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時間 種目 ラウンド 組数 人数 招集開始 招集完了 備考
09:30 高校生・一般 男子 110mH 決勝 １組 5名 09:15 09:25
09:35 中学生 男子 110mH 決勝 １～５組 35名 09:20 09:30
09:45 高校生・一般 女子 100mH 決勝 １～２組 11名 09:30 09:40
09:55 中学生 女子 100mH 決勝 1組～5組 09:40 09:50
10:05 中学生 女子 100mH 決勝 6組～7組 09:50 10:00
10:25 共通 男子 5000m 決勝 １組 41名 10:10 10:20
10:50 共通 男子 3000m 決勝 1組 10:35 10:45
11:05 共通 男子 3000m 決勝 2組 10:50 11:00
11:20 共通 男子 3000m 決勝 3組 11:05 11:15
11:35 共通 男子 3000m 決勝 4組 11:20 11:30
11:50 共通 女子 3000m 決勝 １組 29名 11:35 11:45
12:30 共通 男子 200m 決勝 1組～4組 12:15 12:25
12:40 共通 男子 200m 決勝 5組～8組 12:25 12:35
12:50 共通 男子 200m 決勝 9組～12組 12:35 12:45
13:00 共通 男子 200m 決勝 13組～16組 12:45 12:55
13:10 共通 男子 200m 決勝 17組～20組 12:55 13:05
13:20 共通 男子 200m 決勝 21組～24組 13:05 13:15
13:30 共通 男子 200m 決勝 25組～28組 13:15 13:25
13:40 共通 男子 200m 決勝 29組～30組 13:25 13:35
13:45 共通 女子 200m 決勝 1組～4組 13:30 13:40
13:55 共通 女子 200m 決勝 5組～8組 13:40 13:50
14:05 共通 女子 200m 決勝 9組～12組 13:50 14:00
14:15 共通 女子 200m 決勝 13組～16組 14:00 14:10
14:35 共通 男子 800m 決勝 1組～4組 14:20 14:30
14:50 共通 男子 800m 決勝 5組～8組 14:35 14:45
15:05 共通 男子 800m 決勝 9組～10組 14:50 15:00
15:05 共通 女子 800m 決勝 1組～2組 14:50 15:00
15:20 共通 女子 800m 決勝 3組～6組 15:05 15:05
15:35 共通 女子 800m 決勝 7組～10組 15:20 15:30
15:50 共通 女子 800m 決勝 11組 15:35 15:45

時間 種目 ラウンド 組数 人数 招集開始 招集完了 備考
10:00 共通 女子 棒高跳 決勝 1組  7名 08:50 09:00 バック
13:00 共通 男子 棒高跳 決勝 1組 18名 11:50 12:00 バック

09:30 共通 女子 走幅跳 決勝 4組 23名 09:05 09:15 スタンド側

11:30 共通 男子 走幅跳 決勝 3組 29名 11:05 11:15 フィールド側

11:30 共通 女子 走幅跳 決勝 3組 23名 11:05 11:15 スタンド側

13:30 共通 男子 走幅跳 決勝 2組 30名 13:05 13:15 フィールド側

13:30 共通 女子 走幅跳 決勝 2組 23名 13:05 13:15 スタンド側

15:30 共通 男子 走幅跳 決勝 1組 30名 15:05 15:15 フィールド側

15:30 共通 女子 走幅跳 決勝 １組 24名 15:05 15:15 スタンド側

時間 種目 ラウンド 組数 人数 招集開始 招集完了 備考
09:30 共通 女子 円盤投 決勝 2組 28名 09:05 09:15 Ａゾーン
11:00 中学生 男子 円盤投 決勝 2組 26名 10:35 10:45 Ａゾーン
12:30 共通 女子 円盤投 決勝 1組 28名 12:05 12:15 Ａゾーン
14:00 高校生 男子 円盤投 決勝 1組  8名 13:35 13:45 Ａゾーン
14:00 中学生 男子 円盤投 決勝 1組 26名 13:35 13:45 Ａゾーン

126名

138名

163名

跳躍競技
種別

競　技　日　程　第１日目（３月１８日）
開門7:00(競技役員・補助員生徒・準備生徒・選手）・観戦入場者8:30／審判打合せ8:15／閉門17:00

トラック競技
種別

93名

56名

237名

投てき競技
種別



時間 種目 ラウンド 組数 人数 招集開始 招集完了 備考

09:00 共通 女子 100m 決勝 1組～10組 08:45 08:55

09:15 共通 女子 100m 決勝 11組～20組 09:00 09:10

09:30 共通 女子 100m 決勝 21組～30組 09:15 09:25

09:45 共通 女子 100m 決勝 31組～40組 09:30 09:40

10:00 共通 女子 100m 決勝 41組～45組 09:45 09:55

10:00 共通 男子 100m 決勝 1組～5組 09:45 09:55

10:15 共通 男子 100m 決勝 6組～15組 10:00 10:10

10:30 共通 男子 100m 決勝 16組～25組 10:15 10:25

10:45 共通 男子 100m 決勝 26組～35組 10:30 10:40

11:00 共通 男子 100m 決勝 36組～45組 10:45 10:55

11:15 共通 男子 100m 決勝 46組～55組 11:00 11:10

11:30 共通 男子 100m 決勝 56組～65組 11:15 11:25

11:45 共通 男子 100m 決勝 66組～71組 11:30 11:40

11:45 小学生 男子 100m 決勝 １組 7名 11:30 11:40

11:45 小学生 女子 100m 決勝 １組～２組 9名 11:30 11:40

12:10 共通 女子 400m 決勝 1組～3組 11:55 12:05

12:20 共通 女子 400m 決勝 4組～6組 12:05 12:15

12:30 共通 男子 400m 決勝 1組～3組 12:15 12:25

12:40 共通 男子 400m 決勝 4組～6組 12:25 12:35

12:50 共通 男子 400m 決勝 7組～9組 12:35 12:45

13:00 共通 男子 400m 決勝 10組～12組 12:45 12:55

13:10 共通 男子 400m 決勝 13組～16組 12:55 13:05

13:25 小学生 女子 800m 決勝 １組 6名 13:10 13:20

13:30 小学生 男子 1500m 決勝 １組 7名 13:10 13:20

13:40 共通 女子 1500m 決勝 1組～3組 13:25 13:35

14:00 共通 女子 1500m 決勝 4組～6組 13:45 13:55

14:20 共通 女子 1500m 決勝 7組～8組 14:05 14:15

14:20 共通 男子 1500m 決勝 1組 14:05 14:15

14:40 共通 男子 1500m 決勝 2組～4組 14:25 14:35

15:00 共通 男子 1500m 決勝 5組～7組 14:45 14:55

15:20 共通 男子 1500m 決勝 8組～11組 15:05 15:15

15:50 共通 女子 4x100mR 決勝 1組～3組 15:35 15:45

16:00 共通 女子 4x100mR 決勝 4組～6組 15:45 15:55

16:10 共通 男子 4x100mR 決勝 1組～3組 15:55 16:05

16:20 共通 男子 4x100mR 決勝 4組～6組 16:05 16:15

16:30 共通 男子 4x100mR 決勝 7組～9組 16:15 16:25

159名

219名

47名

66名

種別

357名

560名

48名

122名

トラック競技

競　技　日　程　第２日目（３月１９日）
開門7:00(競技役員・補助員生徒・準備生徒・選手）・観戦入場者8:30／審判打合せ8:15／閉門17:00



時間 種目 ラウンド 組数 人数 招集開始 招集完了 備考

09:30 共通 女子 走高跳 決勝 3組 21名 09:05 09:15 Ｂゾーン

12:00 共通 男子 走高跳 決勝 2組 18名 11:35 11:45 Ａゾーン

12:00 共通 女子 走高跳 決勝 2組 29名 11:35 11:45 Ｂゾーン

14:30 共通 男子 走高跳 決勝 1組 13名 14:05 14:15 Ａゾーン

14:30 共通 女子 走高跳 決勝 1組 19名 14:05 14:15 Ｂゾーン

09:30 小学生 男子 走幅跳 決勝 1組  6名 09:05 09:15 フィールド側

09:30 小学生 女子 走幅跳 決勝 1組  5名 09:05 09:15 フィールド側

10:30 共通 女子 三段跳 決勝 1組 13名 10:05 10:15

12:00 共通 男子 三段跳 決勝 3組 18名 11:35 11:45

13:30 共通 男子 三段跳 決勝 2組 14名 13:05 13:15

15:00 共通 男子 三段跳 決勝 1組 14名 14:35 14:45

時間 種目 ラウンド 組数 人数 招集開始 招集完了 備考

10:30 中学生 男子 砲丸投 決勝 2組 22名 10:05 10:15 Ａゾーン

12:00 高校生 男子 砲丸投 決勝 1組  6名 11:35 11:45 Ａゾーン

12:00 中学生 男子 砲丸投 決勝 1組 22名 11:35 11:45 Ａゾーン

13:30 中学生 女子 砲丸投 決勝 2組 26名 13:05 13:15 Ａゾーン

15:00 高校生・一般 女子 砲丸投 決勝 1組  7名 14:35 14:45 Ａゾーン

15:00 中学生 女子 砲丸投 決勝 1組 27名 14:35 14:45 Ａゾーン

 9:30 高校生・一般 女子 やり投 決勝 1組 11名 9:05 9:15 Ｂゾーン

 9:30 高校生・一般 男子 やり投 決勝 1組 14名 9:05 9:15 Ｂゾーン

 9:30 中学生 女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 1組  4名 9:05 9:15 Ｂゾーン

 9:30 中学生 男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 1組  2名 9:05 9:15 Ｂゾーン

種別

投てき競技
種別

跳躍競技



第１日目（３／１８）
氏　　名 所　　属 備　　考 氏　　名 所　　属 備　　考

1 総　務 信 近 清 志 朝霧 57 （主） 後 藤 彰 大久保

2 （T） 本 城 勝 次 朝霧 58 染 分 克 麻 望海

3 （F） 都 藤 将 伸 平野 59 白 石 到 朝霧

4 (主) 大 橋 吉 樹 加古川北高 60 加 藤 健 吾 小園

5 久保 亜梨沙 野々池 61 出本 芙裕佳 本山南

6 （主） 森 口 智 夫 野々池 62 織 田 哲 夫 太山寺

7 岡 野 愛 弓 二見 63 吉 田 裕 亮 明石南高

8 魚 崎 佳 歩 大久保 64 網 更 紗 明石清水高

9 森 直 子 江井島 65 安 田 譲 明石清水高

10 北 中 沙 季 衣川 66 竹 中 秀 明 西脇高

11 飯 田 瑞 穂 太山寺 67 相 田 華 三木高

12 医務係 萬 代 理 香 看護師 68 (主) 藪 木 美 和 大蔵

13 (主) 松 岡 紳 介 明石北高 69 桝 本 雄 一 大蔵

14 奥野 耕太郎 播磨南 70 鵜尾 あんず 魚住

15 昆 野 翔 太 高倉 71 小 川 聡 子 衣川

16 小野原 貫和 平野 72 山下 裕太郎 上ケ原

17 田 中 暢 人 兵庫高 73 折 手 千 春 今津

18 (主) 藤 田 耕 生 井吹台 74 田 邉 幸 広 上甲子園

19 原 孝 彰 浜の宮 75 神 薗 孝 弘 太山寺

20 (主) 橋 本 崇 大久保北 76 赤 井 孝 亮 北神戸

21 笹 部 正 司 甲武 77 浅 野 喜 洋 上野

22 三 代 寛 子 明石南高 78 木 﨑 勇 樹 北神戸

23 (主) 立 花 栄 悠 衣川 79 小 堀 涼 子 本多聞

24 田井中 耕二 瓦木 80 山 村 博 之 明石商高

25 中 北 萌 香 立花 81 池 本 圭 佑 明石高

26 関 修 一 明石商高 82 津 田 英 也 明石城西高

27 森 口 聡 明石陸協 83 岩 本 琢 哉 明石城西高

28 小 玉 雄 介 兵庫工高 84 津 田 将 人 明石北高

29 (主) 前 田 紘 希 魚住 85 田 中 誠 一 明石高専

30 脚 ノ 健 太 大久保 86 安 部 弘 志 神戸第一高

31 德留 由佳子 魚住東 87 新 井 宏 昌 園田学園高

32 上 林 康 一 御殿山 88 黒田 美穂子 東洋大姫路高

33 翁 田 祐 弥 苦楽園 89 中 原 諒 太 報徳学園高

34 藤 原 周 太 山手台 90 山 本 洋 介 尼崎小田高

35 吾 妻 兼 次 大池 91 寳 角 彰 紀 神崎高

36 東 元 克 徳 播磨南 92 (主) 山 下 浩 基 二見

37 増 田 圭 介 西宮今津高 93 山 田 典 宗 魚住東

38 政 近 有 美 芦屋高 94 山本 真由美 浜脇

39 (主) 伊 藤 武 嗣 江井島 95 山 下 大 助 宝塚第一

40 藤 原 慎 二 大久保北 96 松 井 直 也 宝梅

41 万 庭 奈 々 江井島 97 上 中 貴 文 甲陵

42 弓 削 貴 史 太山寺 98 西 川 良 郎 北神戸

43 中 村 鞠 花 明石高 99 奥 野 夏 澄 浜の宮

44 岡 崎 健 太 本山南 100 笹 川 勝 彦 明石西高

45 (主) 久 田 洋 一 本多聞 101 平 石 天 聡 明石商高

46 古 賀 美 咲 塩瀬 102 増田 たまみ 明石商高

47 山 本 雄 基 宝塚第一 103 関 昭 彦 川崎重工

48 田 中 綾 香 甲武 104 宮 川 庸 起 加古川南高

49 磯 口 良 輔 神戸甲北高

50 原 田 宏 明 加古川東高

51 (主) 安 田 匠 野々池

52 關 陸 稔 望海

53 小 菅 浩 有野北

54 永 井 大 隆 浜の宮

55 藤村 ゆう子 明石高

56 西 岡 亮 平 加古川東高

部　　門 部　　門

審判長

審 判 員 一 覧

投てき審判員

決勝審判員
計時員

周回記録員

跳躍審判員

風力計測員

出発係

スターター
リコーラー

監察員

庶務係
受付係

アナウンサー

用器具係

マーシャル

記録員
情報処理係

写真判定



第２日目（３／１９）
氏　　名 所　　属 備　　考 氏　　名 所　　属 備　　考

1 総　務 信 近 清 志 朝霧 58 （主） 安 田 匠 野々池

2 （T） 本 城 勝 次 朝霧 59 關 陸 稔 望海

3 （F） 都 藤 将 伸 平野 60 小 菅 浩 有野北

4 （主） 久保 亜梨沙 野々池 61 新 田 哲 生 有野

5 折 手 千 春 今津 62 安 田 裕 櫨谷

6 森 口 智 夫 野々池 63 永 井 大 隆 浜の宮

7 岡 野 愛 弓 二見 64 藤村 ゆう子 明石高

8 魚 崎 佳 歩 大久保 65 西 岡 亮 平 加古川東高

9 森 直 子 江井島 66 （主） 後 藤 彰 大久保

10 飯 田 瑞 穂 太山寺 67 染 分 克 麻 望海

11 北 中 沙 季 衣川 68 白 石 到 朝霧

12 医務係 萬 代 理 香 看護師 69 藤 田 昇 多田

13 （主） 松 岡 紳 介 明石北高 70 加 藤 健 吾 小園

14 奥野 耕太郎 播磨南 71 出本 芙裕佳 本山南

15 昆 野 翔 太 高倉 72 織 田 哲 夫 太山寺

16 小野原 貫和 平野 73 吉 田 裕 亮 明石南高

17 田 中 暢 人 兵庫高 74 藤 平 真 子 明石清水高

18 （主） 藤 田 耕 生 井吹台 75 森 口 聡 明石陸協

19 原 孝 彰 浜の宮 76 竹 中 秀 明 西脇高

20 （主） 橋 本 崇 大久保北 77 藤 原 聡 加古川東高

21 笹 部 正 司 甲武 78 松 本 良 知 武庫川大附高

22 吉 良 高 志 塩瀬 79 （主） 藪 木 美 和 大蔵

23 三 代 寛 子 明石南高 80 桝 本 雄 一 大蔵

24 （主） 立 花 栄 悠 衣川 81 鵜尾 あんず 魚住

25 畑垣 奈津美 望海 82 小 川 聡 子 衣川

26 田井中 耕二 瓦木 83 田 邉 幸 広 上甲子園

27 中 北 萌 香 立花 84 山下 裕太郎 上ケ原

28 二 宮 浩 史 緑が丘 85 神 薗 孝 弘 太山寺

29 関 修 一 明石商高 86 赤 井 孝 亮 北神戸

30 小 玉 雄 介 兵庫工高 87 浅 野 喜 洋 上野

31 （主） 前 田 紘 希 魚住 88 木 﨑 勇 樹 北神戸

32 脚 ノ 健 太 大久保 89 三 村 智 宏 櫨谷

33 德留 由佳子 魚住東 90 山 村 博 之 明石商高

34 東 元 克 徳 播磨南 91 津 田 英 也 明石城西高

35 翁 田 祐 弥 苦楽園 92 岩 本 琢 哉 明石城西高

36 上 林 康 一 御殿山 93 池 本 圭 佑 明石高

37 藤 原 周 太 山手台 94 田 中 誠 一 明石高専

38 辻 颯 武庫川大附 95 津 田 将 人 明石北高

39 安 田 は つ み 高須 96 戸 塚 剛 明石北高

40 浅 田 裕 太 明石西高 97 新 井 宏 昌 園田学園高

41 鹿 野 雄 高 芦屋高 98 黒田 美穂子 東洋大姫路高

42 坂 元 亮 介 育英高 99 安 部 弘 志 神戸第一高

43 山 本 裕 太 西脇工高 100 寳 角 彰 紀 神崎高

44 増 田 圭 介 西宮今津高 101 中 原 諒 太 報徳学園高

45 (主) 伊 藤 武 嗣 江井島 102 山 本 洋 介 尼崎小田高

46 藤 原 慎 二 大久保北 103 （主） 山 下 浩 基 二見

47 万 庭 奈 々 江井島 104 山 田 典 宗 魚住東

48 弓 削 貴 史 太山寺 105 山本 真由美 浜脇

49 岡 崎 健 太 本山南 106 山 下 大 助 宝塚第一

50 中 村 鞠 花 明石高 107 松 井 直 也 宝梅

51 山 田 竜 哉 県伊丹高 108 上 中 貴 文 甲陵

52 （主） 久 田 洋 一 本多聞 109 西 川 良 郎 北神戸

53 古 賀 美 咲 塩瀬 110 奥 野 夏 澄 浜の宮

54 山 本 雄 基 宝塚第一 111 笹 川 勝 彦 明石西高

55 田 中 綾 香 甲武 112 平 石 天 聡 明石商高

56 磯 口 良 輔 神戸甲北高 113 増田 たまみ 明石商高

57 原 田 宏 明 加古川東高 114 今 井 恵 子 明石北高

115 関 昭 彦 川崎重工

116 古 川 裕 士 市伊丹高

スターター
リコーラー

アナウンサー

出発係

跳躍審判員

投てき審判員

風力計測員

決勝審判員
計時員

周回記録員

写真判定員

審判長

庶務係
受付係

用器具係

マーシャル

記録員
情報処理係

監察員

部　　門 部　　門



補助員
ハードル移動 市内中学・高校より（協力できる学校）

会場準備・片付
本部・記録室関係 大久保北中学校

競技役員控え席関係 明石南高校 明石高専

受付関係 江井島中学校

ナンバーカード 魚住中学校

風力計測器 衣川中学校

ランニングタイマー 野々池中学校

スターター関係 大久保北中学校

出発関係 魚住東中学校

決勝計時周回記録関係 明石清水高校

ハードル設置 大蔵中学校 明石高校

走高跳 望海中学校 明石城西高校

棒高跳 明石商業高校

走幅跳・三段跳 大久保中学校

砲丸投 二見中学校

円盤投（ライン） 二見中学校

円盤投（囲い） 明石西高校 明石北高校

やり投（ライン） 明石西高校

コロナ対策 朝霧中学校

清掃分担
ゴミ持ち帰り 朝霧中学校

雨天練習場清掃 大蔵中学校

トラック清掃 衣川中学校

スタンド表裏清掃 野々池中学校

スタンドトイレ清掃 望海中学校

更衣室清掃 大久保中学校

芝生スタンド清掃 江井島中学校



１． 競技規則について

本大会は、２０２２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　　　　　競技開始場所（現地集合・トラックはスタート地点）

（２）招集時刻

（３）招集の手順

① 競技者は招集開始時刻までに招集場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・やり投げは１２ｍｍ以下、その他は９ｍｍ以下）・靴底の厚さ（４００ｍまでは

２０ｍｍまで、８００ｍ以上は２５ｍｍまで）・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。

トラック競技の出場者は、アスリートビブス（腰）を受け取り、各自で右腰に貼り付ける。

② ２種目に出場し、競技時間や招集時間が重なっている場合は、本人があらかじめ、

出発係（トラック競技）とフィールド審判員に、競技が重なっている旨を申し出ること。

③ 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（トラック競技）・フィールド審判員に

その旨を申し出ること。

④ 招集場所が密にならないよう、招集開始時刻の５分前を目途に集まるようにして下さい。

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。

トラック競技においては、準備が整いしだい、競技会時刻よりも早くに出発させることがあるので、

（２） 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。

スタート合図は、「イングリッシュコマンド」とし、１回目に不正スタートをした者を失格とする。

常に場内アナウンスに注意すること。

（３） １００ｍにおいては、スターティングブロックセット後の練習は行わない（２日目がタイトなスケジュール

となっているため）。

（４） 小学生は、２回目に不正スタートをした者を失格とする。

（５） トラック競技の計時は、写真判定（１／１００秒）とし、同記録の場合は、より細かく優劣を判定して順位を

決定する。

（６） ３０００ｍ・５０００ｍは、グループスタートで行う。

（７） 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。

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には、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もどること。本部関前・本部席後ろの通路の通行は禁止します。

（８） 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。

（９） リレーチームの編成メンバーは、リレー又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）。

（１０） リレーチームの編成（オーダー用紙）は、招集完了時刻１時間前までに記録室に提出する（TR24.11）。

オーダー用紙は本部席に用意しているので、各チーム代表者１名が取りに来ること。

（１１） 競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示に従って行うこと。

（１２） 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）。

（１３） サークルから行うフィールド競技では、マーカーを１個だけ使用することができる（TR25.3.2）。

４． シューズについて

（１）競技用シューズについては、競技規則TR5.2を適用し、規定外シューズの使用は、

認めない。ただし、小学生この規則を適用しない。

（２）フィールド競技においては、中学生、高校生は適用除外措置にて実施する。

対応方法は、中学生は兵庫県中体連、高校生は兵庫県高体連で決められた通りとする。

競 技 注 意 事 項

招集完了時刻

競技開始　　５分前

競技開始　１５分前

種　　目

トラック競技

フィールド競技

招集開始時刻

競技開始　１５分前

競技開始　２５分前

棒高跳 競技開始　７０分前 競技開始　６０分前



５． アスリートビブス（※ナンバーカード）について

（１）競技者は、競技中、胸と背にはっきり見えるように２枚のアスリートビブスをつけなければならない。

跳躍競技者は、背または胸につけるだけでもよい。ナンバーカードはプログラムに記載の物と同じ

でなければならない（TR5.7）。ビブスは各自で用意すること。

（２）トラック競技出場者は、アスリートビブス（腰）を招集時に受け取り、各自でランニングパンツの右側

上部やや後方につける。シールタイプのもので、剥離紙は各自持ち帰ること。

（３）３０００ｍ、５０００ｍの選手については「別ﾋﾞﾌﾞｽ」を着用する。

レース前に各自で、配布場所（ゴール付近）に取りに行き、自分のレーン番号のビブスを１枚胸につける。

レース後は、各自で元の場所へ戻すようにする（安全ピンは外すこと）。

６． 走高跳・棒高跳におけるバーのあげ方について

（１）最後の一人になり、１位が決まるまで、以下のバーのあげ方とする。

　※　走高跳の練習の高さは選手が選択する。その高さの選手が２回終われば、次の高さの練習を始める。

７． フィールド種目における試技について

（１）走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、やり投、ジャベリックにおいては、３回の試技を行う。

（２）走高跳においては、各ランド３回までの試技が認められ、成功した場合は次ラウンドにおいて同様に

３回の試技を行う。

（３）計測ラインは設けない。明らかに失敗試技の場合はショートとして計測しない。

８． 用器具について

（１）競技に使用する器具は、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。

（２）個人の棒高跳用ポール、やりを使用する場合は、事前に検定を行う。

・ポール　　招集時

・やり　　　３月１９日　　８：３０　　用器具庫前

（３）練習用として個人用の器具を競技場内に持ち込んではならない。

９． 記録証について

（１）記録証の発行を希望する選手は、結果通告後、本部記録室へ申し出ること。

（２）発行料は１部５００円。　※郵送の場合は、１部６００円。

１０． 練習について

（１）補助競技場（サブトラック）を開放するので、ＪＯＧや動きづくり等の練習、またメディシンボールを使用

した練習は、こちらで行うようにする。

（２）メイン競技場では、スピードを上げる練習等で使用するが、競技の妨げにならによう安全に注意して

バックストレート付近で行うこと。

練習不可の場所をコーン等で制限することがあるので注意すること。

リレーの練習については、第３コーナーにて行うようにする。

（３）ハードルの練習は、主催者が用意したものを使用する。

① 利用時間は、開門後～９：１５まで。

② レーン割は、　　男子一般高校１１０ｍＨ　 バック側 ８レーン ３台まで

　　　　　　　　女子一般高校１００ｍＨ バック側 ７レーン ３台まで

　　　　　　　　男子中学　　１１０ｍＨ ホーム側 ７・８レーン ３台まで

　　　　　　　　女子中学　　１００ｍＨ ホーム側 ５・６レーン ３台まで

（４）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）において、物を投げる練習は一切行わないこと。

男女
棒高

記録会 参加者に合わせて設定する。　

女子 記録会

男子 記録会

１ｍ０５
１ｍ２０
１ｍ４０

１ｍ１０　～　１ｍ５０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ

１ｍ１５
１ｍ４０
１ｍ６０

　１ｍ２０　～　１ｍ８０　まで　５ｃｍずつ　　以降３ｃｍずつ　

バ　ー　の　あ　げ　方練　習（選択）



１１． 競技場の使用について

（１） 競技場への入退場（選手受付、帰宅時）はメインスタンド南側ゲートのみとする。

（２） 補助競技場へは、メインスタンド南側ゲートを使用して行き来する。

門を出る際に、係員から「再入場許可証（リストバンド）」を受け取り手首に取り付けること。

再入場の際は、門の係員に「再入場許可証」を提示する。手首から外れている場合は無効となる。

（３） 雨天練習場を各校の待機場所（ベンチ）として使用しないこと。

雨天時には、チーム待機場所や雨天練習場の使い方を別途指示する。

（４） 雨天練習場において、スピードを出して走る練習は、南⇒北への一方方向で行うこと。

途中から走り始めることがないようにすること。

スタート地点（南）へ戻る際は、建物側に沿って戻ること。

雨天練習場での、ＪＯＧや動きづくり等は禁止。

（５） 競技場内では、必要に応じてマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ。

（６） 大きな声を出しての応援は控える。

（７） 手指消毒用アルコールを場内に設置しているので、適宜、消毒を行うこと。

（８） 選手・団体関係者（監督・顧問・コーチ）・競技役員・補助員・観戦入場者（保護者・家族）以外は

競技場内に立ち入ることはできない。

（９） 観戦入場者（保護者・家族）はメインスタンドからのみの観戦とする。これは雨天の場合も同じです。

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

（１１） 更衣室での滞在時間は５分以内に済ませ、すぐに出ること。シャワーの使用は禁止。

（１２） 貴重品の管理は各自で責任を持って行うこと。

（１３） ゴミは、各自の責任において家庭まで持ち帰ること。

（１４） 競技中に発生した障害、疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内および現場での応急処置以外の

責任は一切負わない。

（１５） 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にて公開する。

１２． 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（連絡事項）の通りとする。

（２） 開門時刻は７：００，観戦入場者は８：３０

（３） 入場門内で選手受付・審判受付を行います。

１日ごとに「大会参加者チェックシート」を作成して提出する。

（４） 観戦者（保護者・家族）は、受け付けで「観戦入場者チェックシート」を提出してください。

選手関係者は選手の家族・親戚とします。

（４） 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下記の場合に限ります。

① 大会運営本部より許可され、腕章（ゼッケン）をつけた報道カメラマン。

② 大会出場学校の顧問・部員・選手の家族

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。

③ スタート地点後方からの撮影は禁止。観戦者はメインスタンドからのみ。

（５）当日、午前７時の時点で、明石市に気象警報が発令されている場合は、その日の競技は中止です。

（６）荒天時でも、警報が発令されていなければ記録会は実施されます。



１００ｍ招集からスタートまでの流れ

①水濠付近で１００ｍの招集を受ける。

②「招集後ブロックからの練習」
　　練習用スターティングブロックを置いているので、招集後にブロックからの練習に
　　使ってください（一人１回のみ、赤矢印の方向へ）。

③「１組前待機場所」
　　②の後、１１０ｍＨスタートラインで待機。

④「１００ｍスタート地点」
　　スターティングブロックをセットしたら、すぐに本番。
　　ブロックからの練習は不可です。

１００ｍ

招集場所

１組前

待機場所

１００ｍ

スタート地点

招集後

ブロックからの練習

１００ｍ招集から

スタートまでの流れ



大会コード：２３２８０７３８

１． 主 催 明石市陸上競技協会

２． 主 管 明石市中学校体育連盟陸上競技部

３． 日 時 第１日目　　令和５年　３月１８日（土）　午前　９：００より

第２日目　　令和５年　３月１９日（日）　午前　９：００より

４． 会 場 兵庫県立明石公園陸上競技場　きしろスタジアム 競技場コード：２８３１６０

５． 種 目 ＊印は１日目

※男女棒高跳は、気象状況により２日目に順延することもある。

６． 競技方法 ・ ２０２２年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会規定によって行う。

・ アスリートビブス（ゼッケン）は、兵庫陸上競技協会の登録番号（２０２２年度用）を使用（各自で用意）する。

・ 競技用シューズについては、競技規則ＴＲ5.2に適合しないシューズの使用は認めない。

但し、小学生種目については、その規定を適用しない。

・ フィールド競技においては、中学生、高校生は、ＷＡ競技規則靴規定10条適用除外措置にて実施する。対応方法は、

中学生は兵庫県中体連、高校生は兵庫県高体連で決められた通りとする。

７． 参加資格 【中学・高校・高専・大学・一般】

・ 兵庫陸上競技協会の加盟団体・学校、ならびに登記登録者とする。他府県登録者の出場は認めない。

※兵庫陸協登録の大学においては、他府県登録の選手の出場可。

【小学生】

・ 明石市内の小学校に在学する児童。または、明石市在住の小学生。

出場団体名は所属小学校名（アスリートビブスは兵庫県小学校学校コード）で。

・ 明石市内のクラブチームに所属する児童。出場団体名はクラブチーム名（アスリートビブスは兵庫県小学校学校コード）で。

【共通】

・ インターネットや新聞などに試合結果が掲載されることを了承できる選手・競技役員。

・ 中学・高校の参加は、競技役員を終日出せること。

※申込がどちらか１日だけの中学・高校は、競技役員は申込をしている日のみ。

※円滑に運営ができますよう、できるだけ複数の競技役員のご協力をお願いします。

※大学や団体の参加においても、競技役員のご協力が可能であればお願いします。

８． 出場制限 【共通】

・ 一人２種目まで（リレーは含まない）。

・ トラック種目は、１校（団体）１種目の出場人数制限なし。

・ リレーは、１校（団体）男女別２チームまで。※小学生は制限なし。

・ 棒高跳　については、１校（団体）１種目の出場人数制限なし。

【明石市内の学校・チーム】

・ フィールド種目は、１校（団体）１種目あたりの出場人数制限なし。

【明石市外の学校・チーム】

・ フィールド種目は、１校（団体）１種目あたり５人までの出場人数制限あり。

高校

　１００ｍ

＊２００ｍ

　４００ｍ

＊８００ｍ

　１５００ｍ

＊３０００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走高跳

＊棒高跳

＊走幅跳

　三段跳

＊円盤投(1.000kg)

