリノキタ [28.98] イマムラ　ユリ ツナ [29.8]

2 29311 東馬場　杏咲(2) 有野北 2 74487 今村　友里(2) 津名
カミカワ　サキ ヤマグチ [27.70] コヤマ　アカネ ヒョウキョウダイフゾク [29.50]

3 14121 上川　紗季(3) 山口 3 38502 小山　茜(3) 兵教大附属
フジワラ　アヤネ タイサンジ [28.72] ナカムラ　カナ ホウバイ [29.43]

4 28131 藤原　彩音(3) 太山寺 4 16277 仲村　華奈(3) 宝梅
シモカワ　リノ カコガワ [28.75] ワタナベ　カノン オオクボキタ [29.31]

5 32852 下川　凛乃(3) 加古川 5 32211 渡邊　花音(3) 大久保北
ヒエダ　カノ ホウデン [28.50] ナカノ　リン タイサンジ [29.39]

6 34376 稗田　花望(3) 宝殿 6 28130 中野　倫(3) 太山寺
スギヤマ　ウルハ エイガジマチュウ [28.86] イトウ　リオ ホウバイ [29.80]

7 31802 杉山　麗羽(3) 江井島 7 16203 伊藤　梨音(2) 宝梅
ナイトウ　ミク ハゼタニチュウ [28.87] タマツクリ　ルイ モトヤマミナミ [29.77]

8 27345 内藤　美空(3) 櫨谷 8 20601 玉造　琉唯(3) 本山南

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシオカ　マキ ノノイケ [31.30] コクボ　ユエラ ハゼタニチュウ

2 31415 吉岡　真希(2) 野々池 2 27350 小久保　優蕾(2) 櫨谷
ナカタニ　コトリ カワラギチュウガッコウ [30.62] ヤナセ　ネネ ハゼタニチュウ [33.31]

3 13507 仲谷　琴鈴(3) 瓦木 3 27348 梁瀬　寧々(3) 櫨谷
タナカ　アオイ ハゼタニチュウ [30.09] オカモト　ジュネ タカラヅカダイイチ [31.32]

4 27344 田中　葵(3) 櫨谷 4 16130 岡本　樹音(3) 宝塚第一
シノダ　アオイ オオハラ [29.90] キヌガサ　カナコ オオクボ [31.83]

5 29165 篠田　あおい(3) 大原 5 31601 衣笠　華奈子(2) 大久保
タカハシ　リコ カワラギチュウガッコウ [29.88] アカギ　マリコ タルミヒガシチュウ [32.80]

6 13512 髙橋　莉子(3) 瓦木 6 26321 赤木　真梨子(3) 垂水東
ヒライシ　ナナコ タイサンジ [31.00] カワノ　ヒナコ ハゼタニチュウ [33.65]

7 28156 平石　奈々子(2) 太山寺 7 27342 川野　比奈子(3) 櫨谷
ニシオ　チヒロ タイサンジ [31.00] オオモリ　ココロ ハゼタニチュウ

8 28164 西尾　千弥(2) 太山寺 8 27349 大森　こころ(2) 櫨谷
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共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キタムラ　ハナ カコガワ [2:32.24] シライシ　ユナ フタミ [2:38.11]

1 32873 北村　葉奈(2) 加古川 1 32135 白石　結菜(2) 二見
ワタナベ　マヒロ ハリマ [2:32.22] モリ　ミヒロ カワラギチュウガッコウ [2:37.04]

2 39659 渡邉　真優(2) 播磨 2 13508 森　心優(3) 瓦木
キシハラ　ミル カコガワチュウブ [2:30.30] ナラハラ　マユ タマツ [2:38.97]

3 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 3 27601 楢原　真優(3) 玉津
ブンギョク　サチ ハリマ [2:32.98] ウチヤ　ユリナ オオクボキタ [2:36.40]

4 39658 分玉　彩智(2) 播磨 4 32292 内屋　祐里奈(3) 大久保北
カリヤ　ココナ タルミヒガシチュウ [2:33.55] ナカジマ　ホナミ ホウバイ [2:39.00]

5 26322 狩谷　心愛(3) 垂水東 5 16276 中島　帆南(3) 宝梅
ナオエ　ウタ オオクボ [2:21.95] ツジカワ　ミツキ リョウナン [2:35.00]

6 31651 直江　詩(3) 大久保 6 33912 辻川　海月(3) 陵南
イモト　マヒロ ボウカイ [2:24.22] ヨシダ　ナナミ ヤマグチ [2:35.93]

7 31577 井本　まひろ(3) 望海 7 14175 吉田　七海(2) 山口
アキヤマ　ヒイロ タカトリ [2:24.50] サワダ　ヒロカ エイガジマチュウ [2:34.10]

8 25157 秋山　ひいろ(3) 鷹取 8 31808 澤田　裕佳(2) 江井島
コウノ　ミオ セイリョウダイ [2:23.00] ドウモト　ミク ヒョウキョウダイフゾク [2:35.00]

9 29503 河野　心桜(3) 星陵台 9 38523 堂本　実来(2) 兵教大附属
タケムラ　カスミ ヒョウキョウダイフゾク [2:30.00] ノゾエ　ミネ カワラギチュウガッコウ [2:36.31]

10 38504 竹村　香澄(3) 兵教大附属 10 13503 野添　美寧(3) 瓦木
ハセガワ　アミ ヒオカ [2:30.00] ニシ　ティアラ タカツカサ [2:36.40]

11 32919 長谷川　杏実(3) 氷丘 11 16603 仁志　星来(3) 高司
オオニシ　ハルカ カコガワ [2:28.28] カメイ　ヒナノ エイガジマチュウ [2:36.25]

12 32846 大西　陽香(3) 加古川 12 31805 亀井　ひなの(3) 江井島
ヨシダ　エマ リョウナン [2:25.03] サエキ　アイ アリノキタ [2:36.19]

13 33942 𠮷田　笑麻(2) 陵南 13 29303 佐伯　杏唯(3) 有野北
オオニシ　ミソラ リョウナン [2:25.22] ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ [2:36.32]

14 33921 大西　美天(3) 陵南 14 33158 中間　楠(2) 加古川中部

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケダ　ナギサ カワラギチュウガッコウ [2:41.20] アダチ　アヤハ モモヤマダイ [2:46.29]

1 13520 武田　凪紗(3) 瓦木 1 26111 足立　彩花(3) 桃山台
イノウエ　アヤノ タカツカサ [2:41.93] ハナダ　チユキ タマツ [2:46.51]

2 16611 井上　綾乃(2) 高司 2 27600 花田　智由希(3) 玉津
ヤマダ　リコ カワラギチュウガッコウ [2:41.48] カンバ　ユイ オオクボキタ [2:45.58]

3 13509 山田　莉子(3) 瓦木 3 32294 上場　結衣(3) 大久保北
クルマタニ　タマミ オオクボ [2:41.52] ナミカワ　ミウ ボウカイ [2:46.68]

4 31606 車谷　珠美(2) 大久保 4 31587 並川　美羽(2) 望海
カジタ　マホ タマツ [2:42.20] アオイシ　コマキ オオクラ [2:45.68]

5 27605 梶田　真帆(3) 玉津 5 31253 青石　小巻(3) 大蔵
ミズタ　アヤカ カワラギチュウガッコウ [2:39.61] マスモト　アヤネ ノノイケ [2:44.36]

6 13531 水田　彩花(2) 瓦木 6 31411 桝本　絢音(2) 野々池
アズマ　ナナ ツナ [2:40.0] カドヤ　ミサト ボウカイ [2:43.75]

7 74486 東　那菜(2) 津名 7 31593 角谷　美怜(2) 望海
ナンコウ　アヤナ ワダヤマ [2:39.03] オカダ　ルイ フタミ [2:42.37]

8 83472 南光　彩那(2) 和田山 8 32133 岡田　瑠依(2) 二見
タマダ　ワカナ ノノイケ [2:39.42] マサゴ　アヤカ ウオズミヒガシ [2:42.71]

9 31408 玉田　和佳菜(2) 野々池 9 32031 真砂　彩花(2) 魚住東
マツイ　ミサキ ノノイケ [2:41.19] ニシムラ　リオ ワダヤマ [2:44.41]

10 31412 松井　美咲希(2) 野々池 10 83464 西村　梨緒(3) 和田山
タカダ　アオイ シオセ [2:40.89] ツジモト　ソラ ホウデン [2:45.00]

11 14228 髙田　あおい(2) 塩瀬 11 34305 辻元　星愛(2) 宝殿
カワサキ　チヒロ リョウナン [2:40.36] マツクマ　ユナ ヒオカ [2:45.00]

12 33919 河﨑　千紘(3) 陵南 12 32911 松熊　優奈(3) 氷丘
クドセ　ココミ ウエガハラ [2:40.71] シントク　ルキ セイリョウダイ [2:45.00]

13 13156 久戸瀬　心美(3) 上ケ原 13 29514 新德　琉姫(2) 星陵台
キタ　ハルナ ウオズミヒガシ [2:40.36] オカ　シンピ リョウナン [2:44.98]

14 32014 喜多　はるな(3) 魚住東 14 33916 岡　深未(3) 陵南
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共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キタムラ　リオ カワラギチュウガッコウ [2:50.57] トイ　ハルナ カワラギチュウガッコウ [3:03.10]

1 13533 北村　梨央(2) 瓦木 1 13517 戸井　陽菜(3) 瓦木
ムラカミ　リン タカトリ [2:50.00] ウメダ　ユナ オオハラ [3:01.75]

2 25168 村上　凛(2) 鷹取 2 29164 梅田　優那(3) 大原
シノハラ　センナ ヤマグチ [2:52.22] ナガイシ　ハルナ タカラヅカダイイチ [3:01.62]

3 14172 篠原　茜雫(2) 山口 3 16138 永石　遥菜(3) 宝塚第一
タナカ　ハルナ ウオズミヒガシ [2:52.25] フジヨシ　ミリア ボウカイ [3:01.74]

4 32015 田中　陽菜(3) 魚住東 4 31586 藤吉　美里亜(2) 望海
ヤマダ　チハル オオクボキタ [2:50.33] ハギワラ　アグリ モモヤマダイ [2:54.7]

5 32208 山田　千遥(3) 大久保北 5 26115 萩原　あぐり(3) 桃山台
ツルタ　ミホ ボウカイ [2:46.74] オオフジ　アコ ヤマグチ [2:57.00]

6 31576 鶴田　美帆(3) 望海 6 14171 大藤　歩子(2) 山口
イイノ　フウカ エイガジマチュウ [2:47.17] オカモト　ライナ カコガワチュウブ [2:56.24]

7 31801 飯野　楓華(3) 江井島 7 33155 岡本　蕾奈(2) 加古川中部
ミヤジ　モモカ ホンタモン [2:46.99] ニシモト　アカリ ハリマ [2:55.31]

8 27032 宮地　ももか(3) 本多聞 8 39657 西本　あかり(2) 播磨
サカモト　カホ ワダヤマ [2:48.36] タカセ　ルチカ ヒョウキョウダイフゾク [2:58.00]

9 83473 坂本　果穂(2) 和田山 9 38503 高瀬　瑠愛(3) 兵教大附属
フクダ　アヤノ ヒガシタニ [2:50.00] タケダ　ナミ ヒガシタニ [3:00.00]

10 18112 福田　彩乃(2) 東谷 10 18120 武田　ナミ(2) 東谷
ヨシダ　リン ウオズミ [2:50.00] マツモト　マミ イマヅ [3:00.17]

11 31973 吉田　凜(3) 魚住 11 13702 松本　真実(2) 今津
コレトモ　チヒロ セイリョウダイ [2:50.00] ケンジョウ　チナツ カワラギチュウガッコウ [2:59.98]

12 29505 是友　千洋(3) 星陵台 12 13535 権丈　千夏(2) 瓦木
モリ　ユウハ カワラギチュウガッコウ [2:48.84] キムラ　アユナ ウオズミ [3:00.46]

13 13542 森　優羽(2) 瓦木 13 31969 木村　歩那(3) 魚住
ミムラ　モモカ ヒョウキョウダイフゾク [2:50.00]

14 38527 三村　萌々香(2) 兵教大附属

7組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジワラ　ハルカ ウエガハラ [4:08.00]

1 13133 藤原　春風(2) 上ケ原
ミヤケ　ナナミ ハマノミヤ

2 33430 三宅　夏々美(2) 浜の宮
ヤマモト　リンカ ヒオカ [3:20.00]

3 32917 山本　梨夏(3) 氷丘
コウモト　ミユウ セイリョウダイ [3:15.00]

4 29504 河本　美結(3) 星陵台
ホッタ　ココナ ボウカイ [3:07.05]

5 31585 堀田　心菜(2) 望海
ナカウチ　ヒユカ ウエガハラ [3:04.85]

6 13128 中内　ひゆか(2) 上ケ原
ヨシムラ　シノ モモヤマダイ [3:04.58]

7 26120 吉村　詩乃(3) 桃山台
タダ　ユウナ オオクボキタ [3:06.31]

8 32202 多田　祐奈(3) 大久保北
タカハシ　ユズハ ホウデン [3:10.00]

9 34374 高橋　柚羽(3) 宝殿
モリ　ハルカ ウオズミヒガシ [3:12.32]

10 32023 森　遥花(3) 魚住東
イノクマ　サキ カワラギチュウガッコウ [3:10.00]

11 13515 猪熊　咲希(3) 瓦木
タケウチ　サナ タカトリ [3:08.11]

12 25171 竹内　紗菜(2) 鷹取
コバヤシ　リオン タマツ [3:11.55]

13 27620 小林　莉音(2) 玉津
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカイ　リホ ウオズミヒガシ [5:04.20] サコダ　マオ ノノイケ [5:22.32]

1 32021 髙井　梨帆(3) 魚住東 1 31462 迫田　真桜(3) 野々池
ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [5:04.40] カトウ　セナ ワダヤマ [5:23.38]

2 29306 細川　日向(3) 有野北 2 83467 加藤　世菜(2) 和田山
ナルオ　マユ オオクボ [5:04.98] シモムラ　ナツキ シオセ [5:24.25]

3 31646 鳴尾　真優(3) 大久保 3 14216 下村　菜月(3) 塩瀬
イケノ　カイリ タイサンジ [4:46.75] ノマ　カヅキ アリノ [5:16.06]

4 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 4 29209 野間　香月(2) 有野
イケモト　ユイコ セイリョウダイ [4:55.00] アオ　マユ アサギリ [5:17.21]

5 29502 池本　結子(3) 星陵台 5 31112 阿尾　茉優(3) 朝霧
カワイ　リコ セイリョウダイ [4:55.00] カタヤマ　アカリ ナギサ [5:17.70]

6 29512 河合　里恋(2) 星陵台 6 21831 片山　紅里(2) 渚
カガワ　ハルカ タイサンジ [5:00.00] イシダ　ユキナ カコガワチュウブ [5:19.58]

7 28151 香川　悠(2) 太山寺 7 33151 石田　幸菜(2) 加古川中部
マツモト　ミウ セイリョウダイ [5:00.00] クロカワ　アカナ ホウデン [5:20.00]

8 29509 松本　未羽(3) 星陵台 8 34373 黒川　采加奈(3) 宝殿
ササキ　シノ オオクボ [5:02.02] コバヤシ　ハルカ ヒオカ [5:20.00]

9 31641 佐々木　紫乃(3) 大久保 9 32913 小林　遙(3) 氷丘
タニグチ　マホ ホウバイ [5:02.27] カツノ　アユミ ヒガシタニ [5:20.00]

10 16274 谷口　真帆(3) 宝梅 10 18161 勝野　あゆみ(3) 東谷
オオノ　ハルカ アサギリ [5:03.35] イケダ　ミノリ アリノ [5:21.19]

11 31124 王野　遥(2) 朝霧 11 29281 池田　実紀(3) 有野
イトウ　ユイラ カコガワチュウブ [5:12.02] スエイシ　アヤナ タイサンジ [5:30.00]