＊１００ｍＨ

　(0.838-8.50)

　砲丸投(4.000kg)

　やり投(0.6kg)

小学生

　１００ｍ

１５００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走幅跳

※小学生種目は

　すべて２日目

　１００ｍ

　８００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走幅跳

※小学生種目は

　すべて２日目

＊１００ｍＨ

　(0.762-8.00)

　砲丸投(2.721kg)

　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

中学

２０２３年度　明石市春季陸上競技記録会

　１００ｍ

＊２００ｍ

　４００ｍ

＊８００ｍ

　１５００ｍ

＊３０００ｍ

＊５０００ｍ

　４×１００ｍＲ

　走高跳

＊棒高跳

＊走幅跳

　三段跳

＊１１０ｍＨ

　(1.067-9.14）

　やり投(0.8kg)

　砲丸投（7.260kg)

＊円盤投(2.000kg)

　砲丸投(6.000kg)

＊円盤投(1.750kg

＊１１０ｍＨ

　(0.914-9.14)

　砲丸投(5.000kg)

＊円盤投(1.500kg)

　ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

共通 高校・一般

男

子

一般

　要　　項

女

子



９． 記 録 証 ・ 記録証の発行を希望する選手は、結果発表の通告後に本部記録室まで申し出ること。

・ 引き渡しは、その種目が全て終了（最後の組が終了）した後、本部記録室にて、発行料と引き換え。

・ １部５００円。※郵送を希望する場合は、１部６００円。

10． 申 込 料 ・ １種目　中学：５００円　高校以上：６００円　リレー種目：１０００円 ※小学生は無料

・ 申込料は、郵便振替でお願いします。

・ 通信欄には、①大会名、②団体名を必ず記入してください。

・ ゆうちょダイレクトからネット振込をされる場合は、「メッセージ」欄に、①大会名、②団体名を入力してください。

また、送金先口座名義に対する受け入り明細票の送付の欄を、●送付あり　を選択してください。

例)　①明石市春季陸上競技記録会　②朝霧中学校　⇒　１シュンキキロクカイ　２アサギリチュウガク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全角、カタカナ、１００文字まで

11． 申込方法 ・ 中学はアスリートランキングから申し込みを行う。

・ 中学生以外の申し込みは、明石市陸上競技協会ホームページより申し込みファイルをダウンロードしてメールに添付して送信する。

・ アスリートランキング，メールでの申込と合わせて、申し込み一覧表を必ず郵送すること。

【中学生】

・ 個人での申し込みはできません。学校単位で申し込みをしてください。

・ 大会ＩＤ／ＰＷは、本年度の明石市陸上競技協会大会用のものを使用する。

お問い合わせは、明石市陸上競技協会事務局まで　⇒

・ 審判員の名前は必ず入力する（できるだけ多くの方のご協力をお願いします）。

・ 責任者署名の欄には、申込内容について問い合わせができる方の名前と携帯電話番号を記入する。

・ 申込一覧表の代表者名の欄には、学校長の名前を明記、捺印し、郵送すること。

・ 中学生のみ、申込の学年は２０２３年４月からの新学年での対応（現中３→中４として出場可）。

【個人，小学生，高校・高専，団体チーム】

・ 高校・高専からの出場は、個人での申し込みはできません。学校単位で申し込み（顧問帯同）をしてください。

・ 「明石市陸上競技協会」ホームページ上から、申込ファイル（一覧表）をダウンロードし、必要事項を入力して３月３日必着で

申込先までファイルをメール送信し、併せて印刷したものを３月６日必着で郵送する。

・ ダウンロードした申込ファイル（一覧表）のファイル名は、『明石春季〇〇（△△）』※〇〇は所属名／※△△は名前に変更して

添付するようにしてください。

・ メールの件名についても、同様に『明石春季〇〇（△△）』として送信してください。

・ 申込メールの受付状況については、プログラム編成会議以後にアスリートランキング，明石陸協ＨＰにて確認をお願いします。

基本的に申込メールへの返信はありません。申込メールの送信を何度も行わないように注意してください。

・ 明石市陸上競技協会ＨＰ http://www.haaa.jp/~akashi/

・ 高校・高専の申し込みは、審判員の名前は必ず入力するようにしてください。

（団体チームの申込も審判ができる方は入力をお願いします）

・ 申込責任者携帯電話の欄には、申込内容について問い合わせができる方の名前と携帯電話番号を記入して下さい。

・ 代表者名の欄には、所属長の名前（個人の場合は申込者）を明記してください。

≪申込先≫

メールアドレス aaa28-taikai@yahoo.co.jp　※大会申込専用アドレスです。ご注意ください。

郵送先　　〒655-0047　神戸市垂水区東舞子町15-10　明石市陸上競技協会　信近清志　宛　

※封筒に『明石市春季記録会　申し込み』と明記

≪申込受付期間≫

２０２３年２月１３日（月）～２０２３年３月３日（金）

但し、参加者多数により大会運営が困難と判断される場合は、受付期間を短縮して申し込みを締め切る場合があります。

≪申込〆切≫

①　アスリートランキング／メールでの手続き　　　２０２３年　３月　３日（金）

②　郵送での手続き　　　　　　　　　　　　　　　２０２３年　３月　６日（月）

※　①②両方の手続きを期日までに完了するようにしてください。

≪プログラム編成会議≫

２０２３年３月８日（水）　１８：００～　　ウィズあかし　７階　学習室７０３　　明石市東仲ノ町６番地１号（アスピア明石北館７階）

明石市内の中学・高校の顧問で行います。

【問い合わせアドレス】　akashi_haa@yahoo.co.jp

【口座番号】 ００９３０－８－１４８９７３

【口座名義】 明石市陸上競技協会

【通信欄】 ①大会名 ： 明石市春季陸上競技記録会

②団体名 ： 〇〇〇〇

mailto:akashi_haa@yahoo.co.jp
mailto:akashi_haa@yahoo.co.jp
mailto:akashi_haa@yahoo.co.jp
mailto:akashi_haa@yahoo.co.jp
mailto:akashi_haa@yahoo.co.jp
http://www.haaa.jp/~akashi/
mailto:akashi_haa@yahoo.co.jp


※ 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を考慮し、競技会を中止する場合もありますので、下記のことに注意して

お申し込み下さい。

・申し込み後も感染状況等により、規模を縮小しての開催をしたり、中止になることもあります。

　明石市陸上競技協会ＨＰをよくご覧ください。

・大会が開催できなかった場合、申込料は必要経費を差し引いた額を返金いたします。

・大会開催の場合、申し込み後は参加の有無にかかわらず申込料はお支払いいただきます。

・今大会のプログラムは作成及び販売はいたしません。明石市陸上競技協会ホームページに競技日程・競技注意事項・競技役員・

　スタートリスト等をアップしますので、ご確認ください。

12 個人情報の取り扱いについて

1) 申込に伴う個人情報は、主催者で厳重に保管し、本大会目的以外に使用することはありません。

2) 選手（競技役員）の名前・所属・記録等を本大会プログラム・明石市陸上競技協会ホームぺージ・アスリートランキング等に掲載します。

3) 本大会が認めた報道機関が撮影した写真や名前・所属・記録等が、新聞・雑誌・ホームぺージ等に公開されることがあります。

13 そ の 他 ・ 新型コロナウイルス感染防止対策のため入場規制を行って開催します。

・ 新型コロナウイルス感染防止に関わる各種の連絡事項、注意事項等については、明石市陸上競技協会ホームページに随時掲載し

お知らせします。参加される方は必ず確認を行ってください。

・ 競技中に発生した障害、疾病について、主催者は傷害保険に加入の範囲内の対応、および現場での応急処置以外の責任は一切負わない。

・ 競技日程、競技注意事項、競技役員、スタートリストは、明石市陸上競技協会、アスリートランキングのホームページから確認して

下さい（郵送はしません）。

・ プログラム記載の競技注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。

・ スパイクシューズのピンは９ｍｍ以下（走高跳、やり投は１２ｍｍ以下）とする。

・ 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にて公開します。



２０２３年度 明石市春季陸上競技記録会 連絡事項 

２０２３年３月１６日 

 

１ 記録会参加に際して 

  ・入場制限を行い開催する。 

  ・マスクを持参し、必要な場面では着用できるようにする。 

  ・体調不良の場合は、参加、来場しないでください。 

 

２ 競技場の開門は、南ゲートのみ 

  ・７：００ 選手・顧問・監督・コーチ・マネージャー・競技役員・補助員 

  ・８：３０ 保護者・家族 

 

３ 受付は、南ゲートのみ 

  ・「明石市陸上競技協会主催大会参加者チェックシート一覧表」 を受付で提出する。 

    ⇒選手・顧問・監督・コーチ・マネージャー・競技役員・補助員 

  ・「観戦入場者チェックシート」 を受付で提出する。 

    ⇒保護者・家族 

   

４ 競技役員について 

  ・必ず打合せ（８：１５）までに南ゲートにて受付（一覧表へのチェック）を済ませてください。 

 

５ 競技運営について 

  ・選手は、競技開始２時間前の来場、競技終了後１時間以内の退場をするようにしてください。 

  ・雨天時は競技場内で待機場所が不足しています。屋根のある場所については選手のみとし、譲り合っ

て利用してください。観戦入場者の方の利用はご遠慮ください。 

 ・１００ｍは、１組１分３０秒で進めていくことになります。そのため、レース直前にブロック 

をセットしたあとの練習は行いません。詳細は、「１００ｍ招集からスタートまでの流れ」を 

事前にご確認いただき、ご協力をお願いいたします。 

  ・１５００ｍでは、１組６分３０秒で進めていきます。レース終了後、すぐにスタートを行いま 

す、招集やスタートラインへの移動がスムーズに行えますよう、ご協力をお願いいたします。 

  ・４００ｍ、４×１００ｍＲでは、１組３分２０秒で進めていきます。特にリレーでは、各走者 

の準備がスムーズに整うよう、ダッシュマークの設置・撤去を手際よくお願いいたします。 

  ・トラック競技におきましては、競技日程の時間よりも早めにスタートしていくことがありま 

す。早め早めの行動をお願いいたします。 

  ・競技場閉門が１７：３０。最終レース（リレー）が１６：３０競技開始となっています。終了と同時 

に撤収となります。 

 

６ その他 

  ・ゴミは必ず持ち帰ってください。 

http://www.haaa.jp/~akashi/akashi2023/taikai/kirokukai/rikkyou/shunki/20230318_100m-start.pdf


ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  300 中山　将嘉 ( 6 )  神戸大学附属小学校 (　　) 1  329 下　徹平 ( 5 )  明石JRC (　　)

3  322 木下　結翔 ( 3 )  高丘西  17.31 (　　) 2  329 横尾　晄大 ( 5 )  明石JRC  6:30.26 (　　)

4  302 中村　朋暉 ( 4 )  人丸小学校  16.26 (　　) 3  329 大井　瑛多 ( 7 )  明石JRC  5:54.00 (　　)

5  305 中戸　大和 ( 7 )  林小  12.77 (　　) 4  329 松本　璃久 ( 7 )  明石JRC  5:29.64 (　　)

6  322 藤田　倖輔 ( 5 )  高丘西  15.68 (　　) 5  329 下　弘太郎 ( 6 )  明石JRC  5:33.33 (　　)

7  302 中山　純暢 ( 3 )  人丸小学校 (　　) 6  302 中村　朋暉 ( 4 )  人丸小学校  6:01.82 (　　)

8  322 酒井　陽生 ( 4 )  高丘西  18.02 (　　) 7  322 有馬　暖人 ( 6 )  高丘西  6:10.60 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1116 東　倫太朗 ( 2 )  加古川東高  10.90 (　　) 1  1026 高見　哉多 ( 3 )  神戸大  11.11 (　　)

2  2621 中尾　恭吾 ( 3 )  報徳高  10.85 (　　) 2  2432 薮木　雅也 FrontierAC  11.15 (　　)

3  1051 渡邊　翔太 ( 4 )  神戸学院大  10.81 (　　) 3  2635 角田　大夢 ( 2 )  報徳高  10.94 (　　)

4  6-8 安藤　礁吾 ( 3 )  関西学院大  10.80 (　　) 4  1121 窪井　晴大 ( 2 )  加古川東高  10.90 (　　)

5  3574 森川　雄太 復刻AC  10.51 (　　) 5  3582 野坂　迅斗 復刻AC  11.00 (　　)

6  3641 名村　和希 Ash  10.80 (　　) 6  381 木下　恭太朗 ( 1 )  明石北高  11.01 (　　)

7  3404 安井　達哉 ( 2 )  育英高  10.83 (　　) 7  514 今岡　侑希 ( 3 )  明石清水高  11.05 (　　)

8  932 上田　健登 ( 3 )  兵庫県立大  10.82 (　　) 8  522 田中　玲央 ( 2 )  明石清水高  11.04 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2014 岩佐　和哉 ( 1 )  神戸甲北高  11.21 (　　) 1  793 國友　勇旗 ( 1 )  明石商高  11.34 (　　)

2  5182 森下　開登 姫路陸協  11.21 (　　) 2  3098 加世田　玲宇 ( 2 )  県伊丹高  11.35 (　　)

3  803 鈴木　累生 ( 2 )  東洋大姫路高  11.19 (　　) 3  32135 上田　悠斗 ( 4 )  二見  11.30 (　　)

4  3583 清瀬　大暉 復刻AC  11.20 (　　) 4  2654 三木　健嗣 K.A.C  11.27 (　　)

5  14209 吉邑　一希 ( 4 )  塩瀬  11.19 (　　) 5  3407 田中　竜馬 ( 1 )  育英高  11.24 (　　)

6  13633 鈴木　陸斗 ( 4 )  上甲子園  11.17 (　　) 6  2634 吉本　潤 ( 2 )  報徳高  11.30 (　　)

7  3134 中井　彬人 ( 2 )  市伊丹高  11.21 (　　) 7  938 西尾　咲人 ( 2 )  兵庫県立大  11.30 (　　)

8  375 梅田　晃成 ( 2 )  明石北高  11.21 (　　) 8  1118 橋本　大和 ( 2 )  加古川東高  11.33 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  3005 吉本　倖大 ( 2 )  県伊丹高  11.40 (　　) 1  1123 辻本　滉貴 ( 1 )  加古川東高  11.50 (　　)

2  1963 西川　晃輝 FrontierAC  11.40 (　　) 2  370 明榮　凌太朗 ( 2 )  明石北高  11.50 (　　)

3  784 三浦　勢悟 ( 2 )  明石商高  11.35 (　　) 3  4354 池田　匠吾 ( 2 )  芦屋高  11.45 (　　)

4  13775 古田　紀貴 ( 3 )  今津  11.39 (　　) 4  3401 中房　健吾 ( 2 )  育英高  11.48 (　　)

5  802 前田　潤 ( 2 )  東洋大姫路高  11.36 (　　) 5  195 奥田　俊平 ( 1 )  明石高校  11.44 (　　)

6  1061 佐藤　隼 ( 2 )  神戸学院大  11.35 (　　) 6  3402 安藤　亘輝 ( 2 )  育英高  11.41 (　　)

7  641 萩野　俊 ( 3 )  明石城西高  11.40 (　　) 7  3562 松本　遼太 復刻AC  11.50 (　　)

8  3097 奥津　翔太 ( 2 )  県伊丹高  11.39 (　　) 8  13625 下口　一樹 ( 4 )  上甲子園  11.48 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1111 市　朋顕 ( 2 )  加古川東高  11.50 (　　) 1  3403 糸田　大翔 ( 2 )  育英高  11.56 (　　)

2  2654 日下部　将梧 ( 1 )  報徳高  11.50 (　　) 2  31424 松本　晃音 ( 3 )  野々池  11.54 (　　)

3  1126 三宅　嶺翔 ( 1 )  加古川東高  11.50 (　　) 3  1457 田村　翔輝 ( 2 )  神戸第一高  11.50 (　　)

4  281 宮田　大聖 鷹匠AC  11.50 (　　) 4  13759 劉本　陽向 ( 4 )  今津  11.50 (　　)

5  3571 富永　匠哉 復刻AC  11.50 (　　) 5  1127 森　悠晃 ( 1 )  加古川東高  11.50 (　　)

6  2652 丸山　空大 ( 1 )  報徳高  11.50 (　　) 6  1120 安森　大朗 ( 2 )  加古川東高  11.50 (　　)

7  3072 藤本　悠希 川崎重工  11.50 (　　) 7  805 松尾　淳平 ( 2 )  東洋大姫路高  11.54 (　　)

8  939 原　麻嘉 ( 2 )  兵庫県立大  11.50 (　　) 8  32140 樋笠　翔真 ( 4 )  二見  11.51 (　　)

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  937 磯野　佑太 ( 2 )  兵庫県立大  11.60 (　　) 1  1124 木下　綾 ( 1 )  加古川東高  11.70 (　　)

2  4359 飯牟田　一惺 ( 1 )  芦屋高  11.60 (　　) 2  4353 奥野　舜 ( 2 )  芦屋高  11.70 (　　)

3  35418 岡村　優磨 ( 4 )  緑が丘  11.59 (　　) 3  35413 角石　淳貴 ( 4 )  緑が丘  11.62 (　　)

4  380 杉村　瞭太 ( 2 )  明石北高  11.58 (　　) 4  785 藤里　奏良 ( 2 )  明石商高  11.67 (　　)

5  429 藤岡　憧伍 ( 1 )  明石西高  11.60 (　　) 5  2462 陶山　雄世 T&F.netKOBE  11.60 (　　)

6  13426 前田　朔太朗 ( 3 )  甲武  11.59 (　　) 6  27304 岸　祐斗 ( 3 )  櫨谷  11.63 (　　)

7  1454 楞野　匠人 ( 2 )  神戸第一高  11.60 (　　) 7  2430 阪上　洸多 FrontierAC  11.68 (　　)

8  1125 日下部　剛 ( 1 )  加古川東高  11.60 (　　) 8  31607 丸尾　斗騎哉 ( 4 )  大久保  11.70 (　　)

風速 (+/-　.　m/s)

小学生 男子 1500m小学生 男子 100m

共通 男子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



11組 12組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31336 杉野　慧吾 ( 3 )  衣川  11.77 (　　) 1  520 大西　勢翔 ( 2 )  明石清水高  11.80 (　　)

2  3006 澤田　葵翔 ( 1 )  県伊丹高  11.77 (　　) 2  416 藤井　一輝 ( 2 )  明石西高  11.80 (　　)

3  2450 高木　幹太 T&F.netKOBE  11.75 (　　) 3  935 山﨑　広夢 ( 3 )  兵庫県立大  11.80 (　　)

4  382 松井　悠輝 ( 1 )  明石北高  11.72 (　　) 4  2460 水野　稜 T&F.netKOBE  11.80 (　　)

5  2528 田中　雅也 ( 2 )  兵庫工業高  11.5 (　　) 5  374 角田　俊 ( 2 )  明石北高  11.80 (　　)

6  3002 鎌田　峻輔 ( 2 )  県伊丹高  11.71 (　　) 6  2828 深瀬　成就 ( 2 )  西脇高  11.80 (　　)

7  148 田野　和幸 尼崎市陸協  11.75 (　　) 7  427 藤原　悠大 ( 1 )  明石西高  11.80 (　　)

8  804 安田　煌音 ( 2 )  東洋大姫路高  11.75 (　　) 8  11107 中西　敢大 ( 3 )  立花  11.80 (　　)

13組 14組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31299 吉成　迅 ( 4 )  大蔵  11.88 (　　) 1  2623 田畑　有貴 TICvalley  11.91 (　　)

2  3099 濱田　倖輝 ( 2 )  県伊丹高  11.87 (　　) 2  2624 大塚　健司 TICvalley  11.91 (　　)

3  14205 下里　悠仁 ( 4 )  塩瀬  11.82 (　　) 3  657 一山　侑生 ( 2 )  明石城西高  11.90 (　　)

4  1960 池　剛志 FrontierAC  11.82 (　　) 4  992 坂口　幹拓 ( 3 )  兵教大  11.90 (　　)

5  2073 吉田　凌 ( 1 )  西宮今津高  11.81 (　　) 5  2533 吉田　光 ( 1 )  兵庫工業高  11.90 (　　)

6  29337 中嶋　史 ( 3 )  有野北  11.81 (　　) 6  663 柴山　凌弥 ( 1 )  明石城西高  11.90 (　　)

7  3137 中務　孝太 ( 1 )  市伊丹高  11.85 (　　) 7  656 藤原　流輝 ( 2 )  明石城西高  11.90 (　　)

8  29603 川口　央翔 ( 3 )  井吹台  11.85 (　　) 8  1450 上杉　拓海 ( 2 )  神戸第一高  11.90 (　　)

15組 16組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2078 牧野　智紘 ( 1 )  西宮今津高  11.95 (　　) 1  29260 山田　眞大 ( 4 )  有野  12.00 (　　)

2  3012 米澤　陽友 ( 1 )  県伊丹高  11.97 (　　) 2  4602 有田　圭佑 西脇市陸協  12.00 (　　)

3  187 福田　世勳 ( 2 )  明石高校  11.91 (　　) 3  2385 畑　諒太郎 ( 1 )  兵庫県立大  12.00 (　　)

4  3094 大西　啓斗 ( 2 )  県伊丹高  11.91 (　　) 4  1131 福本　瞬平 ( 1 )  加古川東高  12.00 (　　)

5  31293 山田　睦明 ( 4 )  大蔵  11.92 (　　) 5  4362 三輪　康太 ( 1 )  芦屋高  12.00 (　　)

6  2626 杉山　巧 TICvalley  11.91 (　　) 6  2179 山田　夏生 ( 2 )  神崎高校  11.98 (　　)

7  3640 丸山　流雅 Ash  11.95 (　　) 7  2063 原　良弥 ( 2 )  西宮今津高  12.00 (　　)

8  2011 荻野　倫太朗 ( 1 )  神戸甲北高  11.93 (　　) 8  2522 小嶋　千寛 ( 2 )  兵庫工業高  12.00 (　　)

17組 18組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13655 中嶋　浬 ( 3 )  上甲子園  12.02 (　　) 1  13657 駒井　響季 ( 3 )  上甲子園  12.11 (　　)

2  21124 杉本　惺昭 ( 4 )  上野  12.04 (　　) 2  530 瀬戸　凰牙 ( 2 )  明石清水高  12.11 (　　)

3  3093 久松　竜也 ( 2 )  県伊丹高  12.00 (　　) 3  783 高山　烈 ( 2 )  明石商高  12.09 (　　)

4  2451 小野　愛弥 T&F.netKOBE  12.00 (　　) 4  3096 藤原　悠斗 ( 2 )  県伊丹高  12.06 (　　)

5  3408 久東　拓矢 ( 1 )  育英高  12.00 (　　) 5  31338 柴田　流空 ( 3 )  衣川  12.05 (　　)

6  3003 前田　孝志朗 ( 2 )  県伊丹高  12.00 (　　) 6  2827 檜本　健輔 ( 2 )  西脇高  12.09 (　　)

7  17393 宮本　武典 ( 3 )  山手台  12.01 (　　) 7  24122 米谷　陸 ( 3 )  北神戸  12.10 (　　)

8  13631 山本　琥太朗 ( 4 )  上甲子園  12.02 (　　) 8  32298 山川　恭矢 ( 3 )  大久保北  12.10 (　　)

19組 20組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  809 石原　稜大 ( 1 )  東洋大姫路高  12.18 (　　) 1  39724 大内　章太郎 ( 3 )  播磨南  12.23 (　　)

2  353 小西　伶弥 鷹匠AC  12.19 (　　) 2  521 砂田　一平 ( 2 )  明石清水高  12.24 (　　)

3  792 畑　優矢 ( 1 )  明石商高  12.13 (　　) 3  1463 川井　一馬 ( 1 )  神戸第一高  12.20 (　　)

4  21121 口原　睦生 ( 4 )  上野  12.17 (　　) 4  13649 河　旺佑 ( 3 )  上甲子園  12.20 (　　)

5  13234 古賀　瑛士 ( 3 )  甲陵  12.13 (　　) 5  229 松岡　一真 ( 1 )  明石南高  12.20 (　　)

6  20683 江本　英知 ( 2 )  本山南  12.17 (　　) 6  3522 淺田　拓哉 復刻AC  12.20 (　　)

7  191 前田　凛佑 ( 1 )  明石高校  12.18 (　　) 7  2070 重田　大雅 ( 1 )  西宮今津高  12.23 (　　)

8  2066 森田　大夢 ( 2 )  西宮今津高  12.18 (　　) 8  788 山本　靖斗 ( 1 )  明石商高  12.22 (　　)

21組 22組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2009 瀨戸　亮大 ( 1 )  神戸甲北高  12.30 (　　) 1  14204 白濵　快知 ( 4 )  塩瀬  12.36 (　　)

2  3546 中村　翼 復刻AC  12.30 (　　) 2  2079 吉成　英春 ( 1 )  西宮今津高  12.37 (　　)

3  31576 三浦　拓眞 ( 3 )  望海  12.28 (　　) 3  1461 石井　慎一郎 ( 1 )  神戸第一高  12.30 (　　)

4  33421 小川　颯介 ( 3 )  浜の宮  12.27 (　　) 4  425 小林　勇惺 ( 1 )  明石西高  12.34 (　　)

5  3139 本多　俊誠 ( 1 )  市伊丹高  12.26 (　　) 5  3092 谷本　洋一 ( 2 )  県伊丹高  12.1 (　　)

6  31414 佐野　悠真 ( 3 )  野々池  12.25 (　　) 6  35457 志田　煌來 ( 3 )  緑が丘  12.33 (　　)

7  20642 清水　勇樹 ( 3 )  本山南  12.29 (　　) 7  2524 大西　来夢 ( 1 )  神戸医療未来大  12.34 (　　)

8  14232 住吉　昴瑠 ( 3 )  塩瀬  12.29 (　　) 8  20638 池田　春翔 ( 3 )  本山南  12.34 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



23組 24組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35465 長谷川　蒼空 ( 3 )  緑が丘  12.40 (　　) 1  3531 玉川　修 復刻AC  12.45 (　　)

2  13415 坂本　悠真 ( 3 )  甲武  12.41 (　　) 2  661 濱崎　海斗 ( 1 )  明石城西高  12.2 (　　)

3  16234 宇都宮　航生 ( 3 )  宝梅  12.38 (　　) 3  31939 北川　壱輝 ( 2 )  魚住  12.41 (　　)

4  2072 中川　拓磨 ( 1 )  西宮今津高  12.37 (　　) 4  807 小野　将哉 ( 1 )  東洋大姫路高  12.41 (　　)

5  2075 久保　雅虎 ( 1 )  西宮今津高  12.38 (　　) 5  11102 小川　大貴 ( 3 )  立花  12.43 (　　)

6  31611 足立　嵩征 ( 3 )  大久保  12.38 (　　) 6  21103 大東　正実 ( 3 )  上野  12.42 (　　)

7  25322 増井　陸斗 ( 3 )  高倉  12.39 (　　) 7  4356 北山　慧太 ( 2 )  芦屋高  12.2 (　　)

8  14254 森　祐太 ( 2 )  塩瀬  12.39 (　　) 8  28127 オニヤ　ローレンスジュニア ( 2 )  太山寺  12.43 (　　)

25組 26組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13678 村上　拓実 ( 2 )  上甲子園  12.50 (　　) 1  12325 中村　晏琉 ( 2 )  小園  12.59 (　　)

2  2176 牛尾　斗耶 ( 2 )  神崎高校  12.50 (　　) 2  16132 竹内　湊真 ( 2 )  宝塚第一  12.56 (　　)

3  13651 中山　理稀 ( 3 )  上甲子園  12.50 (　　) 3  32008 山中　拓馬 ( 3 )  魚住東  12.51 (　　)

4  3206 日浦　皓稀 明石陸協  12.49 (　　) 4  11101 今屋　瑛都 ( 3 )  立花  12.53 (　　)

5  13084 西坂　虹勢 ( 3 )  苦楽園  12.45 (　　) 5  31195 大塩　晟滉 ( 3 )  朝霧  12.51 (　　)

6  32223 鳴海　篤紀 ( 2 )  大久保北  12.48 (　　) 6  4357 西山　武 ( 2 )  芦屋高  12.3 (　　)

7  1119 髙原　信 ( 2 )  加古川東高  12.50 (　　) 7  32113 岸　暖大 ( 2 )  二見  12.55 (　　)

8  1128 西垣　佳祐 ( 1 )  加古川東高  12.50 (　　) 8  538 若本　晃 ( 2 )  明石清水高  12.56 (　　)

27組 28組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1970 松永　遼 K.A.C  12.62 (　　) 1  12880 藤本　光祐 ( 3 )  浜脇  12.70 (　　)

2  25321 藤野　僚祐 ( 3 )  高倉  12.62 (　　) 2  31457 森井　悠太 ( 2 )  野々池  12.68 (　　)

3  31225 吉成　碧 ( 2 )  大蔵  12.60 (　　) 3  18087 岡﨑　航輝 ( 3 )  多田  12.64 (　　)

4  2644 堤　修一 K.A.C  12.62 (　　) 4  27306 来馬　涼太 ( 3 )  櫨谷  12.64 (　　)

5  13420 中村　旬 ( 3 )  甲武  12.60 (　　) 5  3007 清水　真怜 ( 1 )  県伊丹高  12.4 (　　)

6  2652 片岡　佑太 K.A.C  12.62 (　　) 6  527 清川　寛太 ( 2 )  明石清水高  12.63 (　　)

7  2650 小谷　勇人 K.A.C  12.62 (　　) 7  28111 森嵜　晃輔 ( 3 )  太山寺  12.67 (　　)

8  12876 竹村　晃琉 ( 3 )  浜脇  12.62 (　　) 8  14667 指方　大志 ( 3 )  高須  12.68 (　　)

29組 30組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  12868 今西　勇葵 ( 3 )  浜脇  12.73 (　　) 1  13105 髙田　翔太 ( 3 )  上ケ原  12.76 (　　)

2  2464 友成　悠太 T&F.netKOBE  12.72 (　　) 2  31340 下内　翔雅 ( 3 )  衣川  12.76 (　　)

3  28130 後藤　利宗 ( 2 )  太山寺  12.70 (　　) 3  29340 西井　瑞樹 ( 3 )  有野北  12.74 (　　)

4  13515 土井　敬太 ( 3 )  瓦木  12.70 (　　) 4  13421 中村　凜太朗 ( 3 )  甲武  12.74 (　　)

5  2537 田中　將覇 ( 1 )  兵庫工業高  12.70 (　　) 5  31302 小泉　鏡也 ( 2 )  衣川  12.75 (　　)

6  2535 畠久保　遥太 ( 1 )  兵庫工業高  12.70 (　　) 6  13754 岡田　快 ( 4 )  今津  12.74 (　　)

7  32013 檀上　翔 ( 2 )  魚住東  12.71 (　　) 7  33432 坂　優空 ( 2 )  浜の宮  12.75 (　　)

8  28106 小舟　晃平 ( 3 )  太山寺  12.72 (　　) 8  2013 山下　琥太郎 ( 1 )  神戸甲北高  12.75 (　　)

31組 32組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31565 笹谷　昊士朗 ( 4 )  望海  12.81 (　　) 1  29612 松岡　篤矢 ( 3 )  井吹台  12.89 (　　)

2  12321 岩崎　令依 ( 2 )  小園  12.80 (　　) 2  31624 久本　開斗 ( 2 )  大久保  12.88 (　　)

3  31417 鶴熊　柚紀 ( 3 )  野々池  12.77 (　　) 3  17361 福江　健蔵 ( 4 )  山手台  12.82 (　　)

4  39725 島田　翔空 ( 3 )  播磨南  12.76 (　　) 4  12301 宇野　陽登 ( 3 )  小園  12.81 (　　)

5  2071 渡辺　乙史 ( 1 )  西宮今津高  12.77 (　　) 5  231 安井　誠一郎 鳩印Ｇ&Ｔ  12.81 (　　)

6  16141 吉川　颯人 ( 2 )  宝塚第一  12.80 (　　) 6  13794 池田　暁 ( 2 )  今津  12.84 (　　)

7  31605 近藤　裕太 ( 4 )  大久保  12.80 (　　) 7  13772 辻　快統 ( 3 )  今津  12.85 (　　)

8  13681 永井　悠介 ( 2 )  上甲子園  12.80 (　　) 8  29348 坂本　愛生 ( 3 )  有野北  12.84 (　　)

33組 34組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2532 川﨑　匠登 ( 1 )  兵庫工業高  12.7 (　　) 1  32154 奥屋　瑞葵 ( 3 )  二見  12.96 (　　)

2  403 渡邊　哉太朗 ( 3 )  明石西高  12.7 (　　) 2  3013 濵田　亮介 ( 1 )  県伊丹高  12.96 (　　)

3  31181 篠原　大智 ( 2 )  朝霧  12.92 (　　) 3  24171 片岡　陸 ( 2 )  北神戸  12.95 (　　)

4  31452 江見　純汰 ( 2 )  野々池  12.89 (　　) 4  31944 唐木　悠 ( 2 )  魚住  12.95 (　　)

5  17372 植田　葉瑠 ( 3 )  山手台  12.90 (　　) 5  33430 岩佐　和歩 ( 2 )  浜の宮  12.95 (　　)

6  27310 古谷　俊翔 ( 3 )  櫨谷  12.91 (　　) 6  24126 菟原　椋太郎 ( 3 )  北神戸  12.95 (　　)

7  31343 山﨑　天夢 ( 3 )  衣川  12.92 (　　) 7  31926 市川　隼樹 ( 3 )  魚住  12.96 (　　)

8  13425 濵　英汰 ( 3 )  甲武  12.93 (　　) 8  14234 瀧口　緒人 ( 3 )  塩瀬  12.96 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



35組 36組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  3556 小岩　良成 復刻AC  13.00 (　　) 1  24162 村上　紘也 ( 2 )  北神戸  13.03 (　　)

2  18086 大倉　康佑 ( 3 )  多田  13.00 (　　) 2  16252 吉田　海翔 ( 3 )  宝梅  13.02 (　　)

3  534 福田　悠仁 ( 2 )  明石清水高  12.97 (　　) 3  11103 兼原　昌宏 ( 3 )  立花  13.00 (　　)

4  14237 前田　悠和 ( 3 )  塩瀬  12.98 (　　) 4  3015 小倉　惺 ( 1 )  県伊丹高  13.00 (　　)

5  13113 幸野　栄之資 ( 3 )  上ケ原  13.00 (　　) 5  13445 中林　慧輔 ( 2 )  甲武  13.01 (　　)

6  32121 松本　大志 ( 2 )  二見  12.98 (　　) 6  13185 廣瀬　優太朗 ( 2 )  上ケ原  13.01 (　　)

7  3095 野々村　旺亮 ( 2 )  県伊丹高  13.00 (　　) 7  31560 梅谷　大惺 ( 4 )  望海  13.01 (　　)

8  31212 田村　大樹 ( 3 )  大蔵  13.00 (　　) 8  29652 小泉　遼一郎 ( 2 )  井吹台  13.02 (　　)

37組 38組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13644 大谷　祐晴 ( 3 )  上甲子園  13.05 (　　) 1  33420 大西　弘朗 ( 3 )  浜の宮  13.08 (　　)

2  31216 千葉　柊三朗 ( 3 )  大蔵  13.06 (　　) 2  28105 呉藤　尚仁 ( 3 )  太山寺  13.09 (　　)

3  14239 石井　晏輝 ( 3 )  塩瀬  13.04 (　　) 3  32112 大森　柊凌 ( 2 )  二見  13.07 (　　)

4  20636 松本　悠生 ( 3 )  本山南  13.04 (　　) 4  13774 森本　祥輝 ( 3 )  今津  13.06 (　　)

5  17387 堀江　悠人 ( 3 )  山手台  13.03 (　　) 5  29650 岩本　隆太 ( 2 )  井吹台  13.07 (　　)

6  24163 吉崎　澄空 ( 2 )  北神戸  13.03 (　　) 6  13106 永沼　颯太 ( 3 )  上ケ原  13.07 (　　)

7  31825 橋本　耀大 ( 3 )  江井島  13.04 (　　) 7  27043 木村　陽人 ( 2 )  本多聞  13.08 (　　)

8  525 岩田　咲喜 ( 2 )  明石清水高  13.04 (　　) 8  3143 西藤　聖 ( 1 )  市伊丹高  13.07 (　　)

39組 40組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13411 有原　崇真 ( 3 )  甲武  13.15 (　　) 1  35471 吉岡　駿 ( 3 )  緑が丘  13.18 (　　)

2  3014 増田　陸人 ( 1 )  県伊丹高  13.14 (　　) 2  12888 飯田　慶 ( 2 )  浜脇  13.18 (　　)

3  16116 灘井　明良 ( 3 )  宝塚第一  13.11 (　　) 3  13083 長友　健修 ( 3 )  苦楽園  13.17 (　　)

4  18084 北村　一稀 ( 3 )  多田  13.10 (　　) 4  14235 那須　琥太郎 ( 3 )  塩瀬  13.17 (　　)

5  31214 安田　逞 ( 3 )  大蔵  13.09 (　　) 5  17394 向井　恒稀 ( 3 )  山手台  13.16 (　　)

6  13660 國本　駿 ( 3 )  上甲子園  13.10 (　　) 6  13186 村井　海仁 ( 2 )  上ケ原  13.16 (　　)

7  32212 井上　直哉 ( 2 )  大久保北  13.11 (　　) 7  25301 西田　一葵 ( 2 )  高倉  13.17 (　　)

8  31335 小江　一颯 ( 3 )  衣川  13.11 (　　) 8  32009 綿谷　玲 ( 3 )  魚住東  13.17 (　　)

41組 42組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13645 加藤　友斗 ( 3 )  上甲子園  13.23 (　　) 1  12309 前田　拓海 ( 3 )  小園  13.32 (　　)

2  29360 井上　翔月 ( 2 )  有野北  13.25 (　　) 2  13441 江川　凜祐 ( 2 )  甲武  13.31 (　　)

3  31628 中野　総士 ( 2 )  大久保  13.19 (　　) 3  32007 本山　義之助 ( 3 )  魚住東  13.25 (　　)

4  21102 佃　颯真 ( 3 )  上野  13.18 (　　) 4  13233 川北　佳以 ( 3 )  甲陵  13.26 (　　)

5  12873 木村　悠斗 ( 3 )  浜脇  13.19 (　　) 5  13111 上原　嘉連 ( 3 )  上ケ原  13.28 (　　)

6  29607 高橋　隼斗 ( 3 )  井吹台  13.19 (　　) 6  27047 横山　碧海 ( 2 )  本多聞  13.25 (　　)

7  2010 池田　駿介 ( 1 )  神戸甲北高  13.20 (　　) 7  11113 太田　継聖 ( 2 )  立花  13.30 (　　)

8  18080 西村　颯真 ( 3 )  多田  13.20 (　　) 8  13184 平加　佳志 ( 2 )  上ケ原  13.30 (　　)

43組 44組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32001 磯部　航希 ( 3 )  魚住東  13.36 (　　) 1  31625 丸尾　璃空斗 ( 2 )  大久保  13.41 (　　)

2  29617 山平　大祐 ( 3 )  井吹台  13.35 (　　) 2  14257 平田　悠真 ( 2 )  塩瀬  13.42 (　　)

3  29275 田中　健斗 ( 3 )  有野  13.33 (　　) 3  29350 三宅　惺己 ( 3 )  有野北  13.38 (　　)

4  29276 辻井　蒼大 ( 3 )  有野  13.32 (　　) 4  17271 西園　勇吹 ( 2 )  御殿山  13.38 (　　)

5  31190 白井　志音 ( 2 )  朝霧  13.33 (　　) 5  29280 野村　陽向 ( 3 )  有野  13.41 (　　)

6  31820 川名　瑛士 ( 3 )  江井島  13.34 (　　) 6  13080 葛井　倫太郎 ( 3 )  苦楽園  13.38 (　　)

7  28115 小池　優太朗 ( 3 )  太山寺  13.34 (　　) 7  17277 山下　琥太郎 ( 2 )  御殿山  13.41 (　　)

8  31453 柴原　瑛司 ( 2 )  野々池  13.34 (　　) 8  31180 森川　奏友 ( 2 )  朝霧  13.41 (　　)

45組 46組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  35467 藤田　涼生 ( 3 )  緑が丘  13.47 (　　) 1  14236 錦織　雅斗 ( 3 )  塩瀬  13.52 (　　)

2  13798 塩見　玲雄 ( 2 )  今津  13.47 (　　) 2  18001 深田　貴大 ( 2 )  多田  13.52 (　　)

3  35450 浅井　結太 ( 3 )  緑が丘  13.44 (　　) 3  31618 山根　薫 ( 3 )  大久保  13.49 (　　)

4  20631 児玉　愛侍 ( 3 )  本山南  13.44 (　　) 4  29657 柳原　誠人 ( 2 )  井吹台  13.50 (　　)

5  25328 藤原　颯大 ( 3 )  高倉  13.42 (　　) 5  29345 松本　流星 ( 3 )  有野北  13.50 (　　)

6  32296 宮脇　奏多 ( 3 )  大久保北  13.43 (　　) 6  17377 小玉　淳聖 ( 3 )  山手台  13.50 (　　)

7  31301 戸田　大晴 ( 2 )  衣川  13.47 (　　) 7  17265 神原　龍生 ( 2 )  御殿山  13.51 (　　)

8  29272 小嶋　康介 ( 3 )  有野  13.45 (　　) 8  31601 永田　俊輔 ( 4 )  大久保  13.50 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



47組 48組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31584 吉川　将生 ( 3 )  望海  13.56 (　　) 1  17397 下川　翔大 ( 3 )  山手台  13.62 (　　)

2  31620 柴田　雄樹 ( 2 )  大久保  13.57 (　　) 2  29620 黒田　悠斗 ( 3 )  井吹台  13.62 (　　)

3  13440 今里　哉斗 ( 2 )  甲武  13.53 (　　) 3  29654 松本　優舞 ( 2 )  井吹台  13.59 (　　)

4  32299 山口　斗和 ( 3 )  大久保北  13.53 (　　) 4  29362 亀井　歩夢 ( 2 )  有野北  13.58 (　　)

5  12326 前田　陽和 ( 2 )  小園  13.55 (　　) 5  21154 岩本　大空 ( 2 )  上野  13.61 (　　)

6  29347 髙取　日向 ( 3 )  有野北  13.52 (　　) 6  12314 辰巳　颯太 ( 3 )  小園  13.59 (　　)

7  13276 三田　悠生 ( 2 )  甲陵  13.55 (　　) 7  21147 栗花落　崇祐 ( 2 )  上野  13.61 (　　)

8  29339 新澤　隼人 ( 3 )  有野北  13.55 (　　) 8  20692 原田　蓮 ( 2 )  本山南  13.62 (　　)

49組 50組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32114 佐藤　暖 ( 2 )  二見  13.68 (　　) 1  33423 後藤　基孝 ( 3 )  浜の宮  13.72 (　　)

2  27049 田村　翔聖 ( 2 )  本多聞  13.67 (　　) 2  20687 仲宗根　万絃 ( 2 )  本山南  13.71 (　　)

3  28114 久富木　右京 ( 3 )  太山寺  13.64 (　　) 3  31826 室井　志葵 ( 3 )  江井島  13.70 (　　)

4  12884 山口　巧馬 ( 3 )  浜脇  13.63 (　　) 4  31827 吉山　慶 ( 3 )  江井島  13.69 (　　)

5  532 永江　海人 ( 2 )  明石清水高  13.66 (　　) 5  32227 宮原　叶夢 ( 2 )  大久保北  13.71 (　　)

6  13278 井坂　琉暉 ( 2 )  甲陵  13.63 (　　) 6  16273 大谷　翔蘭 ( 2 )  宝梅  13.70 (　　)

7  12306 髙辻　真続 ( 3 )  小園  13.66 (　　) 7  31342 村上　漣武志 ( 3 )  衣川  13.71 (　　)

8  28112 山田　天河 ( 3 )  太山寺  13.67 (　　) 8  16114 壽崎　大学 ( 3 )  宝塚第一  13.71 (　　)

51組 52組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29325 岡部　瑛太 ( 3 )  有野北  13.77 (　　) 1  12307 寺川　春道 ( 3 )  小園  13.88 (　　)

2  14253 丸山　南樹 ( 2 )  塩瀬  13.77 (　　) 2  13085 鈴池　研徳 ( 3 )  苦楽園  13.90 (　　)

3  29609 南條　冬貴 ( 3 )  井吹台  13.73 (　　) 3  18013 本多　蓮 ( 2 )  多田  13.84 (　　)

4  27316 山本　蒼空 ( 2 )  櫨谷  13.72 (　　) 4  27315 小山　樂 ( 2 )  櫨谷  13.80 (　　)

5  13008 吉田　祐大 ( 2 )  苦楽園  13.74 (　　) 5  13672 本﨑　大湖 ( 2 )  上甲子園  13.80 (　　)

6  27045 北田　澪琉 ( 2 )  本多聞  13.73 (　　) 6  12869 井本　瑛 ( 3 )  浜脇  13.80 (　　)

7  31522 吉井　大貴 ( 2 )  望海  13.76 (　　) 7  27818 坂本　創志 ( 3 )  平野  13.84 (　　)

8  29363 亀井　大夢 ( 2 )  有野北  13.75 (　　) 8  31224 金澤　快勇 ( 2 )  大蔵  13.86 (　　)

53組 54組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  27819 早田　慶司 ( 3 )  平野  13.98 (　　) 1  32230 山本　橙空 ( 2 )  大久保北  14.03 (　　)

2  31612 得津　健吾 ( 3 )  大久保  13.98 (　　) 2  31411 有馬　瑛太 ( 3 )  野々池  14.05 (　　)

3  31334 山口　永愛 ( 3 )  衣川  13.92 (　　) 3  12308 本田　琉徠 ( 3 )  小園  14.01 (　　)

4  16140 村田　龍真 ( 2 )  宝塚第一  13.91 (　　) 4  12890 岩田　葵志 ( 2 )  浜脇  14.00 (　　)

5  31193 小原　健翔 ( 2 )  朝霧  13.91 (　　) 5  31451 岩﨑　瑛音 ( 2 )  野々池  14.01 (　　)

6  25307 田中　蒼良 ( 2 )  高倉  13.94 (　　) 6  29366 濱　皓太 ( 2 )  有野北  14.00 (　　)

7  31943 鈴木　颯 ( 2 )  魚住  13.96 (　　) 7  29372 村岡　丈 ( 2 )  有野北  14.02 (　　)

8  12895 華山　康志 ( 2 )  浜脇  13.94 (　　) 8  31517 西野　緑朗 ( 2 )  望海  14.02 (　　)

55組 56組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31519 花山　啓斗 ( 2 )  望海  14.13 (　　) 1  31572 長谷川　和輝 ( 3 )  望海  14.23 (　　)

2  13797 近藤　琥珀 ( 2 )  今津  14.13 (　　) 2  29321 池内　琉奏 ( 3 )  有野北  14.21 (　　)

3  29344 松本　蒼大 ( 3 )  有野北  14.06 (　　) 3  29329 軽部　飛佑雅 ( 3 )  有野北  14.18 (　　)

4  32215 川原　佑介 ( 2 )  大久保北  14.09 (　　) 4  13793 野邊　暖人 ( 2 )  今津  14.15 (　　)

5  18010 若林　考 ( 2 )  多田  14.06 (　　) 5  29653 廣田　宗佑 ( 2 )  井吹台  14.18 (　　)

6  31623 高崎　賢斗 ( 2 )  大久保  14.11 (　　) 6  29349 渡邊　壮馬 ( 3 )  有野北  14.14 (　　)

7  28125 フロレス　ザッケリーセバスティエン ( 2 )  太山寺  14.11 (　　) 7  14255 柳原　琉希 ( 2 )  塩瀬  14.21 (　　)

8  31211 小川　陸 ( 3 )  大蔵  14.13 (　　) 8  13673 高橋　空平 ( 2 )  上甲子園  14.20 (　　)

57組 58組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31622 松浦　大翔 ( 2 )  大久保  14.27 (　　) 1  20689 中村　修吾 ( 2 )  本山南  14.41 (　　)

2  13531 岡田　耀仁 ( 2 )  瓦木  14.27 (　　) 2  24119 熊野　大希 ( 3 )  北神戸  14.40 (　　)

3  16142 吉田　尚大 ( 2 )  宝塚第一  14.25 (　　) 3  33422 小池　翔馬 ( 3 )  浜の宮  14.29 (　　)

4  21145 渡辺　康太 ( 2 )  上野  14.25 (　　) 4  24153 中尾　理来 ( 2 )  北神戸  14.28 (　　)

5  11112 岩本　拓士 ( 2 )  立花  14.25 (　　) 5  13443 栗屋　岳弘 ( 2 )  甲武  14.29 (　　)

6  12802 吉田　隆斗 ( 2 )  浜脇  14.0 (　　) 6  21155 田野　元恭 ( 2 )  上野  14.28 (　　)

7  25329 住野　春樹 ( 3 )  高倉  14.26 (　　) 7  16125 天野　薫 ( 2 )  宝塚第一  14.37 (　　)

8  32294 榮井　勇琉 ( 3 )  大久保北  14.26 (　　) 8  13446 中村　怜 ( 2 )  甲武  14.37 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



59組 60組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32117 廣瀨　漣 ( 2 )  二見  14.50 (　　) 1  20684 神戸　陽彩 ( 2 )  本山南  14.57 (　　)

2  17274 光吉　智央 ( 2 )  御殿山  14.46 (　　) 2  31215 川本　将太朗 ( 3 )  大蔵  14.57 (　　)

3  31303 安井　瑠唯 ( 2 )  衣川  14.42 (　　) 3  20682 泉田　悠太 ( 2 )  本山南  14.51 (　　)

4  24130 平見　駿 ( 3 )  北神戸  14.42 (　　) 4  31627 中貝　琉翔 ( 2 )  大久保  14.53 (　　)

5  13534 橋本　篤宜 ( 2 )  瓦木  14.41 (　　) 5  16139 松本　知樹 ( 2 )  宝塚第一  14.50 (　　)

6  29364 下村　浬 ( 2 )  有野北  14.42 (　　) 6  16271 石田　柊 ( 2 )  宝梅  14.51 (　　)

7  13082 清水　昊雄 ( 3 )  苦楽園  14.45 (　　) 7  31621 陣内　一磨 ( 2 )  大久保  14.55 (　　)

8  20694 藤木　亮成 ( 2 )  本山南  14.44 (　　) 8  29615 安田　琉聖 ( 3 )  井吹台  14.56 (　　)

61組 62組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32224 西村　蓮 ( 2 )  大久保北  14.68 (　　) 1  18002 橋本　歩希 ( 2 )  多田  14.77 (　　)

2  13442 江口　琉喜 ( 2 )  甲武  14.67 (　　) 2  24168 江藤　我駆 ( 2 )  北神戸  14.77 (　　)

3  31626 牧野　優斗 ( 2 )  大久保  14.57 (　　) 3  13277 西本　昌平 ( 2 )  甲陵  14.71 (　　)

4  29215 脇田　遼次 ( 2 )  有野  14.65 (　　) 4  29616 吉田　和真 ( 3 )  井吹台  14.70 (　　)

5  13453 小畑　璃空 ( 2 )  甲武  14.62 (　　) 5  28129 平木　澪 ( 2 )  太山寺  14.73 (　　)

6  31577 長谷川　和哉 ( 3 )  望海  14.60 (　　) 6  27048 今宮　涼太 ( 2 )  本多聞  14.72 (　　)

7  13444 高田　柊大 ( 2 )  甲武  14.67 (　　) 7  13773 松川　瑠偉 ( 3 )  今津  14.74 (　　)

8  32213 上本　瑞偉 ( 2 )  大久保北  14.65 (　　) 8  31220 竹　佑太 ( 2 )  大蔵  14.75 (　　)

63組 64組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  20691 浜松　そら ( 2 )  本山南  14.89 (　　) 2  31578 木村　旭 ( 3 )  望海  14.98 (　　)

2  17389 牧岡　浩佑 ( 3 )  山手台  14.88 (　　) 3  20695 三原　拓斗 ( 2 )  本山南  14.91 (　　)

3  27050 小川　惣央 ( 2 )  本多聞  14.80 (　　) 4  14672 山本　貴教 ( 3 )  高須  14.89 (　　)

4  31428 山本　椋雲 ( 3 )  野々池  14.80 (　　) 5  32158 林　祐斗 ( 3 )  二見  14.91 (　　)

5  13182 平　陽介 ( 2 )  上ケ原  14.80 (　　) 6  31569 中谷　悠真 ( 3 )  望海  14.90 (　　)

6  16275 小林　泰地 ( 2 )  宝梅  14.79 (　　) 7  31818 阿部　凌駕 ( 3 )  江井島  14.95 (　　)

7  29332 近藤　叶羽 ( 3 )  有野北  14.85 (　　) 8  13700 中田　理貴 ( 2 )  今津  14.96 (　　)

8  31923 時井　晃輔 ( 3 )  魚住  14.86 (　　)

65組 66組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  27855 守田　凌 ( 2 )  平野  15.03 (　　) 2  29327 奥吉　樹 ( 3 )  有野北  15.12 (　　)

3  32229 森多　輝 ( 2 )  大久保北  14.99 (　　) 3  27031 福家　義人 ( 3 )  本多聞  15.04 (　　)

4  24159 寺田　優都 ( 2 )  北神戸  15.00 (　　) 4  14256 吉田　捷人 ( 2 )  塩瀬  15.03 (　　)

5  17370 有賀　心絃 ( 3 )  山手台  15.00 (　　) 5  29210 東　生眞 ( 2 )  有野  15.05 (　　)

6  13532 北本　光 ( 2 )  瓦木  14.99 (　　) 6  20688 永田　海莉 ( 2 )  本山南  15.06 (　　)

7  21141 中　煌成 ( 2 )  上野  15.01 (　　) 7  29605 熊西　健太 ( 3 )  井吹台  15.10 (　　)

8  17396 山本　倖永 ( 3 )  山手台  15.00 (　　) 8  13006 出宮　裕次郎 ( 2 )  苦楽園  15.10 (　　)

67組 68組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  21142 武舎　航平 ( 2 )  上野  15.58 (　　) 2  32011 麻田　楓真 ( 2 )  魚住東  15.95 (　　)

3  29371 水谷　俐斗 ( 2 )  有野北  15.32 (　　) 3  18006 弓場　啓司 ( 2 )  多田  15.61 (　　)

4  32200 渡邊　蒼大 ( 3 )  大久保北  15.26 (　　) 4  32157 立石　夏輝 ( 3 )  二見  15.69 (　　)

5  32217 黒田　恵梧 ( 2 )  大久保北  15.17 (　　) 5  20686 髙榮　良知 ( 2 )  本山南  15.66 (　　)

6  13518 吉重　慧斗 ( 3 )  瓦木  15.24 (　　) 6  20685 鈴木　壮誠 ( 2 )  本山南  15.80 (　　)

7  31835 丸山　惟央 ( 2 )  江井島  15.35 (　　) 7  25323 米田　千騎 ( 3 )  高倉  15.84 (　　)

8  14231 遠藤　正佳 ( 3 )  塩瀬  15.49 (　　) 8  18009 小西　颯太 ( 2 )  多田  15.80 (　　)

69組 70組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  31516 富阪　仁 ( 2 )  望海  16.33 (　　) 2  29370 丸本　悠人 ( 2 )  有野北  17.06 (　　)

3  31580 脇山　一之 ( 3 )  望海  16.08 (　　) 3  31194 小西　実 ( 2 )  朝霧  16.47 (　　)

4  14252 豊島　慶悟 ( 2 )  塩瀬  16.07 (　　) 4  13799 辻　壮真 ( 2 )  今津  16.44 (　　)

5  18003 橋本　大志 ( 2 )  多田  15.95 (　　) 5  31520 松岡　真里 ( 2 )  望海  16.36 (　　)

6  29365 永井　陽 ( 2 )  有野北  16.02 (　　) 6  29367 濵田　琥希 ( 2 )  有野北  16.42 (　　)

7  27042 岡田　翔 ( 2 )  本多聞  16.13 (　　) 7  24161 芳浦　直希 ( 2 )  北神戸  16.66 (　　)

8  31217 若松　莉久 ( 3 )  大蔵  16.20 (　　) 8  31629 久米　海大 ( 2 )  大久保  16.82 (　　)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



71組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  16272 上田　隆揮 ( 2 )  宝梅 (　　)

3  16281 細見　達生 ( 2 )  宝梅 (　　)

4  18012 橋本　舷斗 ( 2 )  多田 (　　)

5  13279 松田　昴大 ( 2 )  甲陵  17.22 (　　)

6  28133 大禮　海生 ( 2 )  太山寺 (　　)

7  16277 杉岡　総司郎 ( 2 )  宝梅 (　　)

8  24149 杉本　瑛太 ( 2 )  北神戸 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  940 廣畑　敬太 ( 2 )  兵庫県立大  22.30 (　　) 1  14203 久保　拓己 ( 4 )  塩瀬  22.75 (　　)

2  938 西尾　咲人 ( 2 )  兵庫県立大  22.40 (　　) 2  2845 大塩　涼生 ( 2 )  兵庫高  22.84 (　　)

3  2456 大崎　健太 T&F.netKOBE  21.55 (　　) 3  3583 清瀬　大暉 復刻AC  22.50 (　　)

4  6-8 安藤　礁吾 ( 3 )  関西学院大  21.10 (　　) 4  1121 窪井　晴大 ( 2 )  加古川東高  22.50 (　　)

5  1051 渡邊　翔太 ( 4 )  神戸学院大  22.00 (　　) 5  646 諸岡　俊亮 ( 2 )  明石城西高  22.30 (　　)

6  3574 森川　雄太 復刻AC  21.47 (　　) 6  3582 野坂　迅斗 復刻AC  22.50 (　　)

7  514 今岡　侑希 ( 3 )  明石清水高  22.14 (　　) 7  375 梅田　晃成 ( 2 )  明石北高  22.68 (　　)

8  381 木下　恭太朗 ( 1 )  明石北高  22.23 (　　) 8  658 葉　凛太郎 ( 1 )  明石城西高  22.50 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2635 角田　大夢 ( 2 )  報徳高  23.00 (　　) 1  785 藤里　奏良 ( 2 )  明石商高  23.49 (　　)

2  2432 薮木　雅也 FrontierAC  22.80 (　　) 2  665 藪西　隼大 ( 1 )  明石城西高  23.20 (　　)

3  1123 辻本　滉貴 ( 1 )  加古川東高  22.90 (　　) 3  370 明榮　凌太朗 ( 2 )  明石北高  23.20 (　　)

4  1457 田村　翔輝 ( 2 )  神戸第一高  22.90 (　　) 4  2851 市間　勇 ( 1 )  兵庫高  23.05 (　　)

5  522 田中　玲央 ( 2 )  明石清水高  22.86 (　　) 5  806 今中　柾 ( 2 )  東洋大姫路高  23.06 (　　)

6  1454 楞野　匠人 ( 2 )  神戸第一高  22.90 (　　) 6  187 福田　世勳 ( 2 )  明石高校  23.16 (　　)

7  641 萩野　俊 ( 3 )  明石城西高  23.00 (　　) 7  662 脇本　拓海 ( 1 )  明石城西高  23.20 (　　)

8  1116 東　倫太朗 ( 2 )  加古川東高  23.00 (　　) 8  654 中畑　仁 ( 2 )  明石城西高  23.20 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13775 古田　紀貴 ( 3 )  今津  23.61 (　　) 1  1127 森　悠晃 ( 1 )  加古川東高  23.95 (　　)

2  4354 池田　匠吾 ( 2 )  芦屋高  23.40 (　　) 2  13657 駒井　響季 ( 3 )  上甲子園  24.00 (　　)

3  1124 木下　綾 ( 1 )  加古川東高  23.60 (　　) 3  13649 河　旺佑 ( 3 )  上甲子園  23.80 (　　)

4  195 奥田　俊平 ( 1 )  明石高校  23.51 (　　) 4  2015 松村　三四郎 ( 1 )  神戸甲北高  23.75 (　　)

5  1118 橋本　大和 ( 2 )  加古川東高  23.50 (　　) 5  4359 飯牟田　一惺 ( 1 )  芦屋高  23.4 (　　)

6  1120 安森　大朗 ( 2 )  加古川東高  23.50 (　　) 6  429 藤岡　憧伍 ( 1 )  明石西高  23.6 (　　)

7  1126 三宅　嶺翔 ( 1 )  加古川東高  23.60 (　　) 7  1131 福本　瞬平 ( 1 )  加古川東高  23.90 (　　)

8  1125 日下部　剛 ( 1 )  加古川東高  23.60 (　　) 8  13759 劉本　陽向 ( 4 )  今津  23.90 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  650 松村　洸 ( 2 )  明石城西高  23.8 (　　) 1  530 瀬戸　凰牙 ( 2 )  明石清水高  24.28 (　　)

2  29305 野村　成龍 ( 4 )  有野北  24.12 (　　) 2  31607 丸尾　斗騎哉 ( 4 )  大久保  24.40 (　　)

3  784 三浦　勢悟 ( 2 )  明石商高  24.00 (　　) 3  2847 坂林　海斗 ( 2 )  兵庫高  24.16 (　　)

4  1461 石井　慎一郎 ( 1 )  神戸第一高  24.00 (　　) 4  31424 松本　晃音 ( 3 )  野々池  24.13 (　　)

5  416 藤井　一輝 ( 2 )  明石西高  24.00 (　　) 5  2857 米澤　羽琉 ( 1 )  兵庫高  24.22 (　　)

6  1450 上杉　拓海 ( 2 )  神戸第一高  24.00 (　　) 6  2073 吉田　凌 ( 1 )  西宮今津高  24.15 (　　)

7  2654 日下部　将梧 ( 1 )  報徳高  24.00 (　　) 7  31336 杉野　慧吾 ( 3 )  衣川  24.24 (　　)

8  4353 奥野　舜 ( 2 )  芦屋高  23.80 (　　) 8  17393 宮本　武典 ( 3 )  山手台  24.27 (　　)

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2451 小野　愛弥 T&F.netKOBE  24.30 (　　) 1  13513 大庭　佑月 ( 3 )  瓦木  24.79 (　　)

2  2072 中川　拓磨 ( 1 )  西宮今津高  24.58 (　　) 2  31611 足立　嵩征 ( 3 )  大久保  24.80 (　　)

3  1463 川井　一馬 ( 1 )  神戸第一高  24.50 (　　) 3  2826 中川　嵩士 ( 2 )  西脇高  24.50 (　　)

4  31606 豊村　宏太 ( 4 )  大久保  24.50 (　　) 4  2852 北村　一惺 ( 1 )  兵庫高  24.65 (　　)

5  1466 木村　航人 ( 1 )  神戸第一高  24.50 (　　) 5  249 嶋津　絢介 BWAC  24.50 (　　)