12 33152 伊東　結良(2) 加古川中部 12 28158 末石　彩夏(2) 太山寺
ハヤシ　マホ コウブ [5:12.34] スズキ　メイ カワラギチュウガッコウ [5:30.41]

13 13471 林　真帆(3) 甲武 13 13522 鈴木　愛依(3) 瓦木
イブシ　リノ ハマノミヤ [5:12.39] タカイエ　ナホ シオセ [5:30.88]

14 33410 飯伏　梨乃(3) 浜の宮 14 14227 高家　和歩(2) 塩瀬
ナカニシ　チヒロ アカシタカオカ [5:12.47] キタサコ　エミリ オオクボ [5:25.29]

15 31711 中西　ちひろ(3) 明石高丘 15 31600 北迫　英美里(2) 大久保
ナガタ　ミチカ ボウカイ [5:13.65] キシガミ　マナ オオクボ [5:26.40]

16 31578 永田　実睦(3) 望海 16 31650 岸上　真奈(3) 大久保
トクモト　ハルナ セイリョウダイ [5:15.00] ナス　ヒナミ オオクボキタ [5:28.03]

17 29508 德元　陽菜(3) 星陵台 17 32234 那須　日菜美(2) 大久保北
モリ　ハルカ タイサンジ [5:15.00] タチバナ　ユキ ハゼタニチュウ [5:28.83]

18 28162 森　春佳(2) 太山寺 18 27343 橘　結希(3) 櫨谷
ミズノ　サクラ カコガワ [5:08.52] タカハシ　サヤカ タイサンジ [5:29.95]

19 32845 水野　さくら(3) 加古川 19 28155 髙橋　咲也香(2) 太山寺
マツモト　ルナ オオクボキタ [5:09.87] タケウチ　リンナ タカラヅカダイイチ [5:30.0]

20 32207 松本　瑠南(3) 大久保北 20 16161 竹内　凛和(2) 宝塚第一
ナイトウ　ココネ ウエガハラ [5:10.10]

21 13159 内藤　心音(3) 上ケ原

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オノ　イズミ カコガワ [5:36.98] セキ　シイカ ハマノミヤ [5:53.58]

1 32847 小野　いずみ(3) 加古川 1 33424 關　椎花(2) 浜の宮
タチバナ　ミム ハマノミヤ [5:37.27] カトウ　ユイ ホウデン [5:55.00]

2 33426 橘　実夢(2) 浜の宮 2 34302 加藤　優結(2) 宝殿
フクザワ　アオイ アサギリ [5:39.97] フジモト　ヒナ ボウカイ [5:55.18]

3 31123 福澤　葵(2) 朝霧 3 31579 藤本　陽南(3) 望海
オオヤマ　シノン ホウデン [5:31.15] サトウ　リオナ ウオズミ [5:45.49]

4 30301 大山　心暖(2) 宝殿 4 31977 佐藤　凜音奈(2) 魚住
タカダ　カナ アリノキタ [5:32.18] シオミチ　アスカ イマヅ [5:45.81]

5 29310 髙田　佳那(2) 有野北 5 13791 塩道　明日香(3) 今津
ヨコヤマ　ルナ フタミ [5:33.56] クズシマ　ユイ ハマノミヤ [5:47.65]

6 32110 横山　瑠奈(3) 二見 6 33423 葛島　由衣(2) 浜の宮
タカヤマ　ヒヨノ タカツカサ [5:33.99] ヤマシタ　ワコ ヤマグチ [5:49.00]

7 16602 髙山　ひよ乃(3) 高司 7 14124 山下　和心(3) 山口
ニシムラ　リサ コウブ [5:35.14] ハリマ　アイサ タイサンジ [5:50.00]

8 13480 西村　梨沙(2) 甲武 8 28176 播磨　あいさ(2) 太山寺
マエダ　サクラ オオクボ [5:35.75] ヤマグチ　サキ タカトリ [5:50.00]

9 31644 前田　さくら(3) 大久保 9 25163 山口　紗葵(2) 鷹取
アベ　クルミ フタミ [5:36.20] カノウ　マイ ハゼタニチュウ [5:53.5]

10 32111 阿部　胡桃(3) 二見 10 27341 加納　舞音(3) 櫨谷
ミウラ　イオリ シオセ [5:45.21] コバ　ナナミ ヒガシタニ [6:15.00]

11 14230 三浦　伊織(3) 塩瀬 11 18102 木庭　菜々未(2) 東谷
オオチ　ハナ カワラギチュウガッコウ [5:45.24] イシオカ　ノア ホンタモン [6:15.14]

12 13544 大地　花菜(2) 瓦木 12 27050 石岡　叶彩(2) 本多聞
カミオカ　チサキ ウエガハラ [5:45.37] ナカシマ　アイナ ホンタモン [6:32.21]

13 13121 神岡　千咲(2) 上ケ原 13 27057 中島　愛奈(2) 本多聞
ヤスダ　コトネ ヒガシタニ [5:40.00] ナガタ　ホホコ ボウカイ [5:55.80]

14 18166 安田　琴音(3) 東谷 14 31590 永田　帆帆子(2) 望海
マツダ　ミサキ タイサンジ [5:40.00] クボタ　ラン ウエガハラ [5:57.42]

15 28166 松田　美咲(2) 太山寺 15 13123 久保田　蘭(2) 上ケ原
シラキ　ヒナタ アリノ [5:40.09] タカハマ　ホノ ツナ [6:05.00]

16 29203 白木　陽奈多(2) 有野 16 74482 髙濱　穂乃(3) 津名
ヤノ　アイカ タイサンジ [5:41.74] ヒキシマ　ナツミ タカラヅカダイイチ [6:05.36]

17 28167 矢野　愛花(2) 太山寺 17 16165 疋嶋　夏実(2) 宝塚第一
アダチ　ハルカ ホウバイ [5:43.26] フルサト　エリナ ウオズミ [6:08.50]

18 16201 足立　晴香(2) 宝梅 18 31970 古里　枝利奈(3) 魚住
ナカタ　ノノ タカツカサ [5:43.82] オガワ　ユズノ ホンタモン [6:11.00]

19 16610 中田　埜遥(2) 高司 19 27051 小川　柚乃(2) 本多聞
タカハシ　ナツメ フタミ [5:45.12] マツザワ　ヒナ ハマノミヤ [6:14.44]

20 32119 髙橋　なつめ(3) 二見 20 33439 松澤　陽菜(2) 浜の宮
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共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サワダ　アヤ ハサマ [16.02] ムラカミ　アオイ ウエガハラ [17.00]

1 60551 澤田　彩(3) 狭間 1 13162 村上　葵彩(3) 上ケ原
タノウエ　キョウカ タイサンジ [15.93] ノダ　カエデ ミキヒガシ [17.06]

2 28127 田上　京夏(3) 太山寺 2 35697 野田　楓(3) 三木東
ミヤザキ　リン ウエガハラ [15.59] ナガイ　ハルカ コウブ [16.06]

3 13161 宮﨑　凛(3) 上ケ原 3 13479 永井　遼(2) 甲武
ミチダ　サチナ ハリマミナミ [15.57] カツマ　レネ ホウバイ [16.20]

4 39755 道田　幸奈(3) 播磨南 4 16270 勝間　れね(3) 宝梅
ウエオカ　リン ハリマミナミ [15.31] タムラ　アヤナ セイリョウダイ [16.40]

5 39751 上岡　凛(3) 播磨南 5 29507 田村　綾菜(3) 星陵台
ヤマサキ　カホ ボウカイ [15.66] オオムラ　アリサ カコガワチュウブ [16.35]

6 31581 山崎　花帆(3) 望海 6 33133 大村　有咲(3) 加古川中部
ハヤシ　カリン ホンタモン [15.78] シオタ　カコ コウブ [16.63]

7 27035 林　花鈴(3) 本多聞 7 13463 塩田　華子(3) 甲武
ナンジョウ　ヒメナ リョウナン [15.75] アライ　ミヤビ ハリマミナミ [16.83]

8 33914 南條　姫菜(3) 陵南 8 39760 新居　みやび(2) 播磨南

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カヤマ　モモハ タイサンジ [17.79] ノロ　アオイ アリノ [18.27]

1 28151 香山　百葉(2) 太山寺 1 29283 野呂　葵(3) 有野
コヤマ　シズク カコガワ [17.83] オオツカ　オトカ ノノイケ [18.29]

2 32844 小山　穏空(3) 加古川 2 31468 大塚　乙果(3) 野々池
ハヤカワ　ユウカ アリノキタ [17.07] キリハラ　ユメ アリノ [18.00]

3 29305 早川　侑花(3) 有野北 3 29282 桐原　夕芽(3) 有野
ナカノ　ヒマリ オオハラ [17.33] イトウ　サユミ カワラギチュウガッコウ [18.15]

4 29163 中野　日葵(3) 大原 4 13505 井東　紗弓(3) 瓦木
ウエジマ　ルイ タイサンジ [17.20] モリ　チヒロ タイサンジ [18.00]

5 28121 上島　瑠泉(3) 太山寺 5 28169 森　千裕(2) 太山寺
ヒラタ　ミナミ オオクボ [17.44] イワネ　コハル ボウカイ [18.10]

6 31647 平田　みなみ(3) 大久保 6 31591 岩根　小春(2) 望海
タケナカ　ユズハ ツナ [17.5] フナヤマ　リンカ オオクボキタ [18.26]

7 74483 竹中　柚葉(3) 津名 7 32204 舩山　凜風(3) 大久保北
オザワ　ユウナ オオクボキタ [17.61] マエダ　トモカ カワラギチュウガッコウ [18.24]

8 32293 小澤　優奈(3) 大久保北 8 13518 前田　朋香(3) 瓦木

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカハシ　レイ ハマノミヤ [18.90] サオヤマ　フミ ホンタモン [19.40]

2 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 2 27052 佐尾山　布美(2) 本多聞
コタニ　リオ ボウカイ [18.32] ハセガワ　リンカ ヒョウキョウダイフゾク [19.10]

3 31592 小谷　莉生(2) 望海 3 38506 長谷川　凜花(3) 兵教大附属
トヤマ　レオ イマヅ [18.42] ミツモト　ワカナ オオクボ [18.98]

4 13792 外山　怜於(3) 今津 4 31648 光本　若奈(3) 大久保
サイトウ　マナミ モトヤマミナミ [18.55] スギモト　アヤネ カコガワ [19.18]

5 20658 齊藤　愛美(3) 本山南 5 32841 杉本　彩音(3) 加古川
イノウエ　ミヒロ カコガワ [18.55] オオタニ　サヤコ オオクボ [19.14]

6 32872 井上　心尋(2) 加古川 6 31605 大谷　彩子(2) 大久保
タケウチ　ヒヨリ モトヤマミナミ [18.67] ヤマグチ　ユウコ ボウカイ [19.37]

7 20662 竹内　ひより(3) 本山南 7 31584 山口　有子(3) 望海
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ [18.65] ムラカミ　リン ウエガハラ [19.22]

8 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 8 13139 村上　凛(2) 上ケ原
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共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカジマ　ミユ カワラギチュウガッコウ [19.98] マツオカ　ユア ウオズミ [20.74]

2 13543 中嶋　心優(2) 瓦木 2 31979 松岡　結杏(2) 魚住
モリ　ミヒロ ヒョウキョウダイフゾク [19.50] ハヤシ　サナ オオクボ [20.03]

3 38507 森　美紘(3) 兵教大附属 3 31615 林　沙奈(2) 大久保
ムカイ　リコ コウブ [19.42] オカ　ミノリ ホウバイ [20.00]

4 13467 向井　莉子(3) 甲武 4 16206 岡　実乃里(2) 宝梅
コナエ　ミサキ オオクボ [19.64] カワムラ　ハルカ リョウナン [20.00]

5 31642 小苗　美咲(3) 大久保 5 33920 川村　はるか(3) 陵南
タカス　フウコ ノノイケ [19.66] オオサワ　メイ ホウバイ [20.00]

6 31406 髙巣　楓子(2) 野々池 6 16205 大澤　芽依(2) 宝梅
ニシワキ　ユナ ホウバイ [19.92] ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ [20.35]

7 16210 西脇　由菜(2) 宝梅 7 35607 馬越　ひかり(2) 三木東
マエダ　カンナ コウブ [19.91] ナカタ　エリ オオクボ [20.06]

8 13481 前田　栞那(2) 甲武 8 31602 中田　英里(2) 大久保

9組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　ナツ ヒオカ

2 32936 藤井　杏都(2) 氷丘
アライ　ミサキ ノノイケ [22.16]

3 31401 新井　美咲(2) 野々池
ヤマダ　イオナ ツナ [22.0]

4 74489 山田　依桜愛(2) 津名
ハスイ　ヒオリ ノノイケ [20.78]

5 31410 蓮井　日緒莉(2) 野々池
マツオ　ナナコ タカトリ [20.88]

6 25161 松尾　奈菜子(2) 鷹取
ムカイ　ミツキ ウエガハラ [23.00]

7 13138 向井　美月(2) 上ケ原
ヒカワ　ネネ ウエガハラ

8 13132 樋川　寧々(2) 上ケ原
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タカラヅカダイイチ [52.80] リョウナン [51.40]

1 宝塚第一 5 陵南
[  ] タジマ　サチカ [  ] タルキ　マコ [  ] ミシマ　ナナ [  ] ナンジョウ　ヒメナ [  ] モリモト　ラム [  ] テラキタ　ココメ

16135 田嶋 幸花(3) 16136 樽木 真子(3) 16141 三島 奈々(3) 33914 南條 姫菜(3) 33915 森本 來夢(3) 33941 寺北 ここめ(2)

[  ] ミチナカ　ミサト [  ] チハラ　サキ [  ] トモガネ　リオナ [  ] コニシ　アユミ [  ] ナガヤマ　ミキ [  ] ヒラノ　ミキ

16142 道中 美聡(3) 16163 千原 咲葵(2) 16164 友金 莉央奈(2) 33943 小西 亜由弓(2) 33944 永山 未希(2) 33945 平野 美紀(2)

ハリマミナミ [53.14] コウブ [52.00]

2 播磨南 6 甲武
[  ] ウエオカ　リン [  ] カシワギ　エリナ [  ] ドロバット　サホ [  ] クスモト　ツムギ [  ] シオタ　カコ [  ] マツムラ　ホノカ

39751 上岡 凛(3) 39752 柏木 映里奈(3) 39753 ドロバット さほ(3) 13462 楠本 つむぎ(3) 13463 塩田 華子(3) 13466 松村 穂乃香(3)

[  ] マツシタ　ユウカ [  ] ミチダ　サチナ [  ] アライ　ミヤビ [  ] オオニシ　アズミ [  ] ナガイ　ハルカ [  ] ワトウ　モモカ

39754 松下 悠華(3) 39755 道田 幸奈(3) 39760 新居 みやび(2) 13477 大西 彩純(2) 13479 永井 遼(2) 13485 和唐 萌々花(2)

ワダヤマ [51.75] ウエガハラ [52.19]

3 和田山 7 上ケ原
[  ] ナカオ　トモエ [  ] マツムラ　アカリ [  ] ハシモト　リナ [  ] キヨナガ　エアン [  ] クロセ　ユキノ [  ] ナカジマ　イクミ

83462 中尾 巴映(3) 83463 松村 あかり(3) 83465 橋本 梨菜(3) 13155 清永 英杏(3) 13157 黒瀬 友希乃(3) 13160 中島 郁実(3)

[  ] ワダ　ヒナタ [  ] コウモト　ユウ [  ] ミヤザキ　リン [  ] ムラカミ　アオイ

83466 和田 日向(3) 83468 高本 優(2) 13161 宮﨑 凛(3) 13162 村上 葵彩(3)

シオセ [51.90] ゴシキ [52.02]

4 塩瀬 8 五色
[  ] アラタニ　コノミ [  ] テラシ　リコ [  ] イシダ　オトハ [  ] ヤマサキ　リリヤ [  ] コショウ　ミズキ [  ] ミナミ　ユウキ