6  659 高崎　航希 ( 1 )  明石城西高  24.20 (　　) 6  2827 檜本　健輔 ( 2 )  西脇高  24.50 (　　)

7  3075 丸橋　健人 川崎重工  24.50 (　　) 7  1666 山口　雄也 ( 3 )  放送大学関西  24.75 (　　)

8  2828 深瀬　成就 ( 2 )  西脇高  24.30 (　　) 8  2454 小松　将大 T&F.netKOBE  24.50 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

共通 男子 200m

風速 (+/-　.　m/s)



11組 12組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2524 大西　来夢 ( 1 )  神戸医療未来大  25.01 (　　) 1  2009 瀨戸　亮大 ( 1 )  神戸甲北高  25.25 (　　)

2  2176 北浦　佑季 ( 1 )  神戸学院大  25.00 (　　) 2  31576 三浦　拓眞 ( 3 )  望海  25.33 (　　)

3  13660 國本　駿 ( 3 )  上甲子園  25.00 (　　) 3  2449 井上　由悠 T&F.netKOBE  25.14 (　　)

4  2066 森田　大夢 ( 2 )  西宮今津高  24.90 (　　) 4  12876 竹村　晃琉 ( 3 )  浜脇  25.13 (　　)

5  31338 柴田　流空 ( 3 )  衣川  24.90 (　　) 5  2858 沼尻　優和 ( 1 )  兵庫高  25.03 (　　)

6  13511 上田　禮次郎 ( 3 )  瓦木  24.84 (　　) 6  804 安田　煌音 ( 2 )  東洋大姫路高  25.11 (　　)

7  792 畑　優矢 ( 1 )  明石商高  25.00 (　　) 7  2859 村井　優太 ( 1 )  兵庫高  25.17 (　　)

8  2174 段塚　夢叶 ( 1 )  神戸学院大  25.00 (　　) 8  13234 古賀　瑛士 ( 3 )  甲陵  25.20 (　　)

13組 14組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  809 石原　稜大 ( 1 )  東洋大姫路高  25.67 (　　) 1  31302 小泉　鏡也 ( 2 )  衣川  25.93 (　　)

2  189 蓮池　尊琉 ( 1 )  明石高校  25.66 (　　) 2  2071 渡辺　乙史 ( 1 )  西宮今津高  25.83 (　　)

3  14204 白濵　快知 ( 4 )  塩瀬  25.50 (　　) 3  517 疋田　慶治 ( 3 )  明石清水高  25.5 (　　)

4  3206 日浦　皓稀 明石陸協  25.59 (　　) 4  413 中島　知己 ( 2 )  明石西高  25.5 (　　)

5  538 若本　晃 ( 2 )  明石清水高  25.47 (　　) 5  31605 近藤　裕太 ( 4 )  大久保  25.70 (　　)

6  32298 山川　恭矢 ( 3 )  大久保北  25.37 (　　) 6  31824 萩原　優紀 ( 3 )  江井島  25.74 (　　)

7  899 千野根　匠吾 ( 1 )  明石高専  25.65 (　　) 7  12325 中村　晏琉 ( 2 )  小園  25.78 (　　)

8  13426 前田　朔太朗 ( 3 )  甲武  25.66 (　　) 8  31615 小倉　龍音 ( 3 )  大久保  25.80 (　　)

15組 16組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  527 清川　寛太 ( 2 )  明石清水高  26.08 (　　) 1  31340 下内　翔雅 ( 3 )  衣川  26.45 (　　)

2  20642 清水　勇樹 ( 3 )  本山南  26.15 (　　) 2  13186 村井　海仁 ( 2 )  上ケ原  26.50 (　　)

3  16234 宇都宮　航生 ( 3 )  宝梅  25.93 (　　) 3  32113 岸　暖大 ( 2 )  二見  26.28 (　　)

4  13185 廣瀬　優太朗 ( 2 )  上ケ原  26.00 (　　) 4  13515 土井　敬太 ( 3 )  瓦木  26.24 (　　)

5  29343 松永　澪音 ( 3 )  有野北  25.98 (　　) 5  2464 友成　悠太 T&F.netKOBE  26.24 (　　)

6  13772 辻　快統 ( 3 )  今津  25.99 (　　) 6  525 岩田　咲喜 ( 2 )  明石清水高  26.27 (　　)

7  20638 池田　春翔 ( 3 )  本山南  26.08 (　　) 7  13754 岡田　快 ( 4 )  今津  26.36 (　　)

8  29348 坂本　愛生 ( 3 )  有野北  26.03 (　　) 8  24132 小河　優斗 ( 3 )  北神戸  26.30 (　　)

17組 18組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16116 灘井　明良 ( 3 )  宝塚第一  26.98 (　　) 1  31343 山﨑　天夢 ( 3 )  衣川  27.18 (　　)

2  236 池野　昌弘 鳩印Ｇ&Ｔ  27.00 (　　) 2  16114 壽崎　大学 ( 3 )  宝塚第一  27.17 (　　)

3  29650 岩本　隆太 ( 2 )  井吹台  26.58 (　　) 3  13774 森本　祥輝 ( 3 )  今津  27.09 (　　)

4  12326 前田　陽和 ( 2 )  小園  26.68 (　　) 4  32212 井上　直哉 ( 2 )  大久保北  27.06 (　　)

5  31825 橋本　耀大 ( 3 )  江井島  26.70 (　　) 5  28105 呉藤　尚仁 ( 3 )  太山寺  27.10 (　　)

6  24162 村上　紘也 ( 2 )  北神戸  26.66 (　　) 6  33433 末福　琉力 ( 2 )  浜の宮  27.01 (　　)

7  16274 栗原　優 ( 2 )  宝梅  26.86 (　　) 7  12306 髙辻　真続 ( 3 )  小園  27.16 (　　)

8  31335 小江　一颯 ( 3 )  衣川  26.86 (　　) 8  534 福田　悠仁 ( 2 )  明石清水高  27.16 (　　)

19組 20組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16140 村田　龍真 ( 2 )  宝塚第一  27.50 (　　) 1  31214 安田　逞 ( 3 )  大蔵  27.74 (　　)

2  31301 戸田　大晴 ( 2 )  衣川  27.56 (　　) 2  28130 後藤　利宗 ( 2 )  太山寺  27.81 (　　)

3  31831 尾仲　蓮士 ( 2 )  江井島  27.42 (　　) 3  31616 安藤　虎雅 ( 3 )  大久保  27.60 (　　)

4  29345 松本　流星 ( 3 )  有野北  27.28 (　　) 4  12310 松井　景音 ( 3 )  小園  27.59 (　　)

5  31452 江見　純汰 ( 2 )  野々池  27.28 (　　) 5  31820 川名　瑛士 ( 3 )  江井島  27.59 (　　)

6  32121 松本　大志 ( 2 )  二見  27.31 (　　) 6  31624 久本　開斗 ( 2 )  大久保  27.57 (　　)

7  31939 北川　壱輝 ( 2 )  魚住  27.49 (　　) 7  31625 丸尾　璃空斗 ( 2 )  大久保  27.65 (　　)

8  33420 大西　弘朗 ( 3 )  浜の宮  27.46 (　　) 8  31926 市川　隼樹 ( 3 )  魚住  27.62 (　　)

21組 22組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  27043 木村　陽人 ( 2 )  本多聞  28.00 (　　) 1  29323 岩本　頼都 ( 3 )  有野北  28.35 (　　)

2  29620 黒田　悠斗 ( 3 )  井吹台  27.99 (　　) 2  29656 河野　大地 ( 2 )  井吹台  28.31 (　　)

3  31826 室井　志葵 ( 3 )  江井島  27.82 (　　) 3  29657 柳原　誠人 ( 2 )  井吹台  28.04 (　　)

4  31618 山根　薫 ( 3 )  大久保  27.95 (　　) 4  11112 岩本　拓士 ( 2 )  立花  28.00 (　　)

5  29360 井上　翔月 ( 2 )  有野北  27.95 (　　) 5  27049 田村　翔聖 ( 2 )  本多聞  28.00 (　　)

6  13233 川北　佳以 ( 3 )  甲陵  27.86 (　　) 6  31584 吉川　将生 ( 3 )  望海  28.17 (　　)

7  29350 三宅　惺己 ( 3 )  有野北  27.96 (　　) 7  29362 亀井　歩夢 ( 2 )  有野北  28.27 (　　)

8  28112 山田　天河 ( 3 )  太山寺  27.95 (　　) 8  28115 小池　優太朗 ( 3 )  太山寺  28.20 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



23組 24組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  532 永江　海人 ( 2 )  明石清水高  28.62 (　　) 1  31193 小原　健翔 ( 2 )  朝霧  28.92 (　　)

2  31342 村上　漣武志 ( 3 )  衣川  28.58 (　　) 2  29363 亀井　大夢 ( 2 )  有野北  28.99 (　　)

3  14239 石井　晏輝 ( 3 )  塩瀬  28.50 (　　) 3  31519 花山　啓斗 ( 2 )  望海  28.67 (　　)

4  27051 西岡　慶心 ( 2 )  本多聞  28.50 (　　) 4  31517 西野　緑朗 ( 2 )  望海  28.68 (　　)

5  29339 新澤　隼人 ( 3 )  有野北  28.42 (　　) 5  28120 阿部　能人 ( 2 )  太山寺  28.81 (　　)

6  31620 柴田　雄樹 ( 2 )  大久保  28.48 (　　) 6  12880 藤本　光祐 ( 3 )  浜脇  28.68 (　　)

7  29652 小泉　遼一郎 ( 2 )  井吹台  28.51 (　　) 7  29320 浅野　遥大 ( 3 )  有野北  28.86 (　　)

8  31827 吉山　慶 ( 3 )  江井島  28.53 (　　) 8  29335 田中　泰志 ( 3 )  有野北  28.84 (　　)

25組 26組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13440 今里　哉斗 ( 2 )  甲武  29.73 (　　) 1  27045 北田　澪琉 ( 2 )  本多聞  30.02 (　　)

2  29372 村岡　丈 ( 2 )  有野北  29.68 (　　) 2  21141 中　煌成 ( 2 )  上野  30.12 (　　)

3  12314 辰巳　颯太 ( 3 )  小園  29.02 (　　) 3  31818 阿部　凌駕 ( 3 )  江井島  29.87 (　　)

4  31334 山口　永愛 ( 3 )  衣川  29.13 (　　) 4  31569 中谷　悠真 ( 3 )  望海  29.81 (　　)

5  31522 吉井　大貴 ( 2 )  望海  29.07 (　　) 5  31623 高崎　賢斗 ( 2 )  大久保  29.87 (　　)

6  31303 安井　瑠唯 ( 2 )  衣川  29.42 (　　) 6  31577 長谷川　和哉 ( 3 )  望海  29.85 (　　)

7  31943 鈴木　颯 ( 2 )  魚住  29.64 (　　) 7  33423 後藤　基孝 ( 3 )  浜の宮  30.00 (　　)

8  31944 唐木　悠 ( 2 )  魚住  29.44 (　　) 8  14255 柳原　琉希 ( 2 )  塩瀬  30.00 (　　)

27組 28組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32213 上本　瑞偉 ( 2 )  大久保北  31.13 (　　) 2  28128 坪田　充汎 ( 2 )  太山寺  32.11 (　　)

2  27048 今宮　涼太 ( 2 )  本多聞  31.00 (　　) 3  32158 林　祐斗 ( 3 )  二見  31.48 (　　)

3  20682 泉田　悠太 ( 2 )  本山南  30.23 (　　) 4  14252 豊島　慶悟 ( 2 )  塩瀬  32.00 (　　)

4  31428 山本　椋雲 ( 3 )  野々池  30.63 (　　) 5  29605 熊西　健太 ( 3 )  井吹台  31.51 (　　)

5  13797 近藤　琥珀 ( 2 )  今津  30.17 (　　) 6  33422 小池　翔馬 ( 3 )  浜の宮  32.00 (　　)

6  13278 井坂　琉暉 ( 2 )  甲陵  30.34 (　　) 7  17274 光吉　智央 ( 2 )  御殿山  32.00 (　　)

7  32117 廣瀨　漣 ( 2 )  二見  30.77 (　　) 8  29364 下村　浬 ( 2 )  有野北  32.01 (　　)

8  13793 野邊　暖人 ( 2 )  今津  30.99 (　　)

29組 30組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  17260 安座間　大輝 ( 2 )  御殿山  34.70 (　　) 2  2797 辻本　晋資 神戸市陸協 (　　)

3  31923 時井　晃輔 ( 3 )  魚住  32.18 (　　) 3  29370 丸本　悠人 ( 2 )  有野北  36.98 (　　)

4  29365 永井　陽 ( 2 )  有野北  32.63 (　　) 4  32115 堂本　潤 ( 2 )  二見 (　　)

5  31572 長谷川　和輝 ( 3 )  望海  32.54 (　　) 5  13799 辻　壮真 ( 2 )  今津  36.94 (　　)

6  32157 立石　夏輝 ( 3 )  二見  32.84 (　　) 6  16271 石田　柊 ( 2 )  宝梅 (　　)

7  27042 岡田　翔 ( 2 )  本多聞  34.19 (　　) 7  16277 杉岡　総司郎 ( 2 )  宝梅 (　　)

8  13700 中田　理貴 ( 2 )  今津  33.93 (　　) 8  16273 大谷　翔蘭 ( 2 )  宝梅 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  650 松村　洸 ( 2 )  明石城西高  52.00 (　　) 1  991 若松　天晴 ( 3 )  兵教大  53.00 (　　)

2  654 中畑　仁 ( 2 )  明石城西高  52.00 (　　) 2  3096 藤原　悠斗 ( 2 )  県伊丹高  52.52 (　　)

3  3072 藤本　悠希 川崎重工  49.99 (　　) 3  658 葉　凛太郎 ( 1 )  明石城西高  52.00 (　　)

4  281 宮田　大聖 鷹匠AC  50.50 (　　) 4  941 吉岡　樹永 ( 2 )  兵庫県立大  52.00 (　　)

5  14203 久保　拓己 ( 4 )  塩瀬  49.89 (　　) 5  665 藪西　隼大 ( 1 )  明石城西高  52.00 (　　)

6  1021 篠原　直生 ( 3 )  神戸大  49.00 (　　) 6  662 脇本　拓海 ( 1 )  明石城西高  52.00 (　　)

7  646 諸岡　俊亮 ( 2 )  明石城西高  52.00 (　　) 7  35413 角石　淳貴 ( 4 )  緑が丘  52.12 (　　)

8  31606 豊村　宏太 ( 4 )  大久保  51.96 (　　) 8  374 角田　俊 ( 2 )  明石北高  52.40 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2847 坂林　海斗 ( 2 )  兵庫高  54.00 (　　) 1  657 一山　侑生 ( 2 )  明石城西高  54.5 (　　)

2  2845 大塩　涼生 ( 2 )  兵庫高  54.00 (　　) 2  13513 大庭　佑月 ( 3 )  瓦木  54.40 (　　)

3  3094 大西　啓斗 ( 2 )  県伊丹高  53.60 (　　) 3  2851 市間　勇 ( 1 )  兵庫高  54.00 (　　)

4  1026 高見　哉多 ( 3 )  神戸大  53.00 (　　) 4  2857 米澤　羽琉 ( 1 )  兵庫高  54.00 (　　)

5  649 石井　佑樹 ( 2 )  明石城西高  53.50 (　　) 5  2852 北村　一惺 ( 1 )  兵庫高  54.00 (　　)

6  3007 清水　真怜 ( 1 )  県伊丹高  53.35 (　　) 6  3099 濱田　倖輝 ( 2 )  県伊丹高  54.09 (　　)

7  2826 中川　嵩士 ( 2 )  西脇高  53.98 (　　) 7  29331 川本　槙人 ( 3 )  有野北  54.30 (　　)

8  14218 横山　隼士 ( 4 )  塩瀬  54.00 (　　) 8  13631 山本　琥太朗 ( 4 )  上甲子園  54.10 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

共通 男子 400m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2858 沼尻　優和 ( 1 )  兵庫高  55.00 (　　) 1  3093 久松　竜也 ( 2 )  県伊丹高  56.00 (　　)

2  2859 村井　優太 ( 1 )  兵庫高  55.00 (　　) 2  2176 北浦　佑季 ( 1 )  神戸学院大  56.00 (　　)

3  13511 上田　禮次郎 ( 3 )  瓦木  54.67 (　　) 3  517 疋田　慶治 ( 3 )  明石清水高  55.50 (　　)

4  3006 澤田　葵翔 ( 1 )  県伊丹高  55.00 (　　) 4  3097 奥津　翔太 ( 2 )  県伊丹高  55.96 (　　)

5  3098 加世田　玲宇 ( 2 )  県伊丹高  55.00 (　　) 5  3138 中橋　亮介 ( 1 )  市伊丹高  55.43 (　　)

6  2829 杉岡　怜 ( 2 )  西脇高  55.00 (　　) 6  227 久保　優雲 ( 1 )  明石南高  55.52 (　　)

7  659 高崎　航希 ( 1 )  明石城西高  55.00 (　　) 7  35418 岡村　優磨 ( 4 )  緑が丘  55.98 (　　)

8  2385 畑　諒太郎 ( 1 )  兵庫県立大  55.00 (　　) 8  31560 梅谷　大惺 ( 4 )  望海  55.97 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16254 横山　裕馬 ( 3 )  宝梅  56.85 (　　) 1  2654 三木　健嗣 K.A.C  57.23 (　　)

2  31615 小倉　龍音 ( 3 )  大久保  56.80 (　　) 2  717 雀部　秀太 ( 1 )  尼崎小田高  57.24 (　　)

3  2178 藤井　悠 ( 2 )  神崎高校  56.40 (　　) 3  2648 井上　裕介 K.A.C  57.23 (　　)

4  31824 萩原　優紀 ( 3 )  江井島  56.22 (　　) 4  2645 丸吉　達也 K.A.C  57.23 (　　)

5  811 田原　悠稀 ( 1 )  東洋大姫路高  56.27 (　　) 5  3003 前田　孝志朗 ( 2 )  県伊丹高  57.00 (　　)

6  189 蓮池　尊琉 ( 1 )  明石高校  56.21 (　　) 6  2449 井上　由悠 T&F.netKOBE  57.07 (　　)

7  1950 瀬分　光輝 MixUpKOBE  56.78 (　　) 7  2650 小谷　勇人 K.A.C  57.23 (　　)

8  14219 小野　漱 ( 4 )  塩瀬  56.55 (　　) 8  2652 片岡　佑太 K.A.C  57.23 (　　)

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  425 小林　勇惺 ( 1 )  明石西高  58.51 (　　) 1  16255 森　凌旺 ( 3 )  宝梅  59.48 (　　)

2  3005 吉本　倖大 ( 2 )  県伊丹高  58.30 (　　) 2  14663 稲荷　優真 ( 3 )  高須  59.04 (　　)

3  17380 菅原　真樹 ( 3 )  山手台  57.87 (　　) 3  3012 米澤　陽友 ( 1 )  県伊丹高  58.50 (　　)

4  413 中島　知己 ( 2 )  明石西高  57.50 (　　) 4  13105 髙田　翔太 ( 3 )  上ケ原  59.00 (　　)

5  12315 渋谷　健吾 ( 3 )  小園  57.84 (　　) 5  31179 島田　陽太 ( 3 )  朝霧  59.00 (　　)

6  31419 永吉　優介 ( 3 )  野々池  57.76 (　　) 6  2070 重田　大雅 ( 1 )  西宮今津高  58.57 (　　)

7  27820 藤田　楓右我 ( 3 )  平野  58.18 (　　) 7  12868 今西　勇葵 ( 3 )  浜脇  59.04 (　　)

8  3092 谷本　洋一 ( 2 )  県伊丹高  58.34 (　　) 8  3002 鎌田　峻輔 ( 2 )  県伊丹高  59.00 (　　)

11組 12組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  29324 上畑　陽介 ( 3 )  有野北  1:00.47 (　　) 2  12310 松井　景音 ( 3 )  小園  1:01.03 (　　)

3  39721 住野　圭 ( 3 )  播磨南  59.72 (　　) 3  35471 吉岡　駿 ( 3 )  緑が丘  1:00.59 (　　)

4  27306 来馬　涼太 ( 3 )  櫨谷  59.48 (　　) 4  31412 大屋　宗太 ( 3 )  野々池  1:00.71 (　　)

5  2079 吉成　英春 ( 1 )  西宮今津高  59.85 (　　) 5  31932 谷川　颯空 ( 3 )  魚住  1:00.55 (　　)

6  14237 前田　悠和 ( 3 )  塩瀬  59.90 (　　) 6  31570 幡中　大珠 ( 3 )  望海  1:00.78 (　　)

7  3013 濵田　亮介 ( 1 )  県伊丹高  59.99 (　　) 7  231 米田　百陽 ( 1 )  明石南高  1:01.00 (　　)

8  810 小山　泰毅 ( 1 )  東洋大姫路高  1:00.00 (　　) 8  12892 小畑　歩己 ( 2 )  浜脇  1:01.00 (　　)

13組 14組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  32115 堂本　潤 ( 2 )  二見  1:02.69 (　　) 2  32221 東田　悠生 ( 2 )  大久保北  1:05.45 (　　)

3  17312 原田　壮真 ( 2 )  山手台  1:02.00 (　　) 3  17265 神原　龍生 ( 2 )  御殿山  1:04.00 (　　)

4  27312 栁瀬　陽基 ( 3 )  櫨谷  1:01.64 (　　) 4  31831 尾仲　蓮士 ( 2 )  江井島  1:04.71 (　　)

5  31616 安藤　虎雅 ( 3 )  大久保  1:02.00 (　　) 5  31626 牧野　優斗 ( 2 )  大久保  1:04.00 (　　)

6  32154 奥屋　瑞葵 ( 3 )  二見  1:01.98 (　　) 6  12322 片山　慎也 ( 2 )  小園  1:03.47 (　　)

7  31421 八田　歩玲 ( 3 )  野々池  1:02.62 (　　) 7  29329 軽部　飛佑雅 ( 3 )  有野北  1:05.08 (　　)

8  16243 槇野　晄太郎 ( 3 )  宝梅  1:02.41 (　　) 8  20687 仲宗根　万絃 ( 2 )  本山南  1:05.00 (　　)

15組 16組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  20684 神戸　陽彩 ( 2 )  本山南  1:08.00 (　　) 2  32222 永江　凌士 ( 2 )  大久保北  1:18.42 (　　)

3  3142 川西　大和 ( 1 )  市伊丹高  1:06.81 (　　) 3  32225 福田　琢也 ( 2 )  大久保北  1:10.00 (　　)

4  31337 酒井　皓平 ( 3 )  衣川  1:06.27 (　　) 4  27044 余吾　幸也 ( 2 )  本多聞  1:09.12 (　　)

5  16241 堀場　悠人 ( 3 )  宝梅  1:06.59 (　　) 5  31621 陣内　一磨 ( 2 )  大久保  1:10.00 (　　)

6  13534 橋本　篤宜 ( 2 )  瓦木  1:05.94 (　　) 6  20692 原田　蓮 ( 2 )  本山南  1:08.00 (　　)

7  29349 渡邊　壮馬 ( 3 )  有野北  1:07.31 (　　) 7  29367 濵田　琥希 ( 2 )  有野北  1:18.00 (　　)

8  20634 佐柳　諒成　 ( 3 )  本山南  1:07.89 (　　) 8  27310 古谷　俊翔 ( 3 )  櫨谷  1:17.19 (　　)



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  378 石井　大喜 ( 2 )  明石北高  2:05.00 (　　) 1  2648 井上　裕介 K.A.C  2:11.00 (　　)

2  1412 山下　貴大 ( 2 )  加古川南高  2:03.45 (　　) 2  31419 永吉　優介 ( 3 )  野々池  2:12.97 (　　)

3  503 江金　翔太 ( 4 )  明石清水高  2:05.00 (　　) 3  420 大内　春樹 ( 2 )  明石西高  2:13.00 (　　)

4  896 三原　万拓 ( 2 )  明石高専  2:02.99 (　　) 4  214 上野　簾太朗 ( 2 )  明石南高  2:12.00 (　　)

5  383 玉田　匠平 ( 2 )  明石北高  2:00.00 (　　) 5  17380 菅原　真樹 ( 3 )  山手台  2:13.06 (　　)

6  5841 鬼塚　鵬光 赤穂市陸協  1:58.00 (　　) 6  186 田中　大晴 ( 2 )  明石高校  2:05.14 (　　)

7  2844 岡田　悠佑 ( 2 )  兵庫高  1:52.24 (　　) 7  1378 長谷川　祥希 ( 2 )  加古川北高  2:07.00 (　　)

8  7-1382 山﨑　優希 ( 4 )  広経大  1:47.13 (　　) 8  13135 天神　幸之丞 ( 4 )  上ケ原  2:05.21 (　　)

9  2436 田中　稜也 FrontierAC  1:57.00 (　　) 9  14219 小野　漱 ( 4 )  塩瀬  2:07.51 (　　)

10  1114 日下　大誠 ( 2 )  加古川東高  1:58.00 (　　) 10  712 土屋　茉生 ( 2 )  尼崎小田高  2:09.56 (　　)

11  1387 東影　大志 ( 1 )  加古川北高  2:00.00 (　　) 11  24141 前田　大翔 ( 3 )  北神戸  2:09.08 (　　)

12  1666 山口　雄也 ( 3 )  放送大学関西  1:59.50 (　　) 12  29331 川本　槙人 ( 3 )  有野北  2:10.00 (　　)

13  2227 葛西　央明 ( 1 )  兵庫県立大  2:00.00 (　　) 13  2069 細井　杜晄 ( 1 )  西宮今津高  2:10.50 (　　)

14  1122 砂川　匠 ( 2 )  加古川東高  1:59.00 (　　) 14  29338 名塩　公貴 ( 3 )  有野北  2:08.33 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16118 本多　翔 ( 3 )  宝塚第一  2:16.84 (　　) 1  31832 宮﨑　健豪 ( 2 )  江井島  2:20.78 (　　)

2  31179 島田　陽太 ( 3 )  朝霧  2:15.62 (　　) 2  32153 岡本　竜斗 ( 3 )  二見  2:20.23 (　　)

3  811 田原　悠稀 ( 1 )  東洋大姫路高  2:16.03 (　　) 3  31931 日並　智規 ( 3 )  魚住  2:21.10 (　　)

4  529 白岩　大和 ( 2 )  明石清水高  2:16.00 (　　) 4  31339 田中　斗也 ( 3 )  衣川  2:20.07 (　　)

5  524 足立　陸 ( 2 )  明石清水高  2:15.28 (　　) 5  31513 苧野　文也 ( 2 )  望海  2:21.19 (　　)

6  1947 釣井　一史 MixUpKOBE  2:14.00 (　　) 6  13514 角　結平 ( 3 )  瓦木  2:17.60 (　　)

7  2061 林　直輝 ( 2 )  西宮今津高  2:13.50 (　　) 7  16255 森　凌旺 ( 3 )  宝梅  2:18.37 (　　)

8  31929 林田　幸希 ( 3 )  魚住  2:13.73 (　　) 8  810 小山　泰毅 ( 1 )  東洋大姫路高  2:17.41 (　　)

9  31425 真鍋　瑛太郎 ( 3 )  野々池  2:14.46 (　　) 9  13410 浅井　蒼天 ( 3 )  甲武  2:18.14 (　　)

10  12315 渋谷　健吾 ( 3 )  小園  2:15.10 (　　) 10  2180 山本　稜真 ( 2 )  神崎高校  2:20.00 (　　)

11  1119 髙原　信 ( 2 )  加古川東高  2:15.00 (　　) 11  31573 山下　諒 ( 3 )  望海  2:20.01 (　　)

12  923 豊岡　尚弥 ( 5 )  兵庫県立大  2:15.00 (　　) 12  2065 小松　真也 ( 2 )  西宮今津高  2:18.50 (　　)

13  17374 小原　匠海 ( 3 )  山手台  2:14.81 (　　) 13  13181 尾河　遼也 ( 2 )  上ケ原  2:20.0 (　　)

14  655 角野　滉太 ( 2 )  明石城西高  2:15.00 (　　) 14  13519 渡邊　聡真 ( 3 )  瓦木  2:19.51 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  20640 影山　晃基 ( 3 )  本山南  2:24.61 (　　) 1  32002 楠田　輝翔 ( 3 )  魚住東  2:28.04 (　　)

2  4355 岡田　昌大 ( 2 )  芦屋高  2:24.00 (　　) 2  31821 岸本　仁汰 ( 3 )  江井島  2:27.00 (　　)

3  12877 中原　友香 ( 3 )  浜脇  2:24.39 (　　) 3  14242 佐藤　龍 ( 3 )  塩瀬  2:27.03 (　　)

4  13241 橋上　健太郎 ( 3 )  甲陵  2:24.10 (　　) 4  31932 谷川　颯空 ( 3 )  魚住  2:26.64 (　　)

5  12313 池田　星龍 ( 3 )  小園  2:24.15 (　　) 5  13277 西本　昌平 ( 2 )  甲陵  2:30.00 (　　)

6  31571 酒井　蒼史 ( 3 )  望海  2:23.05 (　　) 6  32159 牟田口　優人 ( 3 )  二見  2:25.14 (　　)

7  13430 南　唯嘉 ( 3 )  甲武  2:22.99 (　　) 7  31514 糀谷　良時 ( 2 )  望海  2:25.00 (　　)

8  29324 上畑　陽介 ( 3 )  有野北  2:22.40 (　　) 8  13423 西田　温哉 ( 3 )  甲武  2:24.79 (　　)

9  31925 和田　朋樹 ( 3 )  魚住  2:23.09 (　　) 9  14241 佐藤　隼 ( 3 )  塩瀬  2:25.00 (　　)

10  32221 東田　悠生 ( 2 )  大久保北  2:23.33 (　　) 10  29322 井上　絢太 ( 3 )  有野北  2:26.25 (　　)

11  4362 三輪　康太 ( 1 )  芦屋高  2:24.00 (　　) 11  31412 大屋　宗太 ( 3 )  野々池  2:26.55 (　　)

12  31515 辰巳　陽大 ( 2 )  望海  2:23.92 (　　) 12  29328 加舎　佐祐 ( 3 )  有野北  2:26.60 (　　)

13  16238 四方　悠貴 ( 3 )  宝梅  2:23.12 (　　) 13  13416 松風　海 ( 3 )  甲武  2:25.80 (　　)

14  31415 田中　滉大 ( 3 )  野々池  2:23.29 (　　) 14  31518 西村　和生真 ( 2 )  望海  2:25.69 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13512 宇野　遼太郎 ( 3 )  瓦木  2:34.41 (　　) 1  31512 今田　祐希 ( 2 )  望海  2:40.04 (　　)

2  29374 比屋根　一絆 ( 2 )  有野北  2:34.70 (　　) 2  718 河野　陽仁 ( 1 )  尼崎小田高  2:39.83 (　　)

3  31223 岡本　泰宜 ( 2 )  大蔵  2:33.60 (　　) 3  13795 重栖　時史 ( 2 )  今津  2:41.11 (　　)

4  31833 森　誠親 ( 2 )  江井島  2:33.94 (　　) 4  403 渡邊　哉太朗 ( 3 )  明石西高  2:40.00 (　　)

5  24155 松本　陸人 ( 2 )  北神戸  2:34.82 (　　) 5  17312 原田　壮真 ( 2 )  山手台  2:41.19 (　　)

6  13451 原田　航汰 ( 2 )  甲武  2:30.00 (　　) 6  24136 田中　瑠星 ( 3 )  北神戸  2:37.68 (　　)

7  20639 藤木　大地 ( 3 )  本山南  2:30.00 (　　) 7  31938 宮本　一輝 ( 2 )  魚住  2:37.29 (　　)