14203 荒谷 香実(3) 14207 照 りこ(3) 14221 石田 乙羽(2) 74014 山﨑 りりや(3) 74016 古匠 瑞希(3) 74017 南 裕妃(3)
[  ] シギョウ　メイ [  ] シラネ　アイ [  ] モリ　ミズキ [  ] シンドウ　リオナ [  ] カジタ　カイリ

14223 執行 芽生(2) 14224 白根 亜依(2) 14226 森 瑞希(2) 74020 進藤 梨央奈(2) 74023 梶田 浬(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ハマノミヤ [54.00] カワラギチュウガッコウ [53.34]

2 浜の宮 6 瓦木
[  ] ムラカミ　メグミ [  ] イシダ　アガサ [  ] カワモト　ツヅミ [  ] サカモト　チヒロ [  ] ナカタニ　コトリ [  ] オカヤマ　トウコ

33411 村上 恵(3) 33421 石田 有華咲(2) 33422 河本 鼓(2) 13506 阪本 千紘(3) 13507 仲谷 琴鈴(3) 13510 岡山 藤子(3)

[  ] タカハシ　レイ [  ] マジマ　モエカ [  ] マスモト　アヤナ [  ] シュトウ　サクラ [  ] トイ　ユウナ [  ] アオキ　カリン

33425 髙橋 澪(2) 33427 間嶋 萌花(2) 33438 升元 絢菜(2) 13511 首藤 さくら(3) 13521 戸井 裕菜(3) 13538 青木 花梨(2)

カコガワ [53.40] タイサンジ [53.50]

3 加古川 7 太山寺
[  ] スギモト　アヤネ [  ] フルカワ　リナ [  ] マツモト　リイ [  ] サトウ　ユイリ [  ] タノウエ　キョウカ [  ] ナカノ　リン

32841 杉本 彩音(3) 32843 古川 莉奈(3) 32849 松本 莉依(3) 28124 佐藤 唯凜(3) 28127 田上 京夏(3) 28130 中野 倫(3)
[  ] ナカムラ　ミアラ [  ] シモカワ　リノ [  ] シマダ　マリア [  ] フジワラ　アヤネ [  ] コウダマ　イチカ [  ] トミナガ　ヒナタ

32850 中村 碧愛莉(3) 32852 下川 凛乃(3) 32875 島田 万莉愛(2) 28131 藤原 彩音(3) 28172 幸玉 いちか(2) 28175 冨永 陽(2)
オオクボキタ [53.44] セイリョウダイ [53.50]

4 大久保北 8 星陵台
[  ] スギモト　キョウコ [  ] ロバアト　プリスカ [  ] ワタナベ　カノン [  ] タナカ　モア [  ] タムラ　アヤナ [  ] ヤク　ユリア

32200 杉本 恭子(3) 32210 ロバート プリスカ(3) 32211 渡邊 花音(3) 29506 田中 萌愛(3) 29507 田村 綾菜(3) 29510 夜久 百合愛(3)

[  ] イケダ　サユナ [  ] ニシムラ　セナ [  ] フジモト　アイ [  ] ウエバヤシ　ココロ [  ] ハゼカワ　ミハネ [  ] モリシタ　サヤ

32221 池田 咲結菜(2) 32236 西村 星那(2) 32237 藤本 愛(2) 29511 上林 こころ(2) 29516 沙魚川 心羽(2) 29517 森下 紗耶(2)

ミキヒガシ [53.16]

5 三木東
[  ] ヨシダ　イオリ [  ] ウマコシ　ヒカリ [  ] クロサキ　クルミ

35601 吉田 伊織(3) 35607 馬越 ひかり(2) 35695 黒崎 幹桃(3)

[  ] タニグチ　ココネ [  ] ノダ　カエデ [  ] ムラジリ　ノア

35696 谷口 心音(3) 35697 野田 楓(3) 35698 村尻 望愛(3)
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ホウデン [55.00] オオクラ [54.09]

2 宝殿 6 大蔵
[  ] サコダ　ユウリ [  ] ミヤザキ　ソヨカ [  ] フジカワ　ノノ [  ] タナカ　イチナ [  ] ヤノ　ユイナ [  ] コヤマ　ナツキ

34304 迫田 優里(2) 34308 宮﨑 そよか(2) 34311 藤川 乃々(2) 31250 田中 苺奈(3) 31251 矢野 結菜(3) 31252 小山 夏葵(3)

[  ] アツタ　ワカ [  ] ヒエダ　カノ [  ] モリモト　ヒカリ [  ] マスイ　エリコ [  ] タニオカ　ミウ [  ] ナンポ　ココネ

34371 熱田 和花(3) 34376 稗田 花望(3) 34377 森本 陽可里(3) 31254 増井 恵理子(3) 31255 谷岡 美侑(3) 31256 南保 心音(3)

ヤマグチ [54.50] フタミ [54.83]

3 山口 7 二見
[  ] カミカワ　サキ [  ] サカイ　ユア [  ] スズキ　カリン [  ] ウエカワ　ツグミ [  ] オカモト　リン [  ] サカイ　ナホ

14121 上川 紗季(3) 14122 酒井 結愛(3) 14123 鈴木 花凛(3) 32112 植川 亜海(3) 32114 岡本 凛(3) 32116 酒井 菜帆(3)

[  ] ヤマダ　セイラ [  ] シモバヤシ　ハルナ [  ] ナガヨシ　ユイ [  ] マエダ　ハルカ [  ] ヤマモト　サエ

14125 山田 聖来(3) 14173 下林 遥那(2) 14174 永吉 結衣(2) 32124 前田 はるか(3) 32140 山本 冴(2)
モトヤマミナミ [54.40] ケヤキダイ [54.53]

4 本山南 8 けやき台
[  ] タマツクリ　ルイ [  ] タカギシ　マナミ [  ] イワモト　ミオ [  ] イナガキ　ヤスハ [  ] オオガミ　ココナ [  ] キシノ　ナツキ

20601 玉造 琉唯(3) 20615 高岸 愛心(2) 20652 岩本 海音(3) 60601 稲垣 泰羽(2) 60602 大上 心々菜(2) 60603 岸野 夏葵(2)

[  ] マスヤマ　ミイナ [  ] タケイ　ヒナタ [  ] タケウチ　ヒヨリ [  ] シノザキ　コハル [  ] ウエバヤシ　リホ [  ] オオイシ　コトミ

20654 増山 弥那(3) 20656 竹井 ひなた(3) 20662 竹内 ひより(3) 60605 篠崎 心春(2) 60617 上林 莉歩(3) 60619 大石 呼幸(3)

ホンタモン [54.50]

5 本多聞
[  ] イノウエ　ミク [  ] ハヤシ　カリン [  ] カマタニ　ミウ

27031 井上 美空(3) 27035 林 花鈴(3) 27039 釜谷 美羽(3)

[  ] フクヤス　ルナ [  ] イタダニ　アカリ [  ] ナカジマ　トモカ

27040 福安 瑠奈(3) 27053 板谷 朱莉(2) 27055 中島 朋香(2)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ヒョウキョウダイフゾク [55.76] ハゼタニチュウ [55.38]

2 兵教大附属 6 櫨谷
[  ] マナベ　ヒヨリ [  ] コヤマ　アカネ [  ] タケナカ　サツキ [  ] タナカ　アオイ [  ] ナイトウ　ミク [  ] ヤナセ　ネネ

38501 真鍋 ひより(3) 38502 小山 茜(3) 38505 竹中 咲月(3) 27344 田中 葵(3) 27345 内藤 美空(3) 27348 梁瀬 寧々(3)

[  ] ハセガワ　リンカ [  ] モリ　ミヒロ [  ] オオモリ　ココロ [  ] コクボ　ユエラ [  ] ハナノ　ナナミ

38506 長谷川 凜花(3) 38507 森 美紘(3) 27349 大森 こころ(2) 27350 小久保 優蕾(2) 27351 花野 七海(2)

ミドリガオカ [55.00] オオクボ [55.60]