8  13790 有野　将貴 ( 2 )  今津  2:30.99 (　　) 8  17266 木下　羚央 ( 2 )  御殿山  2:37.42 (　　)

9  13248 羽明　蒼 ( 3 )  甲陵  2:30.62 (　　) 9  16241 堀場　悠人 ( 3 )  宝梅  2:36.99 (　　)

10  31337 酒井　皓平 ( 3 )  衣川  2:32.45 (　　) 10  32218 杉本　健太 ( 2 )  大久保北  2:37.75 (　　)

11  12322 片山　慎也 ( 2 )  小園  2:31.54 (　　) 11  20632 村上　和榮 ( 3 )  本山南  2:39.74 (　　)

12  12312 吉田　伊吹 ( 3 )  小園  2:33.41 (　　) 12  12324 坂本　樹 ( 2 )  小園  2:39.64 (　　)

13  29613 松本　涼太郎 ( 3 )  井吹台  2:32.93 (　　) 13  32219 田中　颯人 ( 2 )  大久保北  2:39.79 (　　)

14  12897 山本　響 ( 2 )  浜脇  2:31.68 (　　) 14  13240 川邉　沙門 ( 3 )  甲陵  2:38.74 (　　)

共通 男子 800m



9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32220 津村　悠希 ( 2 )  大久保北  2:50.88 (　　) 1  2797 辻本　晋資 神戸市陸協 (　　)

2  13792 倉田　大翔 ( 2 )  今津  2:56.99 (　　) 2  16278 銭　悠翔 ( 2 )  宝梅 (　　)

3  32211 板倉　宏樹 ( 2 )  大久保北  2:50.37 (　　) 3  32017 山澤　悠斗 ( 2 )  魚住東 (　　)

4  31574 原　慶伍 ( 3 )  望海  2:49.45 (　　) 4  31942 内田　麻翔 ( 2 )  魚住 (　　)

5  13791 髙嶋　悠翔 ( 2 )  今津  2:56.86 (　　) 5  32015 日野　創介 ( 2 )  魚住東 (　　)

6  13516 長谷川　瑛大 ( 3 )  瓦木  2:41.95 (　　) 6  32214 小澤　恰太 ( 2 )  大久保北  2:58.62 (　　)

7  16134 時本　悠生 ( 2 )  宝塚第一  2:41.40 (　　) 7  24169 山本　陸 ( 2 )  北神戸  3:30.00 (　　)

8  16237 小林　憲史 ( 3 )  宝梅  2:42.03 (　　) 8  13242 俣野　完太朗 ( 3 )  甲陵  3:27.79 (　　)

9  16245 丸山　結翔 ( 3 )  宝梅  2:42.17 (　　) 9  32222 永江　凌士 ( 2 )  大久保北  3:01.81 (　　)

10  31511 伊藤　元気 ( 2 )  望海  2:42.34 (　　) 10  25329 住野　春樹 ( 3 )  高倉 (　　)

11  32228 森　泰志 ( 2 )  大久保北  2:45.72 (　　) 11  24146 川口　悠斗 ( 2 )  北神戸  3:40.00 (　　)

12  31521 山口　志紋 ( 2 )  望海  2:48.90 (　　) 12  24700 古市　隼士 ( 2 )  北神戸  4:00.00 (　　)

13  16285 足立　聡真 ( 2 )  宝梅  2:45.00 (　　) 13  467 門田　健二 尼崎市陸協  3:52.58 (　　)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  503 江金　翔太 ( 4 )  明石清水高  4:22.00 (　　) 1  3008 大上　暖陽 ( 1 )  県伊丹高  4:32.00 (　　)

2  186 田中　大晴 ( 2 )  明石高校  4:22.00 (　　) 2  29333 末松　暖士 ( 3 )  有野北  4:31.97 (　　)

3  13624 三國　悠貴 ( 4 )  上甲子園  4:20.39 (　　) 3  17374 小原　匠海 ( 3 )  山手台  4:31.86 (　　)

4  1372 吉岡　優希 西宮市陸協  4:20.00 (　　) 4  32151 大西　颯真 ( 3 )  二見  4:31.13 (　　)

5  378 石井　大喜 ( 2 )  明石北高  4:20.00 (　　) 5  2068 梶田　康耀 ( 1 )  西宮今津高  4:30.20 (　　)

6  651 長野　稜平 ( 2 )  明石城西高  4:20.00 (　　) 6  2069 細井　杜晄 ( 1 )  西宮今津高  4:30.20 (　　)

7  648 卜田　航輔 ( 2 )  明石城西高  4:20.00 (　　) 7  214 上野　簾太朗 ( 2 )  明石南高  4:30.00 (　　)

8  1041 藤代　理久 ( 2 )  神戸大  4:20.00 (　　) 8  539 久寿米木　悠翔 ( 2 )  明石清水高  4:30.00 (　　)

9  652 佐伯　浬空 ( 2 )  明石城西高  4:20.00 (　　) 9  384 吉田　大翔 ( 1 )  明石北高  4:30.00 (　　)

10  666 吉村　悠希 ( 1 )  明石城西高  4:20.00 (　　) 10  5265 段床　健太 北王子RC  4:30.00 (　　)

11  372 中野　開友 ( 2 )  明石北高  4:15.00 (　　) 11  29338 名塩　公貴 ( 3 )  有野北  4:29.32 (　　)

12  13675 稲垣　翔馴 ( 2 )  上甲子園  4:12.94 (　　) 12  192 仁井田　竜之介 ( 1 )  明石高校  4:28.35 (　　)

13  383 玉田　匠平 ( 2 )  明石北高  4:10.00 (　　) 13  3499 池田　庚規 ( 2 )  育英高  4:28.00 (　　)

14  891 香西　一樹 ( 2 )  明石高専  4:09.00 (　　) 14  3409 山脇　秀人 ( 1 )  育英高  4:28.00 (　　)

15  1114 日下　大誠 ( 2 )  加古川東高  4:08.00 (　　) 15  13642 大川　陽生 ( 3 )  上甲子園  4:27.09 (　　)

16  29336 谷田　颯太朗 ( 3 )  有野北  4:06.49 (　　) 16  13517 三浦　維央 ( 3 )  瓦木  4:25.32 (　　)

17  1112 田口　博教 ( 2 )  加古川東高  4:00.28 (　　) 17  667 河合　雄大 ( 1 )  明石城西高  4:25.00 (　　)

18  2245 本田　和希 ユニバーSC  4:00.13 (　　) 18  7689 髙田　有希也 淡路陸上教室  4:25.00 (　　)

19  2228 松山　治 ユニバーSC  4:00.11 (　　) 19  377 矢谷　爽空 ( 2 )  明石北高  4:25.00 (　　)

20  7-1382 山﨑　優希 ( 4 )  広経大  3:41.47 (　　) 20  895 虻江　智裕 ( 2 )  明石高専  4:25.00 (　　)

3組 4組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2061 林　直輝 ( 2 )  西宮今津高  4:40.20 (　　) 1  13652 廣田　大河 ( 3 )  上甲子園  4:49.61 (　　)

2  655 角野　滉太 ( 2 )  明石城西高  4:40.00 (　　) 2  31617 明榮　敦朗 ( 3 )  大久保  4:49.44 (　　)

3  2006 久保　佑太 ( 2 )  神戸甲北高  4:40.00 (　　) 3  16118 本多　翔 ( 3 )  宝塚第一  4:49.33 (　　)

4  2001 村岡　尚登 ( 2 )  神戸甲北高  4:40.00 (　　) 4  31822 田上　大智 ( 3 )  江井島  4:49.31 (　　)

5  660 岩佐　拓哉 ( 1 )  明石城西高  4:40.00 (　　) 5  31573 山下　諒 ( 3 )  望海  4:48.01 (　　)

6  29342 原　悠翔 ( 3 )  有野北  4:39.56 (　　) 6  27309 廣田　鼎 ( 3 )  櫨谷  4:47.32 (　　)

7  13647 松林　和哉 ( 3 )  上甲子園  4:39.46 (　　) 7  13416 松風　海 ( 3 )  甲武  4:46.68 (　　)

8  3010 新崎　心路 ( 1 )  県伊丹高  4:39.00 (　　) 8  31513 苧野　文也 ( 2 )  望海  4:46.50 (　　)

9  1947 釣井　一史 MixUpKOBE  4:39.00 (　　) 9  808 有田　佑紀 ( 1 )  東洋大姫路高  4:45.70 (　　)

10  13422 西澤　諒 ( 3 )  甲武  4:38.78 (　　) 10  29614 三根　匠 ( 3 )  井吹台  4:45.37 (　　)

11  31929 林田　幸希 ( 3 )  魚住  4:38.38 (　　) 11  32003 豊嶋　幸羽 ( 3 )  魚住東  4:45.34 (　　)

12  24141 前田　大翔 ( 3 )  北神戸  4:37.97 (　　) 12  193 今井　友海 ( 1 )  明石高校  4:45.34 (　　)

13  16117 馬場　祐多 ( 3 )  宝塚第一  4:35.51 (　　) 13  27033 豊田　侑真 ( 3 )  本多聞  4:45.00 (　　)

14  13479 大﨑　壮真 ( 4 )  甲武  4:35.22 (　　) 14  224 浅野　寿人 ( 1 )  明石南高  4:45.00 (　　)

15  29610 藤岡　陽大 ( 3 )  井吹台  4:35.03 (　　) 15  27863 小池　雄大 ( 2 )  平野  4:44.81 (　　)

16  27035 岡田　泰尚 ( 3 )  本多聞  4:35.00 (　　) 16  17382 辻　那悠太 ( 3 )  山手台  4:44.64 (　　)

17  3016 川﨑　晶大 ( 1 )  県伊丹高  4:35.00 (　　) 17  13419 玉野井　舜 ( 3 )  甲武  4:44.60 (　　)

18  216 並川　大地 ( 2 )  明石南高  4:35.00 (　　) 18  20640 影山　晃基 ( 3 )  本山南  4:42.89 (　　)

19  29334 瀧本　波琉真 ( 3 )  有野北  4:33.16 (　　) 19  13423 西田　温哉 ( 3 )  甲武  4:42.46 (　　)

20  29330 川勝　瞬 ( 3 )  有野北  4:32.83 (　　) 20  31425 真鍋　瑛太郎 ( 3 )  野々池  4:41.25 (　　)

共通 男子 1500m



5組 6組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29606 柴田　智貴 ( 3 )  井吹台  4:55.00 (　　) 1  14265 福島　哲平 ( 2 )  塩瀬  5:03.33 (　　)

2  27040 小嶋　杏璃 ( 2 )  本多聞  4:55.00 (　　) 2  13271 山中　悠輔 ( 2 )  甲陵  5:02.80 (　　)

3  31832 宮﨑　健豪 ( 2 )  江井島  4:54.67 (　　) 3  31223 岡本　泰宜 ( 2 )  大蔵  5:01.42 (　　)

4  12891 小田桐　旭 ( 2 )  浜脇  4:54.58 (　　) 4  28121 金井　俊弥 ( 2 )  太山寺  5:00.88 (　　)

5  32005 羽岡　諭吾 ( 3 )  魚住東  4:53.88 (　　) 5  13245 和田　歩 ( 3 )  甲陵  5:00.73 (　　)

6  27814 川副　幸輝 ( 3 )  平野  4:53.49 (　　) 6  27303 加納　壮晟 ( 3 )  櫨谷  5:00.26 (　　)

7  31931 日並　智規 ( 3 )  魚住  4:53.42 (　　) 7  24155 松本　陸人 ( 2 )  北神戸  5:00.23 (　　)

8  31613 茶谷　太偉和 ( 3 )  大久保  4:53.17 (　　) 8  12305 杉山　晟一朗 ( 3 )  小園  4:59.07 (　　)

9  31925 和田　朋樹 ( 3 )  魚住  4:53.12 (　　) 9  31339 田中　斗也 ( 3 )  衣川  4:58.52 (　　)

10  32226 松本　璃玖 ( 2 )  大久保北  4:53.03 (　　) 10  14263 佐藤　聖悟 ( 2 )  塩瀬  4:58.28 (　　)

11  31571 酒井　蒼史 ( 3 )  望海  4:52.21 (　　) 11  29368 原田　結希斗 ( 2 )  有野北  4:58.25 (　　)

12  31514 糀谷　良時 ( 2 )  望海  4:52.13 (　　) 12  31422 増田　悠希 ( 3 )  野々池  4:57.78 (　　)

13  24112 小南　勇人 ( 3 )  北神戸  4:51.78 (　　) 13  528 下野　有陽 ( 2 )  明石清水高  4:57.58 (　　)

14  32153 岡本　竜斗 ( 3 )  二見  4:51.36 (　　) 14  27859 玉井　誠也 ( 2 )  平野  4:57.52 (　　)

15  31515 辰巳　陽大 ( 2 )  望海  4:51.26 (　　) 15  13086 垣内　真輝 ( 3 )  苦楽園  4:57.36 (　　)

16  31415 田中　滉大 ( 3 )  野々池  4:51.08 (　　) 16  11113 太田　継聖 ( 2 )  立花  4:56.15 (　　)

17  28101 上野　隼 ( 3 )  太山寺  4:50.32 (　　) 17  28113 山本　環 ( 3 )  太山寺  4:55.67 (　　)

18  18085 岡澤　悠生 ( 3 )  多田  4:50.00 (　　) 18  31518 西村　和生真 ( 2 )  望海  4:55.39 (　　)

19  13181 尾河　遼也 ( 2 )  上ケ原  4:50.0 (　　) 19  18005 戸髙　友翔 ( 2 )  多田  4:55.33 (　　)

20  12877 中原　友香 ( 3 )  浜脇  4:49.71 (　　) 20  29608 田林　準平 ( 3 )  井吹台  4:55.05 (　　)

7組 8組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16245 丸山　結翔 ( 3 )  宝梅  5:13.41 (　　) 1  33433 末福　琉力 ( 2 )  浜の宮  5:20.00 (　　)

2  13451 原田　航汰 ( 2 )  甲武  5:13.37 (　　) 2  31511 伊藤　元気 ( 2 )  望海  5:19.77 (　　)

3  20635 氏部　瑞啓 ( 3 )  本山南  5:12.83 (　　) 3  31938 宮本　一輝 ( 2 )  魚住  5:19.22 (　　)

4  13452 吉武　蒼生 ( 2 )  甲武  5:11.89 (　　) 4  12312 吉田　伊吹 ( 3 )  小園  5:19.15 (　　)

5  16242 前川　晃一 ( 3 )  宝梅  5:11.84 (　　) 5  14262 川畑　悠聖 ( 2 )  塩瀬  5:19.07 (　　)

6  32120 松井　輝 ( 2 )  二見  5:11.08 (　　) 6  25324 仲　陸央 ( 3 )  高倉  5:18.94 (　　)

7  13679 鳥本　翼 ( 2 )  上甲子園  5:10.80 (　　) 7  31512 今田　祐希 ( 2 )  望海  5:17.35 (　　)

8  13187 濱田　知洋 ( 2 )  上ケ原  5:10.0 (　　) 8  29604 久保　輝成 ( 3 )  井吹台  5:17.30 (　　)

9  13248 羽明　蒼 ( 3 )  甲陵  5:09.51 (　　) 9  16276 下井　章歳 ( 2 )  宝梅  5:16.06 (　　)

10  13241 橋上　健太郎 ( 3 )  甲陵  5:07.55 (　　) 10  25306 小林　裕翔 ( 2 )  高倉  5:15.77 (　　)

11  16237 小林　憲史 ( 3 )  宝梅  5:07.06 (　　) 11  31833 森　誠親 ( 2 )  江井島  5:15.42 (　　)

12  27865 今藤　雅陽 ( 2 )  平野  5:07.05 (　　) 12  32231 吉澤　諏 ( 2 )  大久保北  5:15.23 (　　)

13  29658 西　竜玄 ( 2 )  井吹台  5:06.75 (　　) 13  27305 清瀬　悠 ( 3 )  櫨谷  5:15.21 (　　)

14  14266 松島　奏惺 ( 2 )  塩瀬  5:06.60 (　　) 14  13275 奥島　悠斗 ( 2 )  甲陵  5:15.13 (　　)

15  27308 日坂　優仁 ( 3 )  櫨谷  5:06.17 (　　) 15  31172 吉岡　将汰 ( 3 )  朝霧  5:15.00 (　　)

16  17385 中堀　優仁 ( 3 )  山手台  5:05.59 (　　) 16  17313 深見　亮仁 ( 2 )  山手台  5:15.00 (　　)

17  17381 田尻　敦己 ( 3 )  山手台  5:05.00 (　　) 17  31821 岸本　仁汰 ( 3 )  江井島  5:15.00 (　　)

18  29655 笹森　惺睦 ( 2 )  井吹台  5:04.68 (　　) 18  13790 有野　将貴 ( 2 )  今津  5:14.32 (　　)

19  32159 牟田口　優人 ( 3 )  二見  5:04.26 (　　) 19  32002 楠田　輝翔 ( 3 )  魚住東  5:13.81 (　　)

20  29600 安達　綾祐 ( 3 )  井吹台  5:04.19 (　　) 20  16235 荻下　直太郎 ( 3 )  宝梅  5:13.62 (　　)

9組 10組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16134 時本　悠生 ( 2 )  宝塚第一  5:31.24 (　　) 1  14664 奥州　丈一郎 ( 3 )  高須  5:45.00 (　　)

2  32122 和田　澪羽 ( 2 )  二見  5:30.95 (　　) 2  13792 倉田　大翔 ( 2 )  今津  5:43.54 (　　)

3  13795 重栖　時史 ( 2 )  今津  5:30.50 (　　) 3  31936 宇奈手　琉 ( 2 )  魚住  5:42.05 (　　)

4  25327 西口　廉 ( 3 )  高倉  5:30.46 (　　) 4  31184 山崎　陽來 ( 2 )  朝霧  5:41.64 (　　)

5  31942 内田　麻翔 ( 2 )  魚住  5:30.03 (　　) 5  31574 原　慶伍 ( 3 )  望海  5:41.45 (　　)

6  27041 藤田　健志 ( 2 )  本多聞  5:30.00 (　　) 6  25325 大上　主馬 ( 3 )  高倉  5:41.09 (　　)

7  31946 松下　史穏 ( 2 )  魚住  5:28.78 (　　) 7  31521 山口　志紋 ( 2 )  望海  5:40.13 (　　)

8  32119 佛坂　泰晴 ( 2 )  二見  5:28.52 (　　) 8  16278 銭　悠翔 ( 2 )  宝梅  5:40.00 (　　)

9  17395 向井　円 ( 3 )  山手台  5:26.81 (　　) 9  27046 奈良　昴 ( 2 )  本多聞  5:40.00 (　　)

10  32219 田中　颯人 ( 2 )  大久保北  5:25.69 (　　) 10  32211 板倉　宏樹 ( 2 )  大久保北  5:39.85 (　　)

11  13677 福家　佑樹 ( 2 )  上甲子園  5:25.14 (　　) 11  13516 長谷川　瑛大 ( 3 )  瓦木  5:39.85 (　　)

12  20639 藤木　大地 ( 3 )  本山南  5:23.72 (　　) 12  13674 西本　恵佑 ( 2 )  上甲子園  5:39.79 (　　)

13  32218 杉本　健太 ( 2 )  大久保北  5:23.38 (　　) 13  13680 水野　透麻 ( 2 )  上甲子園  5:38.95 (　　)

14  3209 礒端　祥太 明石市陸協  5:23.00 (　　) 14  14268 美吉　拓門 ( 2 )  塩瀬  5:38.68 (　　)

15  13240 川邉　沙門 ( 3 )  甲陵  5:21.62 (　　) 15  13274 瓜生　煌彩 ( 2 )  甲陵  5:38.15 (　　)

16  13450 中井　柊駕 ( 2 )  甲武  5:21.60 (　　) 16  13676 福元　琉生 ( 2 )  上甲子園  5:37.80 (　　)

17  27311 前田　隼佑 ( 3 )  櫨谷  5:21.56 (　　) 17  20632 村上　和榮 ( 3 )  本山南  5:36.65 (　　)

18  25326 酒井　孝士郎 ( 3 )  高倉  5:21.31 (　　) 18  32228 森　泰志 ( 2 )  大久保北  5:35.70 (　　)

19  13512 宇野　遼太郎 ( 3 )  瓦木  5:21.05 (　　) 19  12893 合田　颯真 ( 2 )  浜脇  5:32.84 (　　)

20  14670 前田　櫂 ( 3 )  高須  5:20.58 (　　) 20  12304 小坂　瑛史 ( 3 )  小園  5:32.67 (　　)



11組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13454 坂田　星士 ( 2 )  甲武 (　　) 11  13685 古巻　海琉 ( 2 )  上甲子園  5:57.43 (　　)

2  32017 山澤　悠斗 ( 2 )  魚住東 (　　) 12  32220 津村　悠希 ( 2 )  大久保北  5:51.49 (　　)

3  32015 日野　創介 ( 2 )  魚住東 (　　) 13  14668 中村　塁 ( 3 )  高須  5:50.35 (　　)

4  467 門田　健二 尼崎市陸協  8:26.04 (　　) 14  32214 小澤　恰太 ( 2 )  大久保北  5:50.27 (　　)

5  24165 宮岡　蒼梧 ( 2 )  北神戸  7:18.46 (　　) 15  28132 久貝　恭寛 ( 2 )  太山寺  5:48.80 (　　)

6  31937 橋本　響 ( 2 )  魚住  6:20.64 (　　) 16  14267 水口　悠大 ( 2 )  塩瀬  5:47.77 (　　)

7  13791 髙嶋　悠翔 ( 2 )  今津  6:20.61 (　　) 17  14665 尾城　優月 ( 3 )  高須  5:45.93 (　　)

8  12316 久保薗　寿也 ( 3 )  小園  6:20.11 (　　) 18  16285 足立　聡真 ( 2 )  宝梅  5:45.00 (　　)

9  14264 野田　風羽 ( 2 )  塩瀬  6:05.44 (　　) 19  32123 福間　拓二郎 ( 2 )  二見  5:45.00 (　　)

10  32118 福井　良 ( 2 )  二見  6:00.00 (　　)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29334 瀧本　波琉真 ( 3 )  有野北  9:55.00 (　　) 1  29346 杉本　翔世 ( 3 )  有野北  10:29.23 (　　)

2  29610 藤岡　陽大 ( 3 )  井吹台  9:48.61 (　　) 2  29328 加舎　佐祐 ( 3 )  有野北  10:25.38 (　　)

3  29333 末松　暖士 ( 3 )  有野北  9:48.22 (　　) 3  13429 森　太亮 ( 3 )  甲武  10:25.33 (　　)

4  33402 大串　英貴 ( 4 )  浜の宮  9:48.00 (　　) 4  32003 豊嶋　幸羽 ( 3 )  魚住東  10:23.90 (　　)

5  29330 川勝　瞬 ( 3 )  有野北  9:45.32 (　　) 5  31422 増田　悠希 ( 3 )  野々池  10:22.02 (　　)

6  667 河合　雄大 ( 1 )  明石城西高  9:45.00 (　　) 6  32005 羽岡　諭吾 ( 3 )  魚住東  10:21.28 (　　)

7  666 吉村　悠希 ( 1 )  明石城西高  9:45.00 (　　) 7  31617 明榮　敦朗 ( 3 )  大久保  10:18.12 (　　)

8  652 佐伯　浬空 ( 2 )  明石城西高  9:45.00 (　　) 8  27817 上仮屋　雄梧 ( 3 )  平野  10:16.24 (　　)

9  651 長野　稜平 ( 2 )  明石城西高  9:45.00 (　　) 9  33426 中内　大翔 ( 3 )  浜の宮  10:15.84 (　　)

10  648 卜田　航輔 ( 2 )  明石城西高  9:45.00 (　　) 10  29322 井上　絢太 ( 3 )  有野北  10:14.23 (　　)

11  27859 玉井　誠也 ( 2 )  平野  9:45.00 (　　) 11  27863 小池　雄大 ( 2 )  平野  10:11.69 (　　)

12  27816 加藤　壮 ( 3 )  平野  9:44.94 (　　) 12  2001 村岡　尚登 ( 2 )  神戸甲北高  10:10.00 (　　)

13  14218 横山　隼士 ( 4 )  塩瀬  9:43.78 (　　) 13  16117 馬場　祐多 ( 3 )  宝塚第一  10:05.62 (　　)

14  2784 玉井　雅也 神戸市陸協  9:40.00 (　　) 14  31822 田上　大智 ( 3 )  江井島  10:05.14 (　　)

15  32151 大西　颯真 ( 3 )  二見  9:34.62 (　　) 15  23042 多田　碧 ( 3 )  大池  10:00.93 (　　)

16  649 石井　佑樹 ( 2 )  明石城西高  9:30.00 (　　) 16  23041 中村　悠聖 ( 3 )  大池  10:00.87 (　　)

17  1817 花澤　篤史 鈴蘭台AC  9:30.0 (　　) 17  23045 大柿　司 ( 3 )  大池  10:00.80 (　　)

18  13109 三田　晃誠 ( 3 )  上ケ原  9:30.0 (　　) 18  23046 小室　允人 ( 3 )  大池  10:00.79 (　　)

19  33428 吉元　洸人 ( 3 )  浜の宮  9:30.00 (　　) 19  23044 桑原　蕗太郎 ( 3 )  大池  10:00.32 (　　)

20  1372 吉岡　優希 西宮市陸協  9:15.00 (　　) 20  23002 高野　和空 ( 2 )  大池  10:00.12 (　　)

21  7397 浅田　英吾 但馬AC  9:15.00 (　　) 21  27035 岡田　泰尚 ( 3 )  本多聞  10:00.00 (　　)

22  33424 髙林　恭大 ( 3 )  浜の宮  9:15.00 (　　) 22  29342 原　悠翔 ( 3 )  有野北  9:59.58 (　　)

23  29336 谷田　颯太朗 ( 3 )  有野北  8:55.77 (　　) 23  29608 田林　準平 ( 3 )  井吹台  9:55.00 (　　)

24  7347 宮本　甲斐 但馬AC  8:31.51 (　　)

3組 4組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  24143 稲田　真一 ( 3 )  北神戸  11:10.00 (　　) 1  31946 松下　史穏 ( 2 )  魚住 (　　)

2  24140 志水　賢太 ( 3 )  北神戸  11:10.00 (　　) 2  31936 宇奈手　琉 ( 2 )  魚住 (　　)

3  12323 加藤　雄貴 ( 2 )  小園  11:01.35 (　　) 3  16276 下井　章歳 ( 2 )  宝梅 (　　)

4  21146 池田　稜弥 ( 2 )  上野  11:00.00 (　　) 4  27046 奈良　昴 ( 2 )  本多聞  12:30.00 (　　)

5  13271 山中　悠輔 ( 2 )  甲陵  11:00.00 (　　) 5  32118 福井　良 ( 2 )  二見  12:12.14 (　　)

6  17304 佐奈　琉成 ( 2 )  山手台  11:00.00 (　　) 6  32123 福間　拓二郎 ( 2 )  二見  12:06.42 (　　)

7  28101 上野　隼 ( 3 )  太山寺  10:53.41 (　　) 7  17268 立林　海斗 ( 2 )  御殿山  11:50.60 (　　)

8  29374 比屋根　一絆 ( 2 )  有野北  10:52.46 (　　) 8  14246 山田　千尋 ( 3 )  塩瀬  11:50.00 (　　)

9  2076 小松　直人 ( 1 )  西宮今津高  10:50.00 (　　) 9  27041 藤田　健志 ( 2 )  本多聞  11:40.00 (　　)

10  24142 有井　丈翔 ( 3 )  北神戸  10:50.00 (　　) 10  32122 和田　澪羽 ( 2 )  二見  11:38.97 (　　)

11  33431 打田　聖真 ( 2 )  浜の宮  10:50.00 (　　) 11  32231 吉澤　諏 ( 2 )  大久保北  11:36.36 (　　)

12  28113 山本　環 ( 3 )  太山寺  10:49.04 (　　) 12  32119 佛坂　泰晴 ( 2 )  二見  11:31.89 (　　)

13  224 浅野　寿人 ( 1 )  明石南高  10:45.00 (　　) 13  29368 原田　結希斗 ( 2 )  有野北  11:30.71 (　　)

14  16242 前川　晃一 ( 3 )  宝梅  10:44.82 (　　) 14  24138 明石　悠 ( 3 )  北神戸  11:30.00 (　　)

15  31613 茶谷　太偉和 ( 3 )  大久保  10:42.13 (　　) 15  13275 奥島　悠斗 ( 2 )  甲陵  11:30.00 (　　)

16  17279 横山　数馬 ( 2 )  御殿山  10:40.00 (　　) 16  13274 瓜生　煌彩 ( 2 )  甲陵  11:30.00 (　　)

17  27040 小嶋　杏璃 ( 2 )  本多聞  10:40.00 (　　) 17  27854 海妻　靖久 ( 2 )  平野  11:23.72 (　　)

18  32120 松井　輝 ( 2 )  二見  10:39.24 (　　) 18  16235 荻下　直太郎 ( 3 )  宝梅  11:23.54 (　　)

19  12305 杉山　晟一朗 ( 3 )  小園  10:34.72 (　　) 19  24139 香川　颯太 ( 3 )  北神戸  11:20.00 (　　)

20  27858 橋本　敏 ( 2 )  平野  10:34.59 (　　) 20  13187 濱田　知洋 ( 2 )  上ケ原  11:20.0 (　　)

21  660 岩佐　拓哉 ( 1 )  明石城西高  10:30.00 (　　) 21  13245 和田　歩 ( 3 )  甲陵  11:18.93 (　　)

22  32226 松本　璃玖 ( 2 )  大久保北  10:30.00 (　　) 22  13449 澤田　壮真 ( 2 )  甲武  11:13.10 (　　)

23  27033 豊田　侑真 ( 3 )  本多聞  10:30.00 (　　) 23  21100 吉本　千紘 ( 3 )  上野  11:12.84 (　　)

共通 男子 3000m



Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2856 大城　順輝 ( 1 )  兵庫高  20:11.71 (　　) 22  1633 市井　禎人 芦屋市陸協  16:59.00 (　　)

2  2076 小松　直人 ( 1 )  西宮今津高  19:00.00 (　　) 23  2854 日野田　陸 ( 1 )  兵庫高  16:49.72 (　　)

3  430 前潟　諒 ( 1 )  明石西高  18:37.33 (　　) 24  2835 村田　尋哉 ( 2 )  西脇高  16:45.00 (　　)

4  2855 三﨑　陽介 ( 1 )  兵庫高  18:04.47 (　　) 25  2849 香川　蒼月 ( 2 )  兵庫高  16:40.45 (　　)

5  3536 安部　貴洋 復刻AC  18:00.01 (　　) 26  1380 森　陽向 ( 1 )  加古川北高  16:40.00 (　　)

6  3542 藤森　正博 復刻AC  18:00.00 (　　) 27  23035 河内　岳 ( 4 )  大池  16:40.00 (　　)

7  3541 久野　祐哉 復刻AC  18:00.00 (　　) 28  384 吉田　大翔 ( 1 )  明石北高  16:37.00 (　　)

8  3066 村瀬　貴仁 川崎重工  17:50.56 (　　) 29  808 有田　佑紀 ( 1 )  東洋大姫路高  16:28.28 (　　)

9  193 今井　友海 ( 1 )  明石高校  17:45.43 (　　) 30  23033 行天　晴郎 ( 4 )  大池  16:25.32 (　　)

10  719 矢来　拓己 ( 1 )  尼崎小田高  17:42.69 (　　) 31  1113 小川　悠翔 ( 2 )  加古川東高  16:20.00 (　　)

11  2077 宮路　渉太 ( 1 )  西宮今津高  17:30.00 (　　) 32  890 三浦　颯太 ( 3 )  明石高専  16:20.00 (　　)

12  1386 小西　倫太郎 ( 1 )  加古川北高  17:30.00 (　　) 33  654 遠藤　修史 森野AC  16:09.51 (　　)

13  2068 梶田　康耀 ( 1 )  西宮今津高  17:25.50 (　　) 34  372 中野　開友 ( 2 )  明石北高  16:00.00 (　　)

14  2006 久保　佑太 ( 2 )  神戸甲北高  17:20.00 (　　) 35  891 香西　一樹 ( 2 )  明石高専  15:55.00 (　　)

15  216 並川　大地 ( 2 )  明石南高  17:20.00 (　　) 36  1375 藤原　悠之 ( 2 )  加古川北高  15:40.00 (　　)

16  2756 浅井　次郎 神戸市陸協  17:15.00 (　　) 37  1015 横谷　陸哉 ( 3 )  神戸大  15:30.00 (　　)

17  802 原田　泰成 ( 1 )  明石高専  17:10.00 (　　) 38  2245 本田　和希 ユニバーSC  15:20.13 (　　)

18  192 仁井田　竜之介 ( 1 )  明石高校  17:07.84 (　　) 39  2228 松山　治 ユニバーSC  15:20.12 (　　)

19  895 虻江　智裕 ( 2 )  明石高専  17:00.00 (　　) 40  2850 嶋根　陸都 ( 2 )  兵庫高  15:14.25 (　　)

20  415 守田　柚貴 ( 2 )  明石西高  17:00.00 (　　) 41  2784 玉井　雅也 神戸市陸協  14:40.00 (　　)

21  13135 天神　幸之丞 ( 4 )  上ケ原  17:00.0 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  39723 井原　佳一 ( 3 )  播磨南  17.06 (　　) 2  32152 岡　恵人 ( 3 )  二見  17.97 (　　)

3  31293 山田　睦明 ( 4 )  大蔵  15.46 (　　) 3  12321 岩崎　令依 ( 2 )  小園  17.59 (　　)

4  31414 佐野　悠真 ( 3 )  野々池  15.71 (　　) 4  13421 中村　凜太朗 ( 3 )  甲武  17.70 (　　)

5  16254 横山　裕馬 ( 3 )  宝梅  16.06 (　　) 5  20683 江本　英知 ( 2 )  本山南  17.58 (　　)

6  27822 飯田　賀久 ( 3 )  平野  16.13 (　　) 6  16243 槇野　晄太郎 ( 3 )  宝梅  17.11 (　　)

7  17361 福江　健蔵 ( 4 )  山手台  16.58 (　　) 7  31212 田村　大樹 ( 3 )  大蔵  17.80 (　　)

8  31418 永田　悠真 ( 3 )  野々池  16.55 (　　) 8  13420 中村　旬 ( 3 )  甲武  17.81 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  32296 宮脇　奏多 ( 3 )  大久保北  19.15 (　　) 2  32292 片山　樹 ( 3 )  大久保北  20.97 (　　)

3  31570 幡中　大珠 ( 3 )  望海  18.12 (　　) 3  29335 田中　泰志 ( 3 )  有野北  19.96 (　　)

4  24128 小河　迦斗 ( 3 )  北神戸  18.79 (　　) 4  28108 松本　泰知 ( 3 )  太山寺  19.40 (　　)

5  32294 榮井　勇琉 ( 3 )  大久保北  18.60 (　　) 5  12869 井本　瑛 ( 3 )  浜脇  20.57 (　　)

6  31225 吉成　碧 ( 2 )  大蔵  18.32 (　　) 6  31416 田中　壮太朗 ( 3 )  野々池  19.48 (　　)

7  13425 濵　英汰 ( 3 )  甲武  18.81 (　　) 7  28127 オニヤ　ローレンスジュニア ( 2 )  太山寺  20.58 (　　)

8  32160 花田　煌太 ( 3 )  二見  19.03 (　　) 8  13794 池田　暁 ( 2 )  今津  20.95 (　　)

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  24163 吉崎　澄空 ( 2 )  北神戸 (　　)

3  27851 森安　祥真 ( 2 )  平野  22.00 (　　)

4  17262 榮西　汰玖仁 ( 2 )  御殿山  21.34 (　　)

5  31221 馬場　航史朗 ( 2 )  大蔵  22.43 (　　)

6  17272 前田　育人 ( 2 )  御殿山  21.00 (　　)

7  16141 吉川　颯人 ( 2 )  宝塚第一 (　　)

8  31211 小川　陸 ( 3 )  大蔵  29.83 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

3  4357 西山　武 ( 2 )  芦屋高  15.85 (　　)

4  1115 久保田　圭 ( 2 )  加古川東高  16.27 (　　)

5  2652 丸山　空大 ( 1 )  報徳高  15.40 (　　)

6  191 前田　凛佑 ( 1 )  明石高校  15.85 (　　)

7  1452 岡本　旭央 ( 2 )  神戸第一高  18.00 (　　)

高校生・一般 男子 110mH

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

共通 男子 5000m

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

中学生 男子 110mH

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1  43.47 (　　) 1  45.00 (　　)

(　　)  802 前田　潤 ( 2 )  (　　)  4355 岡田　昌大 ( 2 ) 

(　　)  803 鈴木　累生 ( 2 )  (　　)  4356 北山　慧太 ( 2 ) 

(　　)  804 安田　煌音 ( 2 )  (　　)  4357 西山　武 ( 2 ) 

(　　)  805 松尾　淳平 ( 2 )  (　　)  4362 三輪　康太 ( 1 ) 

(　　)  806 今中　柾 ( 2 ) 

2  43.50 (　　) 2  45.81 (　　)

(　　)  1117 江頭　樹 ( 2 )  (　　)  3134 中井　彬人 ( 2 ) 

(　　)  1118 橋本　大和 ( 2 )  (　　)  3137 中務　孝太 ( 1 ) 

(　　)  1124 木下　綾 ( 1 )  (　　)  3138 中橋　亮介 ( 1 ) 

(　　)  1125 日下部　剛 ( 1 )  (　　)  3139 本多　俊誠 ( 1 ) 

(　　)  1127 森　悠晃 ( 1 )  (　　)  3140 伊藤　司 ( 1 ) 

(　　)  1131 福本　瞬平 ( 1 )  (　　)  3143 西藤　聖 ( 1 ) 

3  41.50 (　　) 3  44.48 (　　)

(　　)  3571 富永　匠哉 (　　)  784 三浦　勢悟 ( 2 ) 

(　　)  3574 森川　雄太 (　　)  785 藤里　奏良 ( 2 ) 

(　　)  3582 野坂　迅斗 (　　)  787 小西　一太朗 ( 2 ) 

(　　)  3583 清瀬　大暉 (　　)  790 林　海翔 ( 1 ) 

(　　)  792 畑　優矢 ( 1 ) 

(　　)  793 國友　勇旗 ( 1 ) 

4  42.50 (　　) 4  44.50 (　　)

(　　)  1115 久保田　圭 ( 2 )  (　　)  2449 井上　由悠

(　　)  1116 東　倫太朗 ( 2 )  (　　)  2450 高木　幹太

(　　)  1121 窪井　晴大 ( 2 )  (　　)  2451 小野　愛弥

(　　)  1123 辻本　滉貴 ( 1 )  (　　)  2460 水野　稜

(　　)  1126 三宅　嶺翔 ( 1 )  (　　)  2462 陶山　雄世

(　　)  1130 奈良　優 ( 1 )  (　　)  2464 友成　悠太

5  41.70 (　　) 5  44.70 (　　)

(　　)  2225 石津　琢磨 ( 2 )  (　　)  2826 中川　嵩士 ( 2 ) 

(　　)  927 備　未来貴 ( 4 )  (　　)  2827 檜本　健輔 ( 2 ) 

(　　)  932 上田　健登 ( 3 )  (　　)  2828 深瀬　成就 ( 2 ) 

(　　)  938 西尾　咲人 ( 2 )  (　　)  2837 村井　陽斗 ( 2 ) 

(　　)  940 廣畑　敬太 ( 2 ) 

6  42.50 (　　) 6  44.60 (　　)

(　　)  2634 吉本　潤 ( 2 )  (　　)  182 梅田　朝 ( 2 ) 

(　　)  2635 角田　大夢 ( 2 )  (　　)  186 福田　世勳 ( 2 ) 

(　　)  2652 丸山　空大 ( 1 )  (　　)  189 蓮池　尊琉 ( 1 ) 

(　　)  2654 日下部　将梧 ( 1 )  (　　)  191 前田　凛佑 ( 1 ) 

(　　)  195 奥田　俊平 ( 1 ) 

7  43.00 (　　) 7  45.00 (　　)

(　　)  646 諸岡　俊亮 ( 2 )  (　　)  4353 奥野　舜 ( 2 ) 

(　　)  654 中畑　仁 ( 2 )  (　　)  4354 池田　匠吾 ( 2 ) 

(　　)  658 葉　凛太郎 ( 1 )  (　　)  4358 藤井　佑誠 ( 2 ) 

(　　)  659 高崎　航希 ( 1 )  (　　)  4359 飯牟田　一惺 ( 1 ) 

(　　)  662 脇本　拓海 ( 1 ) 

(　　)  665 藪西　隼大 ( 1 ) 

8  42.90 (　　) 8  45.00 (　　)

(　　)  370 明榮　凌太朗 ( 2 )  (　　)  3401 中房　健吾 ( 2 ) 

(　　)  374 角田　俊 ( 2 )  (　　)  3404 安井　達哉 ( 2 ) 

(　　)  375 梅田　晃成 ( 2 )  (　　)  3407 田中　竜馬 ( 1 ) 

(　　)  380 杉村　瞭太 ( 2 )  (　　)  3408 久東　拓矢 ( 1 ) 

(　　)  381 木下　恭太朗 ( 1 ) 

(　　)  382 松井　悠輝 ( 1 ) 

西脇高校

明石高校

芦屋A

育英高

チーム名

東洋大姫路高A

加古川東高校B

復刻AC

加古川東高校A

チーム名

芦屋B

市伊丹高

明石商高

T&F.netKOBE

兵庫県立大

報徳高

明石城西

明石北

共通 男子 4x100mR



3組 4組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1  48.00 (　　) 2  48.50 (　　)

(　　)  807 小野　将哉 ( 1 )  (　　)  16111 上原　和希 ( 3 ) 

(　　)  809 石原　稜大 ( 1 )  (　　)  16114 壽崎　大学 ( 3 ) 

(　　)  810 小山　泰毅 ( 1 )  (　　)  16115 中西　郁 ( 3 ) 

(　　)  811 田原　悠稀 ( 1 )  (　　)  16116 灘井　明良 ( 3 ) 

(　　)  16132 竹内　湊真 ( 2 ) 

(　　)  16141 吉川　颯人 ( 2 ) 

2  47.60 (　　) 3  48.12 (　　)

(　　)  20636 松本　悠生 ( 3 )  (　　)  13511 上田　禮次郎 ( 3 ) 

(　　)  20638 池田　春翔 ( 3 )  (　　)  13513 大庭　佑月 ( 3 ) 

(　　)  20642 清水　勇樹 ( 3 )  (　　)  13515 土井　敬太 ( 3 ) 

(　　)  20683 江本　英知 ( 2 )  (　　)  13531 岡田　耀仁 ( 2 ) 

(　　)  20687 仲宗根　万絃 ( 2 )  (　　)  13532 北本　光 ( 2 ) 

(　　)  20692 原田　蓮 ( 2 )  (　　)  13534 橋本　篤宜 ( 2 ) 

3  46.81 (　　) 4  48.01 (　　)

(　　)  29331 川本　槙人 ( 3 )  (　　)  31414 佐野　悠真 ( 3 ) 

(　　)  29337 中嶋　史 ( 3 )  (　　)  31417 鶴熊　柚紀 ( 3 ) 

(　　)  29340 西井　瑞樹 ( 3 )  (　　)  31418 永田　悠真 ( 3 ) 

(　　)  29343 松永　澪音 ( 3 )  (　　)  31424 松本　晃音 ( 3 ) 

(　　)  29348 坂本　愛生 ( 3 )  (　　)  31426 山中　琉生 ( 3 ) 

(　　)  29360 井上　翔月 ( 2 )  (　　)  31457 森井　悠太 ( 2 ) 

4  46.00 (　　) 5  48.13 (　　)

(　　)  2522 小嶋　千寛 ( 2 )  (　　)  17372 植田　葉瑠 ( 3 ) 

(　　)  2528 田中　雅也 ( 2 )  (　　)  17376 國枝　警嗣 ( 3 ) 

(　　)  2533 吉田　光 ( 1 )  (　　)  17377 小玉　淳聖 ( 3 ) 

(　　)  2537 田中　將覇 ( 1 )  (　　)  17380 菅原　真樹 ( 3 ) 

(　　)  17387 堀江　悠人 ( 3 ) 

(　　)  17393 宮本　武典 ( 3 ) 

5  47.07 (　　) 6  48.00 (　　)

(　　)  13415 坂本　悠真 ( 3 )  (　　)  32291 市岡　晴空 ( 3 ) 

(　　)  13420 中村　旬 ( 3 )  (　　)  32294 榮井　勇琉 ( 3 ) 

(　　)  13421 中村　凜太朗 ( 3 )  (　　)  32296 宮脇　奏多 ( 3 ) 

(　　)  13426 前田　朔太朗 ( 3 )  (　　)  32297 山岡　詩依 ( 3 ) 

(　　)  13440 今里　哉斗 ( 2 )  (　　)  32298 山川　恭矢 ( 3 ) 

(　　)  13443 栗屋　岳弘 ( 2 )  (　　)  32299 山口　斗和 ( 3 ) 

6  46.92 (　　) 7  48.36 (　　)

(　　)  13644 大谷　祐晴 ( 3 )  (　　)  16231 池田　智景 ( 3 ) 

(　　)  13645 加藤　友斗 ( 3 )  (　　)  16234 宇都宮　航生 ( 3 ) 

(　　)  13649 河　旺佑 ( 3 )  (　　)  16243 槇野　晄太郎 ( 3 ) 

(　　)  13651 中山　理稀 ( 3 )  (　　)  16254 横山　裕馬 ( 3 ) 

(　　)  13655 中嶋　浬 ( 3 )  (　　)  16273 大谷　翔蘭 ( 2 ) 

(　　)  13657 駒井　響季 ( 3 ) 

7  47.50 (　　) 8  48.20 (　　)

(　　)  33420 大西　弘朗 ( 3 )  (　　)  18080 西村　颯真 ( 3 ) 

(　　)  33421 小川　颯介 ( 3 )  (　　)  18084 北村　一稀 ( 3 ) 

(　　)  33423 後藤　基孝 ( 3 )  (　　)  18086 大倉　康佑 ( 3 ) 

(　　)  33427 西岡　蒼留 ( 3 )  (　　)  18087 岡﨑　航輝 ( 3 ) 

(　　)  33432 坂　優空 ( 2 ) 

(　　)  33433 末福　琉力 ( 2 ) 

8  47.50 (　　)

(　　)  14232 住吉　昴瑠 ( 3 ) 

(　　)  14235 那須　琥太郎 ( 3 ) 

(　　)  14237 前田　悠和 ( 3 ) 

(　　)  14253 丸山　南樹 ( 2 ) 

兵庫工業高校

甲武A

上甲子園

浜の宮

塩瀬A

チーム名

宝塚第一

瓦木

野々池

山手台

大久保北

宝梅

多田A

チーム名

東洋大姫路高B

本山南

有野北



5組 6組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2  48.99 (　　) 2  50.00 (　　)

(　　)  13772 辻　快統 ( 3 )  (　　)  29249 辻本　蒼馬 ( 4 ) 

(　　)  13774 森本　祥輝 ( 3 )  (　　)  29260 山田　眞大 ( 4 ) 

(　　)  13775 古田　紀貴 ( 3 )  (　　)  29272 小嶋　康介 ( 3 ) 

(　　)  13794 池田　暁 ( 2 )  (　　)  29275 田中　健斗 ( 3 ) 

(　　)  13798 塩見　玲雄 ( 2 )  (　　)  29276 辻井　蒼大 ( 3 ) 

(　　)  29280 野村　陽向 ( 3 ) 

3  48.50 (　　) 3  49.00 (　　)

(　　)  31170 内村　圭汰 ( 3 )  (　　)  14234 瀧口　緒人 ( 3 ) 

(　　)  31172 吉岡　将汰 ( 3 )  (　　)  14236 錦織　雅斗 ( 3 ) 

(　　)  31179 島田　陽太 ( 3 )  (　　)  14254 森　祐太 ( 2 ) 

(　　)  31195 大塩　晟滉 ( 3 )  (　　)  14257 平田　悠真 ( 2 ) 

4  48.60 (　　) 4  49.14 (　　)

(　　)  31611 足立　嵩征 ( 3 )  (　　)  13105 髙田　翔太 ( 3 ) 

(　　)  31615 小倉　龍音 ( 3 )  (　　)  13106 永沼　颯太 ( 3 ) 

(　　)  31624 久本　開斗 ( 2 )  (　　)  13111 上原　嘉連 ( 3 ) 

(　　)  31628 中野　総士 ( 2 )  (　　)  13113 幸野　栄之資 ( 3 ) 

5  48.62 (　　) 5  50.00 (　　)

(　　)  39720 窪内　勇輝 ( 3 )  (　　)  31211 小川　陸 ( 3 ) 

(　　)  39721 住野　圭 ( 3 )  (　　)  31212 田村　大樹 ( 3 ) 

(　　)  39722 内田　琢斗 ( 3 )  (　　)  31214 安田　逞 ( 3 ) 

(　　)  39723 井原　佳一 ( 3 )  (　　)  31215 川本　将太朗 ( 3 ) 

(　　)  39724 大内　章太郎 ( 3 )  (　　)  31216 千葉　柊三朗 ( 3 ) 

(　　)  39725 島田　翔空 ( 3 ) 

6  48.50 (　　) 6  50.00 (　　)

(　　)  11101 今屋　瑛都 ( 3 )  (　　)  32212 井上　直哉 ( 2 ) 

(　　)  11102 小川　大貴 ( 3 )  (　　)  32215 川原　佑介 ( 2 ) 

(　　)  11103 兼原　昌宏 ( 3 )  (　　)  32223 鳴海　篤紀 ( 2 ) 

(　　)  11107 中西　敢大 ( 3 )  (　　)  32224 西村　蓮 ( 2 ) 

(　　)  32227 宮原　叶夢 ( 2 ) 

(　　)  32230 山本　橙空 ( 2 ) 

7  48.69 (　　) 7  50.00 (　　)

(　　)  2176 牛尾　斗耶 ( 2 )  (　　)  13411 有原　崇真 ( 3 ) 

(　　)  2177 金川　永遠 ( 2 )  (　　)  13425 濵　英汰 ( 3 ) 

(　　)  2178 藤井　悠 ( 2 )  (　　)  13441 江川　凜祐 ( 2 ) 

(　　)  2179 山田　夏生 ( 2 )  (　　)  13445 中林　慧輔 ( 2 ) 

(　　)  2180 山本　稜真 ( 2 )  (　　)  13446 中村　怜 ( 2 ) 

(　　)  2182 和田　瑞生 ( 1 )  (　　)  13453 小畑　璃空 ( 2 ) 

8  48.81 (　　) 8  50.00 (　　)

(　　)  29601 池本　琉生哉 ( 3 )  (　　)  31220 竹　佑太 ( 2 ) 

(　　)  29603 川口　央翔 ( 3 )  (　　)  31221 馬場　航史朗 ( 2 ) 

(　　)  29607 高橋　隼斗 ( 3 )  (　　)  31223 岡本　泰宜 ( 2 ) 

(　　)  29612 松岡　篤矢 ( 3 )  (　　)  31224 金澤　快勇 ( 2 ) 

(　　)  29617 山平　大祐 ( 3 )  (　　)  31225 吉成　碧 ( 2 ) 

(　　)  29652 小泉　遼一郎 ( 2 ) 

大蔵B

チーム名

今津Ａ

朝霧A

大久保A

播磨南

立花

神崎高校

井吹台

チーム名

有野

塩瀬B

上ケ原

大蔵A

大久保北

甲武B



7組 8組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2  51.50 (　　) 2  53.40 (　　)

(　　)  31926 市川　隼樹 ( 3 )  (　　)  31620 柴田　雄樹 ( 2 ) 

(　　)  31932 谷川　颯空 ( 3 )  (　　)  31623 高崎　賢斗 ( 2 ) 

(　　)  31939 北川　壱輝 ( 2 )  (　　)  31625 丸尾　璃空斗 ( 2 ) 

(　　)  31942 内田　麻翔 ( 2 )  (　　)  31627 中貝　琉翔 ( 2 ) 

(　　)  31943 鈴木　颯 ( 2 ) 

(　　)  31944 唐木　悠 ( 2 ) 

3  50.50 (　　) 3  52.50 (　　)

(　　)  31180 森川　奏友 ( 2 )  (　　)  13182 平　陽介 ( 2 ) 

(　　)  31181 篠原　大智 ( 2 )  (　　)  13184 平加　佳志 ( 2 ) 

(　　)  31190 白井　志音 ( 2 )  (　　)  13185 廣瀬　優太朗 ( 2 ) 

(　　)  31193 小原　健翔 ( 2 )  (　　)  13186 村井　海仁 ( 2 ) 

4  50.06 (　　) 4  52.00 (　　)

(　　)  27304 岸　祐斗 ( 3 )  (　　)  21102 佃　颯真 ( 3 ) 

(　　)  27306 来馬　涼太 ( 3 )  (　　)  21103 大東　正実 ( 3 ) 

(　　)  27310 古谷　俊翔 ( 3 )  (　　)  21145 渡辺　康太 ( 2 ) 

(　　)  27312 栁瀬　陽基 ( 3 )  (　　)  21147 栗花落　崇祐 ( 2 ) 

(　　)  27315 小山　樂 ( 2 )  (　　)  21154 岩本　大空 ( 2 ) 

(　　)  27316 山本　蒼空 ( 2 )  (　　)  21155 田野　元恭 ( 2 ) 

5  50.87 (　　) 5  51.50 (　　)

(　　)  17243 阪上　蒼空 ( 3 )  (　　)  27043 木村　陽人 ( 2 ) 

(　　)  17262 榮西　汰玖仁 ( 2 )  (　　)  27045 北田　澪琉 ( 2 ) 

(　　)  17265 神原　龍生 ( 2 )  (　　)  27047 横山　碧海 ( 2 ) 

(　　)  17271 西園　勇吹 ( 2 )  (　　)  27048 今宮　涼太 ( 2 ) 

(　　)  17272 前田　育人 ( 2 )  (　　)  27049 田村　翔聖 ( 2 ) 

(　　)  17274 光吉　智央 ( 2 )  (　　)  27050 小川　惣央 ( 2 ) 

6  50.40 (　　) 6  51.84 (　　)

(　　)  32001 磯部　航希 ( 3 )  (　　)  13233 川北　佳以 ( 3 ) 

(　　)  32007 本山　義之助 ( 3 )  (　　)  13234 古賀　瑛士 ( 3 ) 

(　　)  32008 山中　拓馬 ( 3 )  (　　)  13276 三田　悠生 ( 2 ) 

(　　)  32009 綿谷　玲 ( 3 )  (　　)  13278 井坂　琉暉 ( 2 ) 

(　　)  32011 麻田　楓真 ( 2 ) 

(　　)  32013 檀上　翔 ( 2 ) 

7  51.00 (　　) 7  53.14 (　　)

(　　)  32112 大森　柊凌 ( 2 )  (　　)  31515 辰巳　陽大 ( 2 ) 

(　　)  32113 岸　暖大 ( 2 )  (　　)  31517 西野　緑朗 ( 2 ) 

(　　)  32114 佐藤　暖 ( 2 )  (　　)  31522 吉井　大貴 ( 2 ) 

(　　)  32115 堂本　潤 ( 2 )  (　　)  31560 梅谷　大惺 ( 4 ) 

(　　)  32117 廣瀨　漣 ( 2 )  (　　)  31565 笹谷　昊士朗 ( 4 ) 

(　　)  32121 松本　大志 ( 2 )  (　　)  31572 長谷川　和輝 ( 3 ) 

8  51.00 (　　) 8  53.14 (　　)

(　　)  32152 岡　恵人 ( 3 )  (　　)  31519 花山　啓斗 ( 2 ) 

(　　)  32154 奥屋　瑞葵 ( 3 )  (　　)  31570 幡中　大珠 ( 3 ) 

(　　)  32155 北田　天音 ( 3 )  (　　)  31576 三浦　拓眞 ( 3 ) 

(　　)  32156 小森　陽彩 ( 3 )  (　　)  31578 木村　旭 ( 3 ) 

(　　)  32158 林　祐斗 ( 3 )  (　　)  31580 脇山　一之 ( 3 ) 

(　　)  32160 花田　煌太 ( 3 )  (　　)  31584 吉川　将生 ( 3 ) 

魚住東

二見A

二見B

チーム名

大久保B

上ケ原

上野

本多聞

甲陵A

望海B

望海A

チーム名

魚住

朝霧B

櫨谷

御殿山



9組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

2 (　　)

(　　)  25301 西田　一葵 ( 2 ) 

(　　)  25307 田中　蒼良 ( 2 ) 

(　　)  25321 藤野　僚祐 ( 3 ) 

(　　)  25322 増井　陸斗 ( 3 ) 

(　　)  25328 藤原　颯大 ( 3 ) 

(　　)  25329 住野　春樹 ( 3 ) 

3  53.50 (　　)

(　　)  18001 深田　貴大 ( 2 ) 

(　　)  18006 弓場　啓司 ( 2 ) 

(　　)  18008 小谷　陽太 ( 2 ) 

(　　)  18009 小西　颯太 ( 2 ) 

(　　)  18010 若林　考 ( 2 ) 

(　　)  18013 本多　蓮 ( 2 ) 

4 (　　)

(　　)  13008 吉田　祐大 ( 2 ) 

(　　)  13080 葛井　倫太郎 ( 3 ) 

(　　)  13082 清水　昊雄 ( 3 ) 

(　　)  13083 長友　健修 ( 3 ) 

(　　)  13084 西坂　虹勢 ( 3 ) 

(　　)  13085 鈴池　研徳 ( 3 ) 

5 (　　)

(　　)  24122 米谷　陸 ( 3 ) 

(　　)  24126 菟原　椋太郎 ( 3 ) 

(　　)  24158 どんど　琥羽 ( 2 ) 

(　　)  24162 村上　紘也 ( 2 ) 

(　　)  24163 吉崎　澄空 ( 2 ) 

(　　)  24171 片岡　陸 ( 2 ) 

6 (　　)

(　　)  28105 呉藤　尚仁 ( 3 ) 

(　　)  28106 小舟　晃平 ( 3 ) 

(　　)  28108 松本　泰知 ( 3 ) 

(　　)  28111 森嵜　晃輔 ( 3 ) 

(　　)  28112 山田　天河 ( 3 ) 

(　　)  28127 オニヤ　ローレンスジュニア ( 2 ) 

7 (　　)

(　　)  13240 川邉　沙門 ( 3 ) 

(　　)  13241 橋上　健太郎 ( 3 ) 

(　　)  13271 山中　悠輔 ( 2 ) 

(　　)  13274 瓜生　煌彩 ( 2 ) 

(　　)  13275 奥島　悠斗 ( 2 ) 

(　　)  13277 西本　昌平 ( 2 ) 

8 (　　)

(　　)  14663 稲荷　優真 ( 3 ) 

(　　)  14664 奥州　丈一郎 ( 3 ) 

(　　)  14665 尾城　優月 ( 3 ) 

(　　)  14667 指方　大志 ( 3 ) 

(　　)  14668 中村　塁 ( 3 ) 

(　　)  14670 前田　櫂 ( 3 ) 

北神戸

チーム名

高倉

多田B

苦楽園

太山寺

甲陵B

高須



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1111 市　朋顕 ( 2 )  加古川東高  1.90 (　　) 1  32291 市岡　晴空 ( 3 )  大久保北  1.55 (　　)

2  945 東濱　龍之介 ( 3 )  関西福祉大  1.85 (　　) 2  17272 前田　育人 ( 2 )  御殿山  1.55 (　　)

3  29305 野村　成龍 ( 4 )  有野北  1.81 (　　) 3  16115 中西　郁 ( 3 )  宝塚第一  1.55 (　　)

4  368 谷口　輪太郎 ( 2 )  明石北高  1.80 (　　) 4  29344 松本　蒼大 ( 3 )  有野北  1.51 (　　)

5  31418 永田　悠真 ( 3 )  野々池  1.78 (　　) 5  31411 有馬　瑛太 ( 3 )  野々池  1.50 (　　)

6  31426 山中　琉生 ( 3 )  野々池  1.75 (　　) 6  13415 坂本　悠真 ( 3 )  甲武  1.50 (　　)

7  1462 加藤　大雅 ( 1 )  神戸第一高  1.70 (　　) 7  39723 井原　佳一 ( 3 )  播磨南  1.50 (　　)

8  35465 長谷川　蒼空 ( 3 )  緑が丘  1.70 (　　) 8  17377 小玉　淳聖 ( 3 )  山手台  1.45 (　　)

9  32156 小森　陽彩 ( 3 )  二見  1.65 (　　) 9  24130 平見　駿 ( 3 )  北神戸  1.45 (　　)

10  806 今中　柾 ( 2 )  東洋大姫路高  1.65 (　　) 10  13531 岡田　耀仁 ( 2 )  瓦木  1.40 (　　)

11  3140 伊藤　司 ( 1 )  市伊丹高  1.65 (　　) 11  28114 久富木　右京 ( 3 )  太山寺  1.40 (　　)

12  31416 田中　壮太朗 ( 3 )  野々池  1.61 (　　) 12  11104 佐々木　涼太 ( 3 )  立花  1.40 (　　)

13  182 梅田　朝 ( 2 )  明石高校  1.60 (　　) 13  24119 熊野　大希 ( 3 )  北神戸  1.35 (　　)

14  16125 天野　薫 ( 2 )  宝塚第一  1.30 (　　)

15  20695 三原　拓斗 ( 2 )  本山南  1.30 (　　)

16  13443 栗屋　岳弘 ( 2 )  甲武  1.30 (　　)

17  20691 浜松　そら ( 2 )  本山南  1.30 (　　)

18  25304 新居　大空 ( 2 )  高倉 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  780 山本　湧斗 ( 3 )  明石商高  4.80 (　　)

2  783 高山　烈 ( 2 )  明石商高  4.60 (　　)

3  21124 杉本　惺昭 ( 4 )  上野  4.40 (　　)

4  787 小西　一太朗 ( 2 )  明石商高  4.01 (　　)

5  803 鈴木　累生 ( 2 )  東洋大姫路高  4.01 (　　)

6  130 酒井　宏晋 鳩印Ｇ&Ｔ  3.70 (　　)

7  788 山本　靖斗 ( 1 )  明石商高  3.60 (　　)

8  715 市岡　将護 ( 1 )  尼崎小田高  3.60 (　　)

9  716 船奥　凛斗 ( 1 )  尼崎小田高  3.60 (　　)

10  236 池野　昌弘 鳩印Ｇ&Ｔ  3.60 (　　)

11  39722 内田　琢斗 ( 3 )  播磨南  2.62 (　　)

12  21147 栗花落　崇祐 ( 2 )  上野  2.60 (　　)

13  21154 岩本　大空 ( 2 )  上野  2.60 (　　)

14  29321 池内　琉奏 ( 3 )  有野北  2.40 (　　)

15  39725 島田　翔空 ( 3 )  播磨南  2.20 (　　)

16  29327 奥吉　樹 ( 3 )  有野北  2.00 (　　)

17  29332 近藤　叶羽 ( 3 )  有野北  2.00 (　　)

18  39721 住野　圭 ( 3 )  播磨南 (　　)

23/3/19 14:30 ( 2組 ) 