3 緑が丘 7 大久保
[  ] イシワキ　ナナハ [  ] カワムラ　コトハ [  ] ヒロマ　アミ [  ] サイトウ　リオ [  ] モリワキ　カノ

35401 石脇 ななは(3) 35403 川村 詞葉(3) 35406 広間 あみ(3) 31643 齋藤 莉緒(3) 31645 森脇 樺乃(3)

[  ] ムサシ　ユヅキ [  ] ウメツ　サクラ [  ] ウメツ　モモカ [  ] ヒラタ　ミナミ [  ] マツモト　コトハ

35408 武蔵 柚月(3) 35440 梅津 さくら(2) 35441 梅津 ももか(2) 31647 平田 みなみ(3) 31652 松本 琴春(3)

ホウバイ [55.00] ハリマ [55.76]

4 宝梅 8 播磨
[  ] イトウ　リオ [  ] クロダ　ヒカル [  ] カツマ　レネ [  ] クジ　ノゾミ [  ] サカガミ　ヒサキ [  ] クキタ　サキ

16203 伊藤 梨音(2) 16207 黒田 光瑠(2) 16270 勝間 れね(3) 39649 久慈 希実(3) 39651 坂上 陽咲(3) 39653 九木田 咲(3)

[  ] ナガオ　ヒナリ [  ] ナカムラ　カナ [  ] ニシモト　シオン [  ] ブンギョク　サチ [  ] ワタナベ　マヒロ [  ] オオニシ　カレン

16275 長尾 妃菜凜(3) 16277 仲村 華奈(3) 16278 西本 詩音(3) 39658 分玉 彩智(2) 39659 渡邉 真優(2) 39660 大西 花連(2)

ソノダ [55.00]

5 園田
[  ] コバシ　ミユ [  ] サカイ　サラ [  ] コテラヤマ　モエ

11359 小橋 美柚(3) 11360 堺 咲来(3) 11361 小寺山 もえ(3)

[  ] モリタ　ココ [  ] イワモト　クルミ [  ] ヤマシタ　アイリ

11366 森田 瑚々(2) 11367 岩本 くるみ(2) 11372 山下 愛梨(2)
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ウオズミヒガシ [57.34] ハサマ [55.98]

2 魚住東 6 狭間
[  ] ニシダ　クルミ [  ] ハヤシ　ミク [  ] アライ　ルカ [  ] ハラダ　マコ [  ] サワダ　アヤ

32016 西田 胡桃(3) 32019 林 未来(3) 60532 新井 琉加(2) 60533 原田 眞子(2) 60551 澤田 彩(3)
[  ] サイトウ　ミユウ [  ] キソ　ネネ [  ] ムカイ　チヒロ [  ] タニイ　ユウヒ [  ] サリカワ　モモエ

32020 斎藤 心優(3) 32027 木曽 希音(2) 60552 向井 千尋(3) 60555 谷井 優日(3) 60558 去川 桃衣(3)

アリノ [56.00] エイガジマチュウ [56.64]

3 有野 7 江井島
[  ] ヒラカワ　マホ [  ] ホリケ　アイ [  ] ワタナベ　アン [  ] スギヤマ　ウルハ [  ] フクイ　コトミ [  ] タツタ　ユウム

29206 平川 真穂(2) 29207 堀家 愛(2) 29211 渡邊 杏(2) 31802 杉山 麗羽(3) 31804 福井 琴未(3) 31806 龍田 優夢(3)

[  ] キリハラ　ユメ [  ] ノロ　アオイ [  ] ホンダ　ミサト [  ] ミヤザキ　アヤネ [  ] ヨコヤマ　マノン

29282 桐原 夕芽(3) 29283 野呂 葵(3) 29284 本田 美聖(3) 31810 宮﨑 彩寧(2) 31811 横山 真暖(2)

オオハラ [55.78] ツナ [56.0]

4 大原 8 津名
[  ] アンジ　ライカ [  ] ナカノ　ヒマリ [  ] シノダ　アオイ [  ] タケナカ　ユズハ [  ] ナギ　ノアン [  ] マエガワ　レミナ

29161 安治 来夏(3) 29163 中野 日葵(3) 29165 篠田 あおい(3) 74483 竹中 柚葉(3) 74484 那木 乃杏(3) 74485 前川 怜泉奈(3)

[  ] イヨタ　ハル [  ] ササハラ　ナオ [  ] タナカ　ユラ [  ] イマムラ　ユリ [  ] フルオカ　ミウ [  ] ヤマダ　イオナ

29171 伊與田 晴(2) 29172 笹原 菜桜(2) 29173 田中 ゆら(2) 74487 今村 友里(2) 74488 古岡 未羽(2) 74489 山田 依桜愛(2)

タカトリ [56.00]

5 鷹取
[  ] イズミ　カホ [  ] カミエ　リオ [  ] ニシオ　アンリ

25150 泉 佳帆(3) 25152 上江 梨央(3) 25155 西尾 杏梨(3)

[  ] ヤマモト　ユズキ [  ] タニグチ　ルカ [  ] キシ　ミミ

25156 山本 結月(3) 25158 谷口 瑠花(3) 25165 岸 美海(2)

6組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ノノイケ イマヅ [59.99]

2 野々池 6 今津
[  ] イムラ　アヤミ [  ] タカス　フウコ [  ] ナカニシ　ミナ [  ] ホンダ　ミユウ [  ] スエザワ　チヒロ

31403 井村 綾実(2) 31406 髙巣 楓子(2) 31409 中西 美菜(2) 13700 本田 実優(2) 13701 末澤 千尋(2)

[  ] マツイ　ミサキ [  ] イナダ　マユ [  ] オオツカ　オトカ [  ] ウラカワ　マオ [  ] トヤマ　レオ

31412 松井 美咲希(2) 31461 稲田 茉侑(3) 31468 大塚 乙果(3) 13790 浦川 真緒(3) 13792 外山 怜於(3)

ヒオカ アサギリ

3 氷丘 7 朝霧
[  ] ミヤタケ　アオノ [  ] シマダ　アヤネ [  ] コウジタニ　ユウ [  ] タナカ　サホ [  ] ミヤナガ　アイカ [  ] アカイ　ミズキ

32915 宮武 葵乃(3) 32918 嶋田 絢音(3) 32931 糀谷 優(2) 31111 田中 咲帆(3) 31114 宮永 愛花(3) 31120 赤井 瑞季(2)

[  ] コバヤシ　ノドカ [  ] ゴンドウ　ユリコ [  ] タイ　リナ [  ] フジイ　ココネ [  ] オオノ　ハルカ [  ] ワタナベ　アヤカ

32932 小林 和花(2) 32933 権藤 百合子(2) 32934 田井 里奈(2) 31122 藤井 心音(2) 31124 王野 遥(2) 31125 渡辺 彩加(2)

ウオズミ [58.00] カコガワチュウブ

4 魚住 8 加古川中部
[  ] カド　ユウヒ [  ] タワラ　マナミ [  ] ハシモト　カリン [  ] イヌイ　ココネ [  ] オオムラ　アリサ [  ] サエキ　カリナ

31968 角 悠妃(3) 31971 田原 茉奈実(3) 31972 橋本 花稟(3) 33131 戌亥 心音(3) 33133 大村 有咲(3) 33135 佐伯 香里奈(3)

[  ] オオハシ　リノカ [  ] カトウ　ミオ [  ] マツオカ　ユア [  ] ヒガキ　ハルカ [  ] イシグチ　カエデ [  ] マツオカ　マナナ

31976 大橋 璃乃珂(2) 31978 加藤 実桜(2) 31979 松岡 結杏(2) 33136 檜垣 陽香(3) 33150 石口 楓(2) 33160 松岡 愛菜(2)

ボウカイ

5 望海
[  ] イノウエ　ミユ [  ] イモト　マヒロ [  ] ヤク　ミヅキ

31574 井上 心優(3) 31577 井本 まひろ(3) 31580 夜久 美月(3)

[  ] ヤマサキ　カホ [  ] イワネ　コハル [  ] コタニ　リオ

31581 山崎 花帆(3) 31591 岩根 小春(2) 31592 小谷 莉生(2)
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共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジサワ　ユウ ノノイケ [1.52] クロズミ　ユヅキ タカラヅカダイイチ [1.25]

1 31467 藤澤　優羽(3) 野々池 1 16132 黒住　柚月(3) 宝塚第一
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ [1.51] サカモト　アスカ オオクボキタ [1.25]

2 20656 竹井　ひなた(3) 本山南 2 32298 坂本　明日香(3) 大久保北
サリカワ　モモエ ハサマ [1.45] クロダ　スズネ ウエガハラ [1.25]

3 60558 去川　桃衣(3) 狭間 3 13158 黒田　涼音(3) 上ケ原
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ [1.45] ドイ　サオリ タカラヅカダイイチ [1.25]

4 33411 村上　恵(3) 浜の宮 4 16137 土井　沙織(3) 宝塚第一
クボ　ホノカ ヒオカ [1.45] アズマ　ミズキ ハマノミヤ [1.25]

5 32923 久保　歩乃加(3) 氷丘 5 33420 東　瑞稀(2) 浜の宮
ハセガワ　カリン ホウバイ [1.45] サカガミ　ヒサキ ハリマ [1.25]

6 16280 長谷川　佳凜(3) 宝梅 6 39651 坂上　陽咲(3) 播磨
マスモト　アヤナ ハマノミヤ [1.40] カタヤマ　トモミ タイサンジ [1.25]

7 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮 7 28152 片山　友実(2) 太山寺
ムサシ　ユヅキ ミドリガオカ [1.40] オオツカ　ノア ノノイケ [1.25]

8 35408 武蔵　柚月(3) 緑が丘 8 31405 大塚　望愛(2) 野々池
コウジタニ　ユウ ヒオカ [1.40] タナカ　サキ ホウバイ [1.25]

9 32931 糀谷　優(2) 氷丘 9 16209 田中　咲妃(2) 宝梅
イシワキ　ナナハ ミドリガオカ [1.39] ヨシムラ　ユズカ ヒオカ [1.25]

10 35401 石脇　ななは(3) 緑が丘 10 32912 吉村　柚香(3) 氷丘
ニシダ　クルミ ウオズミヒガシ [1.35] オオタカ　アミル ハリマミナミ [1.20]

11 32016 西田　胡桃(3) 魚住東 11 39761 大髙　あみる(2) 播磨南
サイトウ　ミユウ ウオズミヒガシ [1.35] イシダ　アガサ ハマノミヤ [1.20]

12 32020 斎藤　心優(3) 魚住東 12 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮
ヨシダ　イオリ ミキヒガシ [1.35] タシロ　マリノ ウエガハラ [1.20]

13 35601 吉田　伊織(3) 三木東 13 13126 田代　毬乃(2) 上ケ原
マスイ　コハル オオクボキタ [1.35] ナカガミ　サキ カコガワチュウブ [1.20]

14 32205 増井　心陽(3) 大久保北 14 33157 中上　桜希(2) 加古川中部
イモト　コナツ オオクボキタ [1.35] ヤマダ　セイラ ヤマグチ [1.20]

15 32291 井本　小夏(3) 大久保北 15 14125 山田　聖来(3) 山口
ナイトウ　ミズキ タイサンジ [1.35] マツノ　イロハ タカトリ [1.15]

16 28128 内藤　瑞希(3) 太山寺 16 25162 松野　彩葉(2) 鷹取
エンドウ　イク タカトリ [1.35] マツシタ　ユウカ ハリマミナミ [1.15]

17 25151 遠藤　育(3) 鷹取 17 39754 松下　悠華(3) 播磨南
ジョウレン　サエ タイサンジ [1.35] ウエカワ　ツグミ フタミ [1.15]

18 28125 定連　咲笑(3) 太山寺 18 32112 植川　亜海(3) 二見
マツモト　アヤサ オオクボキタ [1.35] クキヤマ　ソラ タカトリ [1.15]

19 32206 松本　采紗(3) 大久保北 19 25166 久木山　そら(2) 鷹取
ホンダ　ミサト アリノ [1.35] ホリケ　アイ アリノ

20 29284 本田　美聖(3) 有野 20 29207 堀家　愛(2) 有野
タケノウチ　ヒヨリ アリノ

21 29204 竹ノ内　陽莉(2) 有野
ワカハラ　チハル アリノ

22 29210 若原　千晴(2) 有野
タカハシ　ヒカル ボウカイ

23 31589 髙橋　ひかる(2) 望海
コンドウ　ナナコ ハリマ

24 39661 近藤　菜々子(2) 播磨
ツチヤ　ユラ ホンタモン

25 27034 土屋　結楽(3) 本多聞
サカモト　ココミ オオクボキタ

26 32229 坂本　心美(2) 大久保北
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ [5.32] コバシ　ワカナ タイサンジ [4.12]

1 74014 山﨑　りりや(3) 五色 1 28173 小橋　若奈(2) 太山寺
クキタ　サキ ハリマ [4.72] オキ　ナゴミ ウオズミヒガシ [4.11]

2 39653 九木田　咲(3) 播磨 2 32024 沖　和心美(3) 魚住東
タニオカ　ミウ オオクラ [4.64] サカイ　サラ ソノダ [4.10]

3 31255 谷岡　美侑(3) 大蔵 3 11360 堺　咲来(3) 園田
キタムラ　ユラ アリノキタ [4.51] ナカノ　ミユ タイサンジ [4.09]

4 29300 北村　結良(3) 有野北 4 28129 中野　未侑(3) 太山寺
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ [4.49] サトウ　ユイリ タイサンジ [4.08]

5 33092 長谷川　茜音(2) 加古川山手 5 28124 佐藤　唯凜(3) 太山寺
ムカイ　チヒロ ハサマ [4.47] ニシモト　シオン ホウバイ [4.05]

6 60552 向井　千尋(3) 狭間 6 16278 西本　詩音(3) 宝梅
イノウエ　ミユ ボウカイ [4.43] ホソオ　サヤ コウブ [4.04]

7 31574 井上　心優(3) 望海 7 13465 細尾　紗弥(3) 甲武
ウラカワ　マオ イマヅ [4.40] ムラジリ　ノア ミキヒガシ [4.03]

8 13790 浦川　真緒(3) 今津 8 35698 村尻　望愛(3) 三木東
ニシムラ　セナ オオクボキタ [4.40] アサベ　ナツミ シオセ [4.03]

9 32236 西村　星那(2) 大久保北 9 14202 阿佐部　菜摘(3) 塩瀬
サカイ　ユア ヤマグチ [4.40] ゴトウ　チサト タイサンジ [4.00]

10 14122 酒井　結愛(3) 山口 10 28123 後藤　知里(3) 太山寺
マツモト　コトハ オオクボ [4.37] フジタ　ユウイ ホウバイ [4.00]

11 31652 松本　琴春(3) 大久保 11 16282 藤田　裕衣(3) 宝梅
マスイ　エリコ オオクラ [4.36] キタハタ　ユイ タカラヅカダイイチ [3.97]

12 31254 増井　恵理子(3) 大蔵 12 16131 北畑　結衣(3) 宝塚第一
アンジ　ライカ オオハラ [4.29] ミヤナガ　アイカ アサギリ [3.96]

13 29161 安治　来夏(3) 大原 13 31114 宮永　愛花(3) 朝霧
クジ　ノゾミ ハリマ [4.29] カド　ユウヒ ウオズミ [3.95]

14 39649 久慈　希実(3) 播磨 14 31968 角　悠妃(3) 魚住
タナカ　ユラ ホンタモン [4.28] マジマ　モエカ ハマノミヤ [3.94]

15 27056 田中　侑来(2) 本多聞 15 33427 間嶋　萌花(2) 浜の宮
サイトウ　リオ オオクボ [4.27] ミヤザキ　アヤネ エイガジマチュウ [3.88]

16 31643 齋藤　莉緒(3) 大久保 16 31810 宮﨑　彩寧(2) 江井島
アツミ　サエ カコガワヤマテ [4.26] マツモト　ミオ モトヤマミナミ [3.87]