共通 男子 棒高跳
23/3/18 13:00  

共通 男子 走高跳



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  1060 豊田　亮介 ( 2 )  神戸学院大  7.48 (　　) (-　.　) 1  32299 山口　斗和 ( 3 )  大久保北  5.20 (　　) (-　.　)

2  3641 名村　和希 Ash  6.93 (　　) (-　.　) 2  807 小野　将哉 ( 1 )  東洋大姫路高  5.11 (　　) (-　.　)

3  958 山本　慈喜 ( 1 )  関西福祉大  6.87 (　　) (-　.　) 3  29340 西井　瑞樹 ( 3 )  有野北  5.10 (　　) (-　.　)

4  382 松井　悠輝 ( 1 )  明石北高  6.43 (　　) (-　.　) 4  16132 竹内　湊真 ( 2 )  宝塚第一  5.10 (　　) (-　.　)

5  711 坂口　彰良 ( 2 )  尼崎小田高  6.40 (　　) (-　.　) 5  32156 小森　陽彩 ( 3 )  二見  5.07 (　　) (-　.　)

6  802 前田　潤 ( 2 )  東洋大姫路高  6.33 (　　) (-　.　) 6  12301 宇野　陽登 ( 3 )  小園  5.07 (　　) (-　.　)

7  2078 牧野　智紘 ( 1 )  西宮今津高  6.21 (　　) (-　.　) 7  28111 森嵜　晃輔 ( 3 )  太山寺  5.05 (　　) (-　.　)

8  1117 江頭　樹 ( 2 )  加古川東高  6.20 (　　) (-　.　) 8  31172 吉岡　将汰 ( 3 )  朝霧  5.04 (　　) (-　.　)

9  17365 山本　景太 ( 4 )  山手台  6.19 (　　) (-　.　) 9  31578 木村　旭 ( 3 )  望海  5.02 (　　) (-　.　)

10  521 砂田　一平 ( 2 )  明石清水高  6.18 (　　) (-　.　) 10  24132 小河　優斗 ( 3 )  北神戸  5.02 (　　) (-　.　)

11  520 大西　勢翔 ( 2 )  明石清水高  6.16 (　　) (-　.　) 11  16274 栗原　優 ( 2 )  宝梅  5.00 (　　) (-　.　)

12  4602 有田　圭佑 西脇市陸協  6.00 (　　) (-　.　) 12  4360 牧野　暖 ( 1 )  芦屋高  5.00 (　　) (-　.　)

13  663 柴山　凌弥 ( 1 )  明石城西高  6.00 (　　) (-　.　) 13  13276 三田　悠生 ( 2 )  甲陵  4.94 (　　) (-　.　)

14  656 藤原　流輝 ( 2 )  明石城西高  5.90 (　　) (-　.　) 14  12309 前田　拓海 ( 3 )  小園  4.93 (　　) (-　.　)

15  29343 松永　澪音 ( 3 )  有野北  5.82 (　　) (-　.　) 15  16231 池田　智景 ( 3 )  宝梅  4.87 (　　) (-　.　)

16  31195 大塩　晟滉 ( 3 )  朝霧  5.81 (　　) (-　.　) 16  32152 岡　恵人 ( 3 )  二見  4.87 (　　) (-　.　)

17  17372 植田　葉瑠 ( 3 )  山手台  5.77 (　　) (-　.　) 17  29325 岡部　瑛太 ( 3 )  有野北  4.81 (　　) (-　.　)

18  16111 上原　和希 ( 3 )  宝塚第一  5.77 (　　) (-　.　) 18  28108 松本　泰知 ( 3 )  太山寺  4.80 (　　) (-　.　)

19  33421 小川　颯介 ( 3 )  浜の宮  5.71 (　　) (-　.　) 19  13411 有原　崇真 ( 3 )  甲武  4.64 (　　) (-　.　)

20  31426 山中　琉生 ( 3 )  野々池  5.71 (　　) (-　.　) 20  33432 坂　優空 ( 2 )  浜の宮  4.58 (　　) (-　.　)

21  32135 上田　悠斗 ( 4 )  二見  5.70 (　　) (-　.　) 21  661 濱崎　海斗 ( 1 )  明石城西高  4.50 (　　) (-　.　)

22  17243 阪上　蒼空 ( 3 )  御殿山  5.69 (　　) (-　.　) 22  32114 佐藤　暖 ( 2 )  二見  4.46 (　　) (-　.　)

23  24128 小河　迦斗 ( 3 )  北神戸  5.56 (　　) (-　.　) 23  29602 今竹　将太 ( 3 )  井吹台  4.43 (　　) (-　.　)

24  39722 内田　琢斗 ( 3 )  播磨南  5.46 (　　) (-　.　) 24  12308 本田　琉徠 ( 3 )  小園  4.39 (　　) (-　.　)

25  531 滝井　琉雅 ( 2 )  明石清水高  5.42 (　　) (-　.　) 25  20689 中村　修吾 ( 2 )  本山南  4.36 (　　) (-　.　)

26  16252 吉田　海翔 ( 3 )  宝梅  5.38 (　　) (-　.　) 26  12884 山口　巧馬 ( 3 )  浜脇  4.34 (　　) (-　.　)

27  1130 奈良　優 ( 1 )  加古川東高  5.30 (　　) (-　.　) 27  24131 水原　海翔 ( 3 )  北神戸  4.30 (　　) (-　.　)

28  28106 小舟　晃平 ( 3 )  太山寺  5.24 (　　) (-　.　) 28  27861 松廣　琉星 ( 2 )  平野  4.30 (　　) (-　.　)

29  31427 山本　紘渡 ( 3 )  野々池  5.22 (　　) (-　.　) 29  32224 西村　蓮 ( 2 )  大久保北  4.30 (　　) (-　.　)

30  32223 鳴海　篤紀 ( 2 )  大久保北  5.20 (　　) (-　.　) 30  32215 川原　佑介 ( 2 )  大久保北  4.28 (　　) (-　.　)

3組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  32230 山本　橙空 ( 2 )  大久保北  4.28 (　　) (-　.　) 1  322 奥　柊太 ( 6 )  高丘西  3.95 (　　) (-　.　)

2  28125 フロレス　ザッケリーセバスティエン ( 2 )  太山寺  4.22 (　　) (-　.　) 2  322 藤田　倖輔 ( 5 )  高丘西  3.75 (　　) (-　.　)

3  24168 江藤　我駆 ( 2 )  北神戸  4.22 (　　) (-　.　) 3  322 有馬　暖人 ( 6 )  高丘西  3.55 (　　) (-　.　)

4  20694 藤木　亮成 ( 2 )  本山南  4.19 (　　) (-　.　) 4  322 酒井　陽生 ( 4 )  高丘西  3.15 (　　) (-　.　)

5  25321 藤野　僚祐 ( 3 )  高倉  4.14 (　　) (-　.　) 5  322 木下　結翔 ( 3 )  高丘西  2.69 (　　) (-　.　)

6  24153 中尾　理来 ( 2 )  北神戸  4.10 (　　) (-　.　) 6  302 中山　純暢 ( 3 )  人丸小学校 (　　) (-　.　)

7  16275 小林　泰地 ( 2 )  宝梅  4.08 (　　) (-　.　)

8  32200 渡邊　蒼大 ( 3 )  大久保北  4.06 (　　) (-　.　)

9  28128 坪田　充汎 ( 2 )  太山寺  4.02 (　　) (-　.　)

10  13424 野原　悠介 ( 3 )  甲武  3.95 (　　) (-　.　)

11  28129 平木　澪 ( 2 )  太山寺  3.86 (　　) (-　.　)

12  13453 小畑　璃空 ( 2 )  甲武  3.81 (　　) (-　.　)

13  28126 松村　学歩 ( 2 )  太山寺  3.58 (　　) (-　.　)

14  13518 吉重　慧斗 ( 3 )  瓦木  3.48 (　　) (-　.　)

15  31835 丸山　惟央 ( 2 )  江井島  3.46 (　　) (-　.　)

16  27031 福家　義人 ( 3 )  本多聞  3.07 (　　) (-　.　)

17  31220 竹　佑太 ( 2 )  大蔵  3.04 (　　) (-　.　)

18  13446 中村　怜 ( 2 )  甲武 (　　) (-　.　)

19  27047 横山　碧海 ( 2 )  本多聞 (　　) (-　.　)

20  25328 藤原　颯大 ( 3 )  高倉 (　　) (-　.　)

21  31170 内村　圭汰 ( 3 )  朝霧 (　　) (-　.　)

22  28120 阿部　能人 ( 2 )  太山寺 (　　) (-　.　)

23  29654 松本　優舞 ( 2 )  井吹台 (　　) (-　.　)

24  13444 高田　柊大 ( 2 )  甲武 (　　) (-　.　)

25  31215 川本　将太朗 ( 3 )  大蔵 (　　) (-　.　)

26  29653 廣田　宗佑 ( 2 )  井吹台 (　　) (-　.　)

27  20685 鈴木　壮誠 ( 2 )  本山南 (　　) (-　.　)

28  20636 松本　悠生 ( 3 )  本山南 (　　) (-　.　)

29  28133 大禮　海生 ( 2 )  太山寺 (　　) (-　.　)

共通 男子 走幅跳

小学生 男子 走幅跳
23/3/19 09:30  



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  780 山本　湧斗 ( 3 )  明石商高  14.40 (　　) (-　.　) 1  31427 山本　紘渡 ( 3 )  野々池  11.85 (　　) (-　.　)

2  953 山下　遼也 ( 2 )  関西福祉大  14.33 (　　) (-　.　) 2  5182 森下　開登 姫路陸協  11.80 (　　) (-　.　)

3  2462 陶山　雄世 T&F.netKOBE  13.80 (　　) (-　.　) 3  386 田中　快翔 ( 1 )  明石北高  11.70 (　　) (-　.　)

4  2225 石津　琢磨 ( 2 )  兵庫県立大  13.50 (　　) (-　.　) 4  531 滝井　琉雅 ( 2 )  明石清水高  11.70 (　　) (-　.　)

5  1117 江頭　樹 ( 2 )  加古川東高  13.30 (　　) (-　.　) 5  4360 牧野　暖 ( 1 )  芦屋高  11.70 (　　) (-　.　)

6  793 國友　勇旗 ( 1 )  明石商高  13.17 (　　) (-　.　) 6  32009 綿谷　玲 ( 3 )  魚住東  11.67 (　　) (-　.　)

7  29249 辻本　蒼馬 ( 4 )  有野  13.11 (　　) (-　.　) 7  16111 上原　和希 ( 3 )  宝塚第一  11.60 (　　) (-　.　)

8  380 杉村　瞭太 ( 2 )  明石北高  13.06 (　　) (-　.　) 8  32297 山岡　詩依 ( 3 )  大久保北  11.55 (　　) (-　.　)

9  1466 木村　航人 ( 1 )  神戸第一高  12.70 (　　) (-　.　) 9  1130 奈良　優 ( 1 )  加古川東高  11.30 (　　) (-　.　)

10  3550 福田　隼人 復刻AC  12.50 (　　) (-　.　) 10  17243 阪上　蒼空 ( 3 )  御殿山  11.22 (　　) (-　.　)

11  17365 山本　景太 ( 4 )  山手台  12.27 (　　) (-　.　) 11  3556 小岩　良成 復刻AC  11.00 (　　) (-　.　)

12  29337 中嶋　史 ( 3 )  有野北  12.23 (　　) (-　.　) 12  16115 中西　郁 ( 3 )  宝塚第一  11.00 (　　) (-　.　)

13  231 安井　誠一郎 鳩印Ｇ&Ｔ  12.06 (　　) (-　.　) 13  387 越智　一誠 ( 1 )  明石北高  10.98 (　　) (-　.　)

14  182 梅田　朝 ( 2 )  明石高校  12.00 (　　) (-　.　) 14  31170 内村　圭汰 ( 3 )  朝霧  10.90 (　　) (-　.　)

3組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  39724 大内　章太郎 ( 3 )  播磨南  10.81 (　　) (-　.　)

2  16231 池田　智景 ( 3 )  宝梅  10.79 (　　) (-　.　)

3  32001 磯部　航希 ( 3 )  魚住東  10.78 (　　) (-　.　)

4  2075 久保　雅虎 ( 1 )  西宮今津高  10.70 (　　) (-　.　)

5  18086 大倉　康佑 ( 3 )  多田  10.64 (　　) (-　.　)

6  27818 坂本　創志 ( 3 )  平野  10.62 (　　) (-　.　)

7  35467 藤田　涼生 ( 3 )  緑が丘  10.58 (　　) (-　.　)

8  31417 鶴熊　柚紀 ( 3 )  野々池  10.13 (　　) (-　.　)

9  31221 馬場　航史朗 ( 2 )  大蔵  10.08 (　　) (-　.　)

10  14235 那須　琥太郎 ( 3 )  塩瀬  10.08 (　　) (-　.　)

11  31421 八田　歩玲 ( 3 )  野々池  9.89 (　　) (-　.　)

12  13798 塩見　玲雄 ( 2 )  今津  9.50 (　　) (-　.　)

13  13424 野原　悠介 ( 3 )  甲武  9.24 (　　) (-　.　)

14  27819 早田　慶司 ( 3 )  平野  9.10 (　　) (-　.　)

15  31224 金澤　快勇 ( 2 )  大蔵  8.87 (　　) (-　.　)

16  31216 千葉　柊三朗 ( 3 )  大蔵 (　　) (-　.　)

17  18012 橋本　舷斗 ( 2 )  多田 (　　) (-　.　)

18  13447 吉冨　巧人 ( 2 )  甲武 (　　) (-　.　)

共通 男子 三段跳



Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  789 中尾　維吹 ( 1 )  明石商高  11.22 (　　) 1  786 北村　翔也 ( 2 )  明石商高  40.67 (　　)

2  786 北村　翔也 ( 2 )  明石商高  11.21 (　　) 2  371 横田　光太朗 ( 2 )  明石北高  34.92 (　　)

3  1460 蘭　太陽 ( 1 )  神戸第一高  10.00 (　　) 3  790 林　海翔 ( 1 )  明石商高  30.92 (　　)

4  790 林　海翔 ( 1 )  明石商高  9.68 (　　) 4  2177 金川　永遠 ( 2 )  神崎高校  30.00 (　　)

5  791 安楽　大輝 ( 1 )  明石商高  9.13 (　　) 5  428 吉川　慶 ( 1 )  明石西高  25.54 (　　)

6  2177 金川　永遠 ( 2 )  神崎高校  9.00 (　　) 6  2853 川上　樂之 ( 1 )  兵庫高  21.89 (　　)

7  2182 和田　瑞生 ( 1 )  神崎高校  21.00 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1825 東森　知生 鈴蘭台AC  52.45 (　　) 1  29366 濱　皓太 ( 2 )  有野北  25.00 (　　)

2  1826 中川　純一 鈴蘭台AC  51.00 (　　) 2  29371 水谷　俐斗 ( 2 )  有野北  25.00 (　　)

3  3090 脇阪　泰地 ( 2 )  県伊丹高  49.85 (　　)

4  2060 竹中　大知 ( 2 )  西宮今津高  47.81 (　　)

5  2531 柴田　陽斗 ( 1 )  兵庫工業高  47.11 (　　)

6  3538 大谷　祐介 復刻AC  45.00 (　　)

7  1456 溜水　琉偉 ( 2 )  神戸第一高  45.00 (　　)

8  386 田中　快翔 ( 1 )  明石北高  41.86 (　　)

9  4356 北山　慧太 ( 2 )  芦屋高  41.00 (　　)

10  376 田中　章貴 ( 2 )  明石北高  37.52 (　　)

11  2853 川上　樂之 ( 1 )  兵庫高  35.40 (　　)

12  2074 奥野　陽成 ( 1 )  西宮今津高  35.00 (　　)

13  3009 金岡　諒介 ( 1 )  県伊丹高  34.00 (　　)

14  3014 増田　陸人 ( 1 )  県伊丹高  30.80 (　　)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32142 ブラウン　チャド叶 ( 4 )  二見  11.80 (　　) 1  24122 米谷　陸 ( 3 )  北神戸  7.33 (　　)

2  27815 山田　葵斗 ( 3 )  平野  11.43 (　　) 2  31429 太田　創一朗 ( 3 )  野々池  7.20 (　　)

3  31341 土田　陽翔 ( 3 )  衣川  10.41 (　　) 3  31213 村上　慶次 ( 3 )  大蔵  7.18 (　　)

4  16246 目黒　颯人 ( 3 )  宝梅  10.23 (　　) 4  32160 花田　煌太 ( 3 )  二見  7.13 (　　)

5  33427 西岡　蒼留 ( 3 )  浜の宮  10.00 (　　) 5  16280 中林　慶博 ( 2 )  宝梅  7.02 (　　)

6  20631 児玉　愛侍 ( 3 )  本山南  9.81 (　　) 6  17262 榮西　汰玖仁 ( 2 )  御殿山  7.00 (　　)

7  17245 谷口　颯亮 ( 3 )  御殿山  9.71 (　　) 7  20688 永田　海莉 ( 2 )  本山南  6.90 (　　)

8  31823 中田　心紘 ( 3 )  江井島  9.27 (　　) 8  32155 北田　天音 ( 3 )  二見  6.78 (　　)

9  32297 山岡　詩依 ( 3 )  大久保北  9.11 (　　) 9  13773 松川　瑠偉 ( 3 )  今津  6.74 (　　)

10  39720 窪内　勇輝 ( 3 )  播磨南  9.05 (　　) 10  31413 神田　俊晴 ( 3 )  野々池  6.74 (　　)

11  24158 どんど　琥羽 ( 2 )  北神戸  8.66 (　　) 11  13532 北本　光 ( 2 )  瓦木  6.72 (　　)

12  13645 加藤　友斗 ( 3 )  上甲子園  8.36 (　　) 12  16138 藤田　蒼空 ( 2 )  宝塚第一  6.00 (　　)

13  31218 竹川　陽一朗 ( 3 )  大蔵  8.03 (　　) 13  31581 中村　要 ( 3 )  望海  5.98 (　　)

14  17276 山崎　佑都 ( 2 )  御殿山  8.00 (　　) 14  17267 桑原　健人 ( 2 )  御殿山  5.94 (　　)

15  27312 栁瀬　陽基 ( 3 )  櫨谷  8.00 (　　) 15  31520 松岡　真里 ( 2 )  望海  5.87 (　　)

16  13682 中野　竹蔵 ( 2 )  上甲子園  8.00 (　　) 16  31454 正躰　優太 ( 2 )  野々池  5.76 (　　)

17  16247 本池　柚太 ( 3 )  宝梅  7.95 (　　) 17  31575 前田　龍稀 ( 3 )  望海  5.74 (　　)

18  13427 松浦　生登 ( 3 )  甲武  7.90 (　　) 18  13244 櫨山　義寅 ( 3 )  甲陵  5.38 (　　)

19  11108 濱脇　涼牙 ( 3 )  立花  7.80 (　　) 19  13272 能芝　悠晴 ( 2 )  甲陵  3.72 (　　)

20  35450 浅井　結太 ( 3 )  緑が丘  7.70 (　　) 20  13279 松田　昴大 ( 2 )  甲陵 (　　)

21  17387 堀江　悠人 ( 3 )  山手台  7.60 (　　) 21  20686 髙榮　良知 ( 2 )  本山南 (　　)

22  16128 大野　太暉 ( 2 )  宝塚第一  7.42 (　　) 22  16284 山崎　煌貴 ( 2 )  宝梅 (　　)

高校生・一般 男子 やり投800g 中学生 男子 ジャベリックスロー

中学生 男子 砲丸投5k

高校生 男子 砲丸投6k 高校生 男子 円盤投1.75k



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32140 樋笠　翔真 ( 4 )  二見  35.19 (　　) 1  32292 片山　樹 ( 3 )  大久保北  17.96 (　　)

2  27815 山田　葵斗 ( 3 )  平野  30.27 (　　) 2  31457 森井　悠太 ( 2 )  野々池  17.94 (　　)

3  31565 笹谷　昊士朗 ( 4 )  望海  28.81 (　　) 3  31413 神田　俊晴 ( 3 )  野々池  17.87 (　　)

4  31341 土田　陽翔 ( 3 )  衣川  27.66 (　　) 4  31575 前田　龍稀 ( 3 )  望海  17.85 (　　)

5  32142 ブラウン　チャド叶 ( 4 )  二見  27.21 (　　) 5  29323 岩本　頼都 ( 3 )  有野北  17.35 (　　)

6  39720 窪内　勇輝 ( 3 )  播磨南  26.78 (　　) 6  16246 目黒　颯人 ( 3 )  宝梅  16.97 (　　)

7  31935 大西　真斗 ( 3 )  魚住  25.42 (　　) 7  16142 吉田　尚大 ( 2 )  宝塚第一  16.75 (　　)

8  33427 西岡　蒼留 ( 3 )  浜の宮  25.00 (　　) 8  12873 木村　悠斗 ( 3 )  浜脇  16.35 (　　)

9  17245 谷口　颯亮 ( 3 )  御殿山  24.94 (　　) 9  31451 岩﨑　瑛音 ( 2 )  野々池  16.18 (　　)

10  32291 市岡　晴空 ( 3 )  大久保北  23.60 (　　) 10  13244 櫨山　義寅 ( 3 )  甲陵  16.05 (　　)

11  32008 山中　拓馬 ( 3 )  魚住東  23.50 (　　) 11  17276 山崎　佑都 ( 2 )  御殿山  16.00 (　　)

12  31823 中田　心紘 ( 3 )  江井島  21.51 (　　) 12  16284 山崎　煌貴 ( 2 )  宝梅  15.45 (　　)

13  29320 浅野　遥大 ( 3 )  有野北  21.00 (　　) 13  32155 北田　天音 ( 3 )  二見  15.30 (　　)

14  31429 太田　創一朗 ( 3 )  野々池  20.82 (　　) 14  32227 宮原　叶夢 ( 2 )  大久保北  15.00 (　　)

15  31213 村上　慶次 ( 3 )  大蔵  20.15 (　　) 15  16128 大野　太暉 ( 2 )  宝塚第一  15.00 (　　)

16  31580 脇山　一之 ( 3 )  望海  20.10 (　　) 16  14231 遠藤　正佳 ( 3 )  塩瀬  11.65 (　　)

17  12307 寺川　春道 ( 3 )  小園  19.66 (　　) 17  14256 吉田　捷人 ( 2 )  塩瀬  11.34 (　　)

18  32007 本山　義之助 ( 3 )  魚住東  19.55 (　　) 18  31937 橋本　響 ( 2 )  魚住  10.69 (　　)

19  16247 本池　柚太 ( 3 )  宝梅  19.47 (　　) 19  12304 小坂　瑛史 ( 3 )  小園  10.10 (　　)

20  29347 髙取　日向 ( 3 )  有野北  19.10 (　　) 20  32229 森多　輝 ( 2 )  大久保北  9.95 (　　)

21  32112 大森　柊凌 ( 2 )  二見  18.84 (　　) 21  31516 富阪　仁 ( 2 )  望海  9.75 (　　)

22  31218 竹川　陽一朗 ( 3 )  大蔵  18.64 (　　) 22  13272 能芝　悠晴 ( 2 )  甲陵  9.20 (　　)

23  31581 中村　要 ( 3 )  望海  18.59 (　　) 23  16280 中林　慶博 ( 2 )  宝梅 (　　)

24  13648 村田　智紀 ( 3 )  上甲子園  18.57 (　　) 24  24158 どんど　琥羽 ( 2 )  北神戸 (　　)

25  13441 江川　凜祐 ( 2 )  甲武  18.09 (　　) 25  31454 正躰　優太 ( 2 )  野々池 (　　)

26  13641 平林　治之 ( 3 )  上甲子園  18.00 (　　) 26  31453 柴原　瑛司 ( 2 )  野々池 (　　)

中学生 男子 円盤投1.5k



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

3  322 浦山　千夏 ( 6 )  高丘西  14.54 (　　) 3  322 今井　心晴 ( 3 )  高丘西  18.39 (　　)

4  322 今井　仁心 ( 6 )  高丘西  15.10 (　　) 4  322 二宮　花菜 ( 4 )  高丘西  19.44 (　　)

5  311 吉田　陽香 ( 5 )  山手小学校  16.43 (　　) 5  931 桝本　怜奈 ( 3 )  兵教大附属小 (　　)

6  306 山崎　悠 ( 5 )  鳥羽小  14.87 (　　) 6  322 津野　優風 ( 3 )  高丘西  17.84 (　　)

7  322 伊藤　杏子 ( 6 )  高丘西  16.65 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  322 今井　心晴 ( 3 )  高丘西  3:24.96 (　　)

2  322 宮脇　愛子 ( 6 )  高丘西  2:47.65 (　　)

3  329 名代　杏里 ( 5 )  明石JRC  2:58.00 (　　)

4  329 矢野　陽和 ( 5 )  明石JRC  3:07.82 (　　)

5  322 浦山　千夏 ( 6 )  高丘西  2:50.00 (　　)

6  322 津野　優風 ( 3 )  高丘西  3:16.27 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1287 芦田　真由 ( 1 )  園田学園高  12.86 (　　) 1  143 市位　陽奈子 ( 2 )  明石高校  13.04 (　　)

2  347 村上　恵 ( 1 )  明石北高  12.74 (　　) 2  17351 中村　杏梨 ( 3 )  山手台  13.07 (　　)

3  1289 小西　流月 ( 1 )  園田学園高  12.35 (　　) 3  28160 中本　空菜 ( 4 )  太山寺  12.91 (　　)

4  31631 伊藤　紗英 ( 3 )  大久保  12.53 (　　) 4  340 上田　心咲 ( 2 )  明石北高  12.86 (　　)

5  29311 東馬場　杏咲 ( 4 )  有野北  12.71 (　　) 5  1288 岡本　実来 ( 1 )  園田学園高  12.90 (　　)

6  1291 島田　幸羽 ( 1 )  園田学園高  12.70 (　　) 6  1271 吉村　心 ( 3 )  園田学園高  12.87 (　　)

7  29322 藤谷　心詩 ( 3 )  有野北  12.73 (　　) 7  12304 佐久間　華恵 ( 3 )  小園  13.01 (　　)

8  1276 黒田　華代 ( 2 )  園田学園高  12.71 (　　) 8  33443 千徳　真心子 ( 3 )  浜の宮  12.94 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1294 中尾　巴映 ( 1 )  園田学園高  13.20 (　　) 1  1297 松田　美月 ( 1 )  園田学園高  13.30 (　　)

2  14242 岡田　雛妃 ( 3 )  塩瀬  13.21 (　　) 2  1293 照　りこ ( 1 )  園田学園高  13.30 (　　)

3  1258 門脇　杏実 ( 3 )  園田学園高  13.10 (　　) 3  3584 新藤　有夏 復刻AC  13.25 (　　)

4  150 ロバート　プリスカ ( 1 )  明石高校  13.12 (　　) 4  14244 多田　優衣香 ( 3 )  塩瀬  13.26 (　　)

5  32261 谷山　七海 ( 3 )  大久保北  13.13 (　　) 5  24168 相良　月奏 ( 3 )  北神戸  13.21 (　　)

6  2748 山口　万由 ( 1 )  武庫川大附高  13.08 (　　) 6  467 池田　朱里 ( 1 )  明石西高  13.21 (　　)

7  1277 小山　さくら ( 2 )  園田学園高  13.20 (　　) 7  13561 井上　梨奈 ( 3 )  瓦木  13.28 (　　)

8  1290 近藤　百華 ( 1 )  園田学園高  13.20 (　　) 8  39772 吉川　美海 ( 3 )  播磨南  13.27 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13109 西村　胡春 ( 3 )  上ケ原  13.45 (　　) 1  7690 平松　明莉 淡路陸上教室  13.56 (　　)

2  2001 宮前　好里 ( 1 )  神戸甲北高  13.48 (　　) 2  35401 濱中　芽依 ( 2 )  緑が丘  13.58 (　　)

3  13569 西本　雪華 ( 3 )  瓦木  13.40 (　　) 3  1295 野田　瑚羽 ( 1 )  園田学園高  13.50 (　　)

4  13115 吉田　早花 ( 3 )  上ケ原  13.39 (　　) 4  3011 池信　南帆 ( 2 )  県伊丹高  13.50 (　　)

5  1299 宮﨑　凛 ( 1 )  園田学園高  13.40 (　　) 5  1190 西嶋　彩 ( 1 )  加古川東高  13.50 (　　)

6  13254 桑原　菫花 ( 3 )  甲陵  13.38 (　　) 6  21106 滿石　百花 ( 3 )  上野  13.49 (　　)

7  13255 佐藤　絢音 ( 3 )  甲陵  13.41 (　　) 7  3105 角野　里奈 ( 1 )  市伊丹高  13.51 (　　)

8  31633 川井　波瑠 ( 3 )  大久保  13.41 (　　) 8  13671 長坂　結奈 ( 2 )  上甲子園  13.54 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33450 稲原　歩花 ( 2 )  浜の宮  13.70 (　　) 1  463 恩田　美桜 ( 2 )  明石西高  13.80 (　　)

2  21104 坂田　はる ( 3 )  上野  13.70 (　　) 2  13673 加茂　莉奈 ( 2 )  上甲子園  13.80 (　　)

3  13564 髙須　玲杏 ( 3 )  瓦木  13.61 (　　) 3  2002 宮脇　寧々 ( 1 )  神戸甲北高  13.72 (　　)

4  32153 前　優花 ( 3 )  二見  13.64 (　　) 4  31451 浅野　梨愛 ( 2 )  野々池  13.72 (　　)

5  31591 岩根　小春 ( 4 )  望海  13.67 (　　) 5  13674 鈴木　沙彩 ( 2 )  上甲子園  13.75 (　　)

6  24108 木村　朱里 ( 2 )  北神戸  13.67 (　　) 6  33452 重田　華穂 ( 2 )  浜の宮  13.73 (　　)

7  670 笹谷　美羽 ( 2 )  明石城西高  13.70 (　　) 7  13566 寺田　葵花 ( 3 )  瓦木  13.79 (　　)

8  13102 大﨑　心咲音 ( 3 )  上ケ原  13.70 (　　) 8  31993 田原　朱梨 ( 2 )  魚住  13.76 (　　)

小学生 女子 800m
23/3/19 13:25  

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

小学生 女子 100m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

共通 女子 100m



9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  3223 東根　葵帆 明石陸協  13.88 (　　) 1  16234 沖田　遥花 ( 3 )  宝梅  13.92 (　　)

2  12303 阪本　和心 ( 3 )  小園  13.88 (　　) 2  2747 木下　京香 ( 1 )  武庫川大附高  13.92 (　　)

3  28114 中谷　碧 ( 2 )  太山寺  13.85 (　　) 3  14812 林　真央 ( 4 )  武庫川大附  13.90 (　　)

4  39776 大西　莉央 ( 3 )  播磨南  13.80 (　　) 4  2096 松本　浩衣 ( 2 )  神戸甲北高  13.90 (　　)

5  27065 島永　知実 ( 3 )  本多聞  13.84 (　　) 5  31628 髙橋　沙羽 ( 3 )  大久保  13.90 (　　)

6  32269 宮村　宙楽 ( 3 )  大久保北  13.84 (　　) 6  14821 小山　綾華 ( 2 )  武庫川大附  13.89 (　　)

7  13582 大石　来未 ( 2 )  瓦木  13.88 (　　) 7  3111 波田　梨花 ( 1 )  市伊丹高  13.91 (　　)

8  3108 梶田　梨津 ( 1 )  市伊丹高  13.87 (　　) 8  25328 熊田　真帆 ( 2 )  高倉  13.90 (　　)

11組 12組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  27061 茂上　結南 ( 3 )  本多聞  14.01 (　　) 1  2898 清水　らん ( 2 )  兵庫高  14.10 (　　)