17 33081 厚見　咲恵(3) 加古川山手 17 20661 松本　美緒(3) 本山南
カナン　アオイ ヒオカ [4.26] ワタナベ　アン アリノ [3.86]

18 32922 河南　葵(3) 氷丘 18 29211 渡邊　杏(2) 有野
カサハラ　ミユ ウエガハラ [4.21] ヤマモト　ミユ フタミ [3.84]

19 13154 笠原　心優(3) 上ケ原 19 32127 山本　心結(3) 二見
ナガオ　ヒナリ ホウバイ [4.20] イワタ　ハルカ モトヤマミナミ [3.83]

20 16275 長尾　妃菜凜(3) 宝梅 20 20653 岩田　悠(3) 本山南
モリシタ　サキ モモヤマダイ [4.18] シロモト　ナギサ タイサンジ [3.80]

21 26125 森下　咲輝(2) 桃山台 21 28174 城本　渚(2) 太山寺
スズキ　カリン ヤマグチ [4.16] キタムラ　ユイ オオクボ [3.79]

22 14123 鈴木　花凛(3) 山口 22 31607 北村　優衣(2) 大久保
イノウエ　アジュ ミキヒガシ [4.15]

23 35606 井上　亜珠(2) 三木東
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タツタ　ユウム エイガジマチュウ [3.75]

1 31806 龍田　優夢(3) 江井島
カワムラ　コトハ ミドリガオカ [3.74]

2 35403 川村　詞葉(3) 緑が丘
ヤマシタ　リナ オオクボキタ [3.73]

3 32240 山下　莉奈(2) 大久保北
ヤマモト　ユウヅキ タカトリ [3.64]

4 25164 山本　憂月(2) 鷹取
ナギ　サクラ オオクボキタ [3.60]

5 32233 凪　咲良(2) 大久保北
キクチ　ノドカ ホンタモン [3.56]

6 27054 菊地　のどか(2) 本多聞
ナカザト　ユア フタミ [3.51]

7 32122 中里　優亜(3) 二見
ヤマダ　マミ タカラヅカダイイチ [3.50]

8 16167 山田　希美(2) 宝塚第一
ヤマノ　ミラン タカラヅカダイイチ [3.50]

9 16168 山野　美蘭(2) 宝塚第一
ハギワラ　シホ ホウバイ [3.50]

10 16279 萩原　志帆(3) 宝梅
マエダ　ハルカ フタミ [3.50]

11 32124 前田　はるか(3) 二見
イノウエ　マオ モトヤマミナミ [3.46]

12 20663 井上　麻緒(3) 本山南
トヨシマ　アカリ アリノ [3.43]

13 29205 豊島　朱里(2) 有野
ミヨシ　アキノ シオセ [3.40]

14 14209 三好　亜希乃(3) 塩瀬
ホズミ　アオイ タカトリ [3.32]

15 25160 穂積　葵(2) 鷹取
タキガワ　カノ モトヤマミナミ [3.25]

16 20660 瀧川　椛乃(3) 本山南
ハタ　ニナ オオクボ [3.25]

17 31609 畑　仁梛(2) 大久保
ノダ　ミズキ カワラギチュウガッコウ [3.20]

18 13541 野田　瑞葵(2) 瓦木
マツムラ　アカネ オオクボ [3.11]

19 31604 松村　茜(2) 大久保
モリ　ヒナタ アリノ [3.06]

20 29208 森　陽菜多(2) 有野
ヒロマ　アミ ミドリガオカ

21 35406 広間　あみ(3) 緑が丘
チハラ　サキ タカラヅカダイイチ

22 16163 千原　咲葵(2) 宝塚第一
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ドロバット　サホ ハリマミナミ [11.35] マエダ　カホ ウエガハラ [7.00]

1 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南 1 13134 前田　夏帆(2) 上ケ原
ササキ　ルリ ハサマ [10.30] スミ　カズサ ハリマミナミ [6.87]

2 60557 佐々木　瑠璃(3) 狭間 2 39762 角　和紗(2) 播磨南
トミナガ　リンコ ハサマ [9.95] ニシダ　マコト モモヤマダイ [6.86]

3 60554 富永　凛子(3) 狭間 3 26114 西田　真琴(3) 桃山台
オオマエ　ユノン ウエガハラ [9.77] ヤマグチ　アイナ ノノイケ [6.83]

4 13153 大前　優音(3) 上ケ原 4 31413 山口　愛菜(2) 野々池
シンカワ　ミノリ ユラ [9.67] トミナガ　マイナ オオクボキタ [6.77]

5 70447 新川　みのり(3) 由良 5 32232 冨永　苺梨(2) 大久保北
ミウラ　マリナ フタミ [8.34] ハナダ　カリン フタミ [6.77]

6 32126 三浦　真里奈(3) 二見 6 32137 花田　夏凛(2) 二見
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ [8.30] フナバシ　ヒナ ホウバイ [6.63]

7 33091 楠本　れんげ(2) 加古川山手 7 16211 舟橋　陽奈(2) 宝梅
フジワラ　ユメ モモヤマダイ [8.06] サカイ　コトネ モトヤマミナミ [6.48]

8 26116 藤原　柚芽(3) 桃山台 8 20659 酒井　琴音(3) 本山南
イハラ　キョウカ ウエガハラ [8.00] フクシマ　アヤノ ノノイケ [6.47]

9 13152 井原　今日香(3) 上ケ原 9 31465 福嶋　彩乃(3) 野々池
ヤスイ　リオ ハマノミヤ [7.98] タケダ　マホ ヒオカ [6.45]

10 33432 安井　理央(2) 浜の宮 10 32921 武田　真歩(3) 氷丘
ホウジョウ　ユイ ヒオカ [7.90] タニグチ　リノア ノノイケ [6.42]

11 32915 北条　ゆい(3) 氷丘 11 31407 谷口　里有(2) 野々池
ウマダ　リンナ ボウカイ [7.78] クリワキ　リコ ボウカイ [6.17]

12 31575 馬田　凛奈(3) 望海 12 31582 栗脇　理子(3) 望海
カシワギ　エリナ ハリマミナミ [7.76] オカモト　リン フタミ [6.11]

13 39752 柏木　映里奈(3) 播磨南 13 32114 岡本　凛(3) 二見
ハヤシ　カホ ノノイケ [7.70] ナカノ　ユヅキ オオハラ [6.04]

14 31464 林　香帆(3) 野々池 14 29175 中野　悠月(2) 大原
ヤノ　ユイナ オオクラ [7.64] マツバラ　ミユ ウエガハラ [6.00]

15 31251 矢野　結菜(3) 大蔵 15 13136 松原　心優(2) 上ケ原
タガミ　ユメリ オオハラ [7.55] カワサキ　ミロ ウエガハラ [6.00]

16 29162 田上　夢理(3) 大原 16 13140 川﨑　観楽(2) 上ケ原
イシカワ　アキナ ハサマ [7.53] オオガメ　アンリ ハリマ [5.95]

17 60553 石川　晶菜(3) 狭間 17 39662 大亀　杏凛(2) 播磨
キヨナガ　エアン ウエガハラ [7.50] タケダ　サワ モトヤマミナミ [5.86]

18 13155 清永　英杏(3) 上ケ原 18 20616 竹田　紗羽(2) 本山南
ムラカミ　モエカ ボウカイ [7.41] ハナノ　ナナミ ハゼタニチュウ

19 31583 村上　萌香(3) 望海 19 27351 花野　七海(2) 櫨谷
ウチノ　アイリ リョウナン [7.40] ウチハシ　ユラ オオクボキタ

20 33911 内野　愛理(3) 陵南 20 32222 内橋　ゆら(2) 大久保北
ホソヤ　モア オオクボキタ [7.31] タチバナ　ミサ オオクラ

21 32238 細谷　萌愛(2) 大久保北 21 31211 橘　未紗(2) 大蔵
マスヤマ　ミイナ モトヤマミナミ [7.18] カマダ　アリス オオクボキタ

22 20654 増山　弥那(3) 本山南 22 32226 鎌田　ありす(2) 大久保北
サカイ　ナホ フタミ [7.18]

23 32116 酒井　菜帆(3) 二見
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