2  31627 森光　美友 ( 3 )  大久保  14.00 (　　) 2  13677 山本　海咲 ( 2 )  上甲子園  14.09 (　　)

3  13589 重松　葵 ( 2 )  瓦木  13.93 (　　) 3  3012 栗野　琴弓 ( 2 )  県伊丹高  14.01 (　　)

4  31523 池野　彩音 ( 2 )  望海  14.00 (　　) 4  29682 髙杉　真由 ( 3 )  井吹台  14.06 (　　)

5  144 稲田　茉侑 ( 1 )  明石高校  13.94 (　　) 5  32111 上田　琴葉 ( 2 )  二見  14.04 (　　)

6  13412 河邊　悠 ( 3 )  甲武  13.99 (　　) 6  32113 坂口　音羽 ( 2 )  二見  14.06 (　　)

7  4399 川口　舞子 ( 2 )  芦屋高  14.00 (　　) 7  29670 安藤　楓 ( 3 )  井吹台  14.09 (　　)

8  1192 宮武　葵乃 ( 1 )  加古川東高  14.00 (　　) 8  28107 星野　楓果 ( 3 )  太山寺  14.07 (　　)

13組 14組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  12308 前田　恋風 ( 3 )  小園  14.11 (　　) 1  39780 野路　美桜 ( 2 )  播磨南  14.20 (　　)

2  29321 小林　心優 ( 3 )  有野北  14.12 (　　) 2  24100 奥山　心陽 ( 2 )  北神戸  14.22 (　　)

3  2801 玉造　琉唯 ( 1 )  兵庫高  14.10 (　　) 3  31825 西留　凛空 ( 2 )  江井島  14.15 (　　)

4  2803 山本　海音 ( 1 )  兵庫高  14.10 (　　) 4  31456 岸本　夏実 ( 2 )  野々池  14.19 (　　)

5  29674 奥谷　紗良 ( 3 )  井吹台  14.11 (　　) 5  31625 平位　りな ( 3 )  大久保  14.14 (　　)

6  2889 片岡　彩萌 ( 2 )  兵庫高  14.10 (　　) 6  35421 伊藤　丹来 ( 3 )  緑が丘  14.15 (　　)

7  3015 上平　紗希 ( 1 )  県伊丹高  14.11 (　　) 7  4310 中野　日葵 ( 1 )  芦屋高  14.20 (　　)

8  32287 中渡瀬　結菜 ( 2 )  大久保北  14.11 (　　) 8  4301 喜坂　葵 ( 2 )  芦屋高  14.20 (　　)

15組 16組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  3566 藤原　なつみ 復刻AC  14.29 (　　) 1  3107 影山　ゆな ( 1 )  市伊丹高  14.33 (　　)

2  12868 間森　楓 ( 3 )  浜脇  14.29 (　　) 2  21100 ストックトン　愛以 ( 3 )  上野  14.31 (　　)

3  145 田中　苺奈 ( 1 )  明石高校  14.24 (　　) 3  137 桑原　葵 ( 2 )  明石高校  14.30 (　　)

4  13257 矢澤　里奈 ( 3 )  甲陵  14.24 (　　) 4  31624 平田　わかな ( 3 )  大久保  14.30 (　　)

5  31341 原　菜々実 ( 3 )  衣川  14.23 (　　) 5  4308 松本　夏海 ( 1 )  芦屋高  14.30 (　　)

6  27063 張木　愉綺 ( 3 )  本多聞  14.28 (　　) 6  13681 臼井　奈都菜 ( 2 )  上甲子園  14.30 (　　)

7  25329 下村　真里奈 ( 2 )  高倉  14.28 (　　) 7  17364 宮島　采花 ( 2 )  山手台  14.31 (　　)

8  12873 小林　未怜 ( 2 )  浜脇  14.28 (　　) 8  13191 宮﨑　杏 ( 2 )  上ケ原  14.31 (　　)

17組 18組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  20636 嶋崎　快乃花 ( 3 )  本山南  14.46 (　　) 1  2249 本間　明子 ユニバーSC  14.50 (　　)

2  720 北迫　茉梨愛 ( 2 )  明石商高  14.46 (　　) 2  14274 北條　百咲 ( 2 )  塩瀬  14.49 (　　)

3  14661 山本　真衣 ( 3 )  高須  14.44 (　　) 3  27866 森本　実加 ( 2 )  平野  14.48 (　　)

4  16179 和田　琴葉 ( 3 )  宝塚第一  14.36 (　　) 4  13416 酒井　帆菜 ( 3 )  甲武  14.48 (　　)

5  14673 岡崎　千夏 ( 3 )  高須  14.34 (　　) 5  25345 山本　莉緒奈 ( 3 )  高倉  14.47 (　　)

6  31635 坂本　桃 ( 3 )  大久保  14.38 (　　) 6  29693 宮尾　京佳 ( 3 )  井吹台  14.47 (　　)

7  29675 尾上　朱梨 ( 3 )  井吹台  14.44 (　　) 7  17343 熊谷　藤乃 ( 3 )  山手台  14.48 (　　)

8  27060 後藤　桜空 ( 3 )  本多聞  14.46 (　　) 8  31144 宮永　優花 ( 2 )  朝霧  14.48 (　　)

19組 20組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13422 村上　愛美 ( 3 )  甲武  14.53 (　　) 1  17275 山口　莉子 ( 2 )  御殿山  14.59 (　　)

2  25342 本田　鈴愛 ( 3 )  高倉  14.53 (　　) 2  13183 西裏　紗果 ( 2 )  上ケ原  14.60 (　　)

3  1202 村上　葵彩 ( 1 )  園田学園高  14.50 (　　) 3  13103 大田　結真 ( 3 )  上ケ原  14.55 (　　)

4  27062 小竹　唯音 ( 3 )  本多聞  14.52 (　　) 4  29325 山本　彩愛 ( 3 )  有野北  14.57 (　　)

5  21101 八木　心彩 ( 3 )  上野  14.51 (　　) 5  13410 阿部　桜來 ( 3 )  甲武  14.54 (　　)

6  31621 西海　心音 ( 3 )  大久保  14.50 (　　) 6  32040 西海　心菜 ( 3 )  魚住東  14.56 (　　)

7  31982 橋本　樹奈 ( 3 )  魚住  14.52 (　　) 7  12331 鈴木　さら ( 2 )  小園  14.59 (　　)

8  270 西川　望乃 ( 2 )  明石南高  14.53 (　　) 8  29602 松平　夏穂 ( 2 )  井吹台  14.59 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



21組 22組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  12330 小森　羽留 ( 2 )  小園  14.67 (　　) 1  17367 横川　咲恵 ( 2 )  山手台  14.71 (　　)

2  31342 岡﨑　悠莉 ( 3 )  衣川  14.70 (　　) 2  16185 初田　芽衣 ( 2 )  宝塚第一  14.72 (　　)

3  12305 島瀬　陽菜 ( 3 )  小園  14.66 (　　) 3  13721 田中　優麻 ( 2 )  今津  14.70 (　　)

4  13587 五島　茉桜 ( 2 )  瓦木  14.67 (　　) 4  13233 黒野　真巳華 ( 2 )  甲陵  14.70 (　　)

5  13231 木村　郁李 ( 2 )  甲陵  14.67 (　　) 5  16177 藤原　柚花 ( 3 )  宝塚第一  14.70 (　　)

6  12301 板井　奏芽 ( 3 )  小園  14.62 (　　) 6  21102 三浦　あかり ( 3 )  上野  14.70 (　　)

7  27358 小田　ひまり ( 2 )  櫨谷  14.67 (　　) 7  24165 横山　未桜 ( 3 )  北神戸  14.71 (　　)

8  29232 岡村　百々花 ( 2 )  有野  14.67 (　　) 8  13232 竹森　芽生 ( 2 )  甲陵  14.70 (　　)

23組 24組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  25323 北條　里歩 ( 2 )  高倉  14.76 (　　) 1  678 加地　美裕 ( 2 )  明石城西高  14.80 (　　)

2  32251 内屋　依央梨 ( 3 )  大久保北  14.76 (　　) 2  31434 岸本　穂香 ( 3 )  野々池  14.81 (　　)

3  13675 竹内　舞子 ( 2 )  上甲子園  14.73 (　　) 3  29679 近藤　友愛 ( 3 )  井吹台  14.76 (　　)

4  35422 藏迫　蘭 ( 3 )  緑が丘  14.72 (　　) 4  24106 西脇　有那 ( 2 )  北神戸  14.78 (　　)

5  32155 田中　みく ( 3 )  二見  14.74 (　　) 5  13710 増田　真心 ( 3 )  今津  14.78 (　　)

6  32201 吉田　彩夏 ( 2 )  大久保北  14.72 (　　) 6  11112 寺﨑　杏 ( 2 )  立花  14.77 (　　)

7  31985 古門　星徠 ( 3 )  魚住  14.75 (　　) 7  35426 高橋　亜湖 ( 3 )  緑が丘  14.80 (　　)

8  16173 黒川　結菜 ( 3 )  宝塚第一  14.75 (　　) 8  13189 古里　優衣 ( 2 )  上ケ原  14.80 (　　)

25組 26組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  14272 高尾山　ほのか ( 2 )  塩瀬  14.88 (　　) 1  20634 眞鍋　和 ( 3 )  本山南  14.92 (　　)

2  32277 桜井　美月 ( 2 )  大久保北  14.89 (　　) 2  20604 飛岡　佑香 ( 2 )  本山南  14.92 (　　)

3  29233 小川　明子 ( 2 )  有野  14.85 (　　) 3  31650 貝原　佳怜 ( 2 )  大久保  14.90 (　　)

4  28112 髙谷　咲希奈 ( 2 )  太山寺  14.81 (　　) 4  20609 吉村　日那 ( 2 )  本山南  14.90 (　　)

5  29688 半田　莉子 ( 3 )  井吹台  14.84 (　　) 5  20608 松谷　彩菜 ( 2 )  本山南  14.89 (　　)

6  13594 増田　梨花 ( 2 )  瓦木  14.84 (　　) 6  3008 谷　爽歌 ( 2 )  県伊丹高  14.90 (　　)

7  31990 森田　春香 ( 2 )  魚住  14.87 (　　) 7  32118 橋本　華月 ( 2 )  二見  14.91 (　　)

8  32273 大峠　千紗 ( 2 )  大久保北  14.87 (　　) 8  29609 佐伯　翠 ( 2 )  井吹台  14.91 (　　)

27組 28組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13175 梅本　雅 ( 2 )  上ケ原  14.95 (　　) 1  3009 南　友月 ( 2 )  県伊丹高  15.00 (　　)

2  13239 重成　陽葵 ( 2 )  甲陵  14.96 (　　) 2  682 高垣　歩実 ( 1 )  明石城西高  15.00 (　　)

3  32283 田中　寧花 ( 2 )  大久保北  14.93 (　　) 3  31226 永野　凜 ( 3 )  大蔵  14.99 (　　)

4  28103 辰己　由衣 ( 3 )  太山寺  14.92 (　　) 4  13568 豊田　奏音 ( 3 )  瓦木  14.97 (　　)

5  29680 四宮　萌彩 ( 3 )  井吹台  14.93 (　　) 5  27357 尾副　美樹 ( 2 )  櫨谷  14.98 (　　)

6  16271 鈴木　芭奈 ( 2 )  宝梅  14.93 (　　) 6  723 迫田　真桜 ( 1 )  明石商高  14.99 (　　)

7  32114 島谷　莉菜 ( 2 )  二見  14.94 (　　) 7  2094 川上　桃花 ( 2 )  神戸甲北高  15.00 (　　)

8  29673 小川　まひる ( 3 )  井吹台  14.93 (　　) 8  2804 尾内　彩羽 ( 1 )  兵庫高  15.00 (　　)

29組 30組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  3412 中村　知沙 ( 2 )  育英高  15.05 (　　) 1  31458 横本　希美 ( 2 )  野々池  15.10 (　　)

2  29332 硯　結衣 ( 2 )  有野北  15.06 (　　) 2  13586 小来田　理乃 ( 2 )  瓦木  15.10 (　　)

3  2802 加納　舞音 ( 1 )  兵庫高  15.00 (　　) 3  29335 保月　かえで ( 2 )  有野北  15.08 (　　)

4  14245 田中　志津妃 ( 3 )  塩瀬  15.02 (　　) 4  20605 西谷　風花 ( 2 )  本山南  15.08 (　　)

5  29604 浦狩　みはる ( 2 )  井吹台  15.02 (　　) 5  32154 瀧本　結奈 ( 3 )  二見  15.09 (　　)

6  24167 川野　詩月 ( 3 )  北神戸  15.02 (　　) 6  13238 菊本　里彩 ( 2 )  甲陵  15.06 (　　)

7  17273 松榮　歩 ( 2 )  御殿山  15.05 (　　) 7  32298 山根　結 ( 2 )  大久保北  15.10 (　　)

8  31131 竹内　彩夏 ( 3 )  朝霧  15.03 (　　) 8  3018 蔭山　明希 ( 1 )  県伊丹高  15.10 (　　)

31組 32組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  20697 上田　理央 ( 2 )  本山南  15.16 (　　) 1  13025 北野　亜依 ( 2 )  苦楽園  15.26 (　　)

2  20603 髙橋　あおい ( 2 )  本山南  15.17 (　　) 2  18083 茶屋道　麻美 ( 3 )  多田  15.26 (　　)

3  32256 岸本　心美 ( 3 )  大久保北  15.13 (　　) 3  31340 岡本　優香 ( 3 )  衣川  15.20 (　　)

4  27356 渡部　里菜 ( 3 )  櫨谷  15.12 (　　) 4  14820 小堀　そら ( 2 )  武庫川大附  15.18 (　　)

5  13171 秋山　樹里 ( 2 )  上ケ原  15.13 (　　) 5  3010 森口　夏帆 ( 2 )  県伊丹高  15.20 (　　)

6  32274 堅田　菜月 ( 2 )  大久保北  15.12 (　　) 6  13022 鴛田　莉彩 ( 2 )  苦楽園  15.19 (　　)

7  28116 大花　美優 ( 2 )  太山寺  15.16 (　　) 7  16187 溝口　世愛 ( 2 )  宝塚第一  15.23 (　　)

8  31988 柳井　蛍 ( 2 )  魚住  15.15 (　　) 8  20635 酒井　のどか ( 3 )  本山南  15.23 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



33組 34組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31145 山口　愛梨 ( 2 )  朝霧  15.30 (　　) 1  31338 中尾　椿 ( 3 )  衣川  15.36 (　　)

2  16170 秋田　悠 ( 3 )  宝塚第一  15.31 (　　) 2  13593 三宅　茉穂 ( 2 )  瓦木  15.36 (　　)

3  27075 田路　蒼依 ( 2 )  本多聞  15.29 (　　) 3  31437 中西　歩愛 ( 3 )  野々池  15.33 (　　)

4  32116 角谷　凛 ( 2 )  二見  15.27 (　　) 4  27077 兼森　ひなた ( 2 )  本多聞  15.34 (　　)

5  31646 濵田　莉子 ( 2 )  大久保  15.27 (　　) 5  13563 菅沼　海音 ( 3 )  瓦木  15.33 (　　)

6  20637 中山　絢葉 ( 3 )  本山南  15.29 (　　) 6  27359 寺田　羽沙希 ( 2 )  櫨谷  15.32 (　　)

7  16171 柏堂　朱里 ( 3 )  宝塚第一  15.29 (　　) 7  29611 小原　実央 ( 2 )  井吹台  15.35 (　　)

8  31647 森下　愛瑠 ( 2 )  大久保  15.30 (　　) 8  13020 近藤　花音 ( 2 )  苦楽園  15.35 (　　)

35組 36組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  21111 武藤　歩夏 ( 2 )  上野  15.42 (　　) 1  32282 高島　杏紗 ( 2 )  大久保北  15.55 (　　)

2  16270 尾上　楓花 ( 2 )  宝梅  15.46 (　　) 2  31991 清田　美結 ( 2 )  魚住  15.59 (　　)

3  31630 競　みか ( 3 )  大久保  15.36 (　　) 3  31140 前田　珠愛 ( 2 )  朝霧  15.49 (　　)

4  29613 緒方　夕萌 ( 2 )  井吹台  15.40 (　　) 4  31997 藤本　恵那 ( 2 )  魚住  15.48 (　　)

5  18084 中植　小衣桃 ( 3 )  多田  15.39 (　　) 5  13442 竹中　彩純 ( 2 )  甲武  15.48 (　　)

6  16189 渡邊　由宇華 ( 2 )  宝塚第一  15.38 (　　) 6  20601 川畑　美清 ( 2 )  本山南  15.50 (　　)

7  28121 野口　奏 ( 2 )  太山寺  15.41 (　　) 7  13591 鈴木　日茉里 ( 2 )  瓦木  15.54 (　　)

8  31309 吉井　美結 ( 2 )  衣川  15.41 (　　) 8  29672 大河原　真衣 ( 3 )  井吹台  15.52 (　　)

37組 38組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31337 髙橋　双葉 ( 3 )  衣川  15.68 (　　) 1  31992 髙橋　絆奈 ( 2 )  魚住  15.74 (　　)

2  31303 隅谷　寧音 ( 2 )  衣川  15.67 (　　) 2  28123 川本　莉瑚 ( 2 )  太山寺  15.75 (　　)

3  13444 松下　美涼 ( 2 )  甲武  15.60 (　　) 3  32271 赤保　亜由莉 ( 2 )  大久保北  15.71 (　　)

4  13186 羽根　葵陽 ( 2 )  上ケ原  15.60 (　　) 4  24105 中本　あんり ( 2 )  北神戸  15.71 (　　)

5  29686 中川　結衣 ( 3 )  井吹台  15.60 (　　) 5  11111 天本　倖帆 ( 2 )  立花  15.68 (　　)

6  32112 榊　結夢 ( 2 )  二見  15.59 (　　) 6  32152 上甲　桃愛 ( 3 )  二見  15.71 (　　)

7  20631 青木　心咲 ( 3 )  本山南  15.65 (　　) 7  31455 釜井　潤奈 ( 2 )  野々池  15.72 (　　)

8  31344 横田　優実 ( 3 )  衣川  15.61 (　　) 8  13590 杉本　茉優 ( 2 )  瓦木  15.72 (　　)

39組 40組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  28119 今井　咲希 ( 2 )  太山寺  15.89 (　　) 1  16275 尾下　萌音 ( 2 )  宝梅  16.00 (　　)

2  29684 高原　純菜 ( 3 )  井吹台  15.93 (　　) 2  31648 櫻井　怜佳 ( 2 )  大久保  16.00 (　　)

3  32285 中村　杏寿花 ( 2 )  大久保北  15.76 (　　) 3  31641 小川　紗奈 ( 2 )  大久保  15.97 (　　)

4  31649 経田　千波 ( 2 )  大久保  15.80 (　　) 4  29694 妻鹿　柚香 ( 3 )  井吹台  15.93 (　　)

5  13672 廣谷　伊桜里 ( 2 )  上甲子園  15.76 (　　) 5  17363 平松　愛彩 ( 2 )  山手台  15.93 (　　)

6  31453 井手　泉稀 ( 2 )  野々池  15.76 (　　) 6  32291 平戸　結夏 ( 2 )  大久保北  15.93 (　　)

7  17365 八木　日和 ( 2 )  山手台  15.85 (　　) 7  14271 小畑　愛月 ( 2 )  塩瀬  15.97 (　　)

8  31826 横山　有暖 ( 2 )  江井島  15.80 (　　) 8  13188 福原　綾香 ( 2 )  上ケ原  16.00 (　　)

41組 42組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13240 木下　綾乃 ( 2 )  甲陵  16.12 (　　) 1  20602 佐伯　蒼奈 ( 2 )  本山南  16.37 (　　)

2  31308 前川　叶愛 ( 2 )  衣川  16.12 (　　) 2  31821 飯塚　陽菜 ( 2 )  江井島  16.33 (　　)

3  25322 辻　綾乃 ( 2 )  高倉  16.05 (　　) 3  31828 清水　咲希 ( 2 )  江井島  16.22 (　　)

4  13595 吉田　愛莉 ( 2 )  瓦木  16.04 (　　) 4  13585 金田　玲海 ( 2 )  瓦木  16.12 (　　)

5  27082 岡﨑　凛 ( 2 )  本多聞  16.02 (　　) 5  32156 鶴原　穂羽 ( 3 )  二見  16.18 (　　)

6  29231 稲葉　あいな ( 2 )  有野  16.08 (　　) 6  16183 中川　愛幸 ( 2 )  宝塚第一  16.22 (　　)

7  32037 髙井　彩香 ( 3 )  魚住東  16.10 (　　) 7  14273 辻本　心桃 ( 2 )  塩瀬  16.24 (　　)

8  32043 森下　結愛 ( 3 )  魚住東  16.10 (　　) 8  20666 磯山　朱里 ( 2 )  本山南  16.32 (　　)

43組 44組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  25325 真口　彩芭 ( 2 )  高倉  16.75 (　　) 2  20699 奥永　菜月 ( 2 )  本山南  17.13 (　　)

3  13720 佐々木　蒔恵 ( 2 )  今津  16.60 (　　) 3  31822 東本　環 ( 2 )  江井島  16.82 (　　)

4  29617 一水　杏菜 ( 2 )  井吹台  16.52 (　　) 4  12338 前田　希空 ( 2 )  小園  16.78 (　　)

5  25330 田中　しとか ( 2 )  高倉  16.54 (　　) 5  1972 大城　千里 K.A.C  16.80 (　　)

6  31823 鷲　心愛 ( 2 )  江井島  16.64 (　　) 6  12871 北　香梨 ( 2 )  浜脇  16.75 (　　)

7  20607 福井　美羽 ( 2 )  本山南  16.69 (　　) 7  28115 大友　麻央 ( 2 )  太山寺  16.84 (　　)

8  18002 門谷　月姫 ( 2 )  多田  16.69 (　　) 8  32258 吉川　莉乙 ( 3 )  大久保北  16.83 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



45組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  12336 藤田　莉子 ( 2 )  小園 (　　) 6  12332 髙野　志帆 ( 2 )  小園  17.66 (　　)

3  31824 菅井　優花 ( 2 )  江井島  17.40 (　　) 7  32203 岸本　叶和 ( 2 )  大久保北 (　　)

4  31454 北濱　彩乃 ( 2 )  野々池  17.16 (　　) 8  13237 牧　穂月 ( 2 )  甲陵 (　　)

5  18085 成田　美央 ( 3 )  多田 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31631 伊藤　紗英 ( 3 )  大久保  26.46 (　　) 1  28160 中本　空菜 ( 4 )  太山寺  27.27 (　　)

2  29311 東馬場　杏咲 ( 4 )  有野北  26.67 (　　) 2  13569 西本　雪華 ( 3 )  瓦木  27.17 (　　)

3  677 横山　英恵 ( 2 )  明石城西高  25.90 (　　) 3  1288 岡本　実来 ( 1 )  園田学園高  26.92 (　　)

4  1265 中尾　柚希 ( 3 )  園田学園高  25.19 (　　) 4  29322 藤谷　心詩 ( 3 )  有野北  26.95 (　　)

5  676 安福　紗耶香 ( 2 )  明石城西高  25.80 (　　) 5  1298 丸野　梓 ( 1 )  園田学園高  26.88 (　　)

6  1291 島田　幸羽 ( 1 )  園田学園高  24.66 (　　) 6  340 上田　心咲 ( 2 )  明石北高  26.79 (　　)

7  460 ??澤　佳倫 ( 2 )  明石西高  26.33 (　　) 7  1101 谷口　心音 ( 1 )  加古川東高  27.00 (　　)

8  1262 竹井　杏 ( 3 )  園田学園高  26.22 (　　) 8  143 市位　陽奈子 ( 2 )  明石高校  26.97 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  588 山本　栞菜 ( 3 )  明石清水高  28.00 (　　) 1  12304 佐久間　華恵 ( 3 )  小園  28.63 (　　)

2  591 梶山　眞愛 ( 2 )  明石清水高  28.00 (　　) 2  351 道田　幸奈 ( 1 )  明石北高  28.60 (　　)

3  342 平澤　舞 ( 2 )  明石北高  27.62 (　　) 3  1190 西嶋　彩 ( 1 )  加古川東高  28.30 (　　)

4  1186 喜多　春佳 ( 2 )  加古川東高  27.40 (　　) 4  31628 髙橋　沙羽 ( 3 )  大久保  28.30 (　　)

5  1290 近藤　百華 ( 1 )  園田学園高  27.50 (　　) 5  2001 宮前　好里 ( 1 )  神戸甲北高  28.03 (　　)

6  31633 川井　波瑠 ( 3 )  大久保  27.73 (　　) 6  1279 瀬戸　優那 ( 2 )  園田学園高  28.45 (　　)

7  3569 建部　美月 復刻AC  28.00 (　　) 7  683 内屋　祐里奈 ( 1 )  明石城西高  28.50 (　　)

8  17248 福井　絢乃 ( 3 )  御殿山  27.76 (　　) 8  21106 滿石　百花 ( 3 )  上野  28.55 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  27061 茂上　結南 ( 3 )  本多聞  29.02 (　　) 1  13102 大﨑　心咲音 ( 3 )  上ケ原  29.40 (　　)

2  32269 宮村　宙楽 ( 3 )  大久保北  29.03 (　　) 2  4310 中野　日葵 ( 1 )  芦屋高  29.40 (　　)

3  27065 島永　知実 ( 3 )  本多聞  28.84 (　　) 3  29321 小林　心優 ( 3 )  有野北  29.10 (　　)

4  2092 松本　直 ( 2 )  西宮今津高  28.70 (　　) 4  32111 上田　琴葉 ( 2 )  二見  29.26 (　　)

5  32153 前　優花 ( 3 )  二見  28.65 (　　) 5  2002 宮脇　寧々 ( 1 )  神戸甲北高  29.11 (　　)

6  31627 森光　美友 ( 3 )  大久保  28.65 (　　) 6  29682 髙杉　真由 ( 3 )  井吹台  29.22 (　　)

7  144 稲田　茉侑 ( 1 )  明石高校  28.87 (　　) 7  12308 前田　恋風 ( 3 )  小園  29.28 (　　)

8  337 堀　心寧 ( 2 )  明石北高  28.93 (　　) 8  13255 佐藤　絢音 ( 3 )  甲陵  29.37 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  151 大塚　乙果 ( 1 )  明石高校  29.81 (　　) 1  33452 重田　華穂 ( 2 )  浜の宮  30.00 (　　)

2  12310 山下　愛子 ( 3 )  小園  29.83 (　　) 2  32158 三澤　静空 ( 3 )  二見  30.02 (　　)

3  13109 西村　胡春 ( 3 )  上ケ原  29.40 (　　) 3  2801 玉造　琉唯 ( 1 )  兵庫高  29.90 (　　)

4  674 山本　千智 ( 2 )  明石城西高  29.50 (　　) 4  29675 尾上　朱梨 ( 3 )  井吹台  29.97 (　　)

5  27063 張木　愉綺 ( 3 )  本多聞  29.61 (　　) 5  16177 藤原　柚花 ( 3 )  宝塚第一  29.84 (　　)

6  13105 川森　心希 ( 3 )  上ケ原  29.65 (　　) 6  2898 清水　らん ( 2 )  兵庫高  29.90 (　　)

7  31341 原　菜々実 ( 3 )  衣川  29.72 (　　) 7  4308 松本　夏海 ( 1 )  芦屋高  30.00 (　　)

8  13587 五島　茉桜 ( 2 )  瓦木  29.71 (　　) 8  13233 黒野　真巳華 ( 2 )  甲陵  30.00 (　　)

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  27062 小竹　唯音 ( 3 )  本多聞  30.48 (　　) 1  32155 田中　みく ( 3 )  二見  31.10 (　　)

2  31640 恋田　優奈 ( 2 )  大久保  30.62 (　　) 2  12322 上田　望空 ( 2 )  小園  31.10 (　　)

3  27060 後藤　桜空 ( 3 )  本多聞  30.11 (　　) 3  32151 大橋　凛香 ( 3 )  二見  30.84 (　　)

4  31456 岸本　夏実 ( 2 )  野々池  30.11 (　　) 4  32113 坂口　音羽 ( 2 )  二見  30.96 (　　)

5  20636 嶋崎　快乃花 ( 3 )  本山南  30.23 (　　) 5  16179 和田　琴葉 ( 3 )  宝塚第一  30.97 (　　)

6  31982 橋本　樹奈 ( 3 )  魚住  30.18 (　　) 6  31985 古門　星徠 ( 3 )  魚住  30.97 (　　)

7  12873 小林　未怜 ( 2 )  浜脇  30.46 (　　) 7  33453 伊藤　るん ( 2 )  浜の宮  31.00 (　　)

8  29670 安藤　楓 ( 3 )  井吹台  30.26 (　　) 8  16189 渡邊　由宇華 ( 2 )  宝塚第一  31.00 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

共通 女子 200m

風速 (+/-　.　m/s)



11組 12組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29332 硯　結衣 ( 2 )  有野北  31.72 (　　) 1  16186 平塚　慎秀子 ( 2 )  宝塚第一  32.00 (　　)

2  13588 櫻井　暖子 ( 2 )  瓦木  31.60 (　　) 2  13593 三宅　茉穂 ( 2 )  瓦木  32.24 (　　)

3  2802 加納　舞音 ( 1 )  兵庫高  31.50 (　　) 3  31340 岡本　優香 ( 3 )  衣川  31.88 (　　)

4  17273 松榮　歩 ( 2 )  御殿山  31.35 (　　) 4  31990 森田　春香 ( 2 )  魚住  31.75 (　　)

5  21102 三浦　あかり ( 3 )  上野  31.40 (　　) 5  31650 貝原　佳怜 ( 2 )  大久保  31.80 (　　)

6  27079 山本　すみれ ( 2 )  本多聞  31.50 (　　) 6  16171 柏堂　朱里 ( 3 )  宝塚第一  31.73 (　　)

7  2803 山本　海音 ( 1 )  兵庫高  31.50 (　　) 7  13183 西裏　紗果 ( 2 )  上ケ原  32.00 (　　)

8  13175 梅本　雅 ( 2 )  上ケ原  31.50 (　　) 8  16272 堤　万菜 ( 2 )  宝梅  31.99 (　　)

13組 14組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31647 森下　愛瑠 ( 2 )  大久保  32.60 (　　) 1  31338 中尾　椿 ( 3 )  衣川  33.47 (　　)

2  16275 尾下　萌音 ( 2 )  宝梅  33.00 (　　) 2  32152 上甲　桃愛 ( 3 )  二見  33.50 (　　)

3  13103 大田　結真 ( 3 )  上ケ原  32.30 (　　) 3  32299 山本　愛紗美 ( 2 )  大久保北  33.06 (　　)

4  13239 重成　陽葵 ( 2 )  甲陵  32.46 (　　) 4  32112 榊　結夢 ( 2 )  二見  33.17 (　　)

5  20637 中山　絢葉 ( 3 )  本山南  32.29 (　　) 5  16187 溝口　世愛 ( 2 )  宝塚第一  33.16 (　　)

6  31644 佐藤　小鳥 ( 2 )  大久保  32.33 (　　) 6  141 藤原　愛依 ( 2 )  明石高校  33.00 (　　)

7  27076 渡邉　彩実 ( 2 )  本多聞  32.50 (　　) 7  12335 德田　真羽 ( 2 )  小園  33.24 (　　)

8  31530 藤原　華 ( 2 )  望海  32.59 (　　) 8  31648 櫻井　怜佳 ( 2 )  大久保  33.35 (　　)

15組 16組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  13595 吉田　愛莉 ( 2 )  瓦木  34.84 (　　) 2  31821 飯塚　陽菜 ( 2 )  江井島 (　　)

3  31641 小川　紗奈 ( 2 )  大久保  33.77 (　　) 3  31309 吉井　美結 ( 2 )  衣川 (　　)

4  31992 髙橋　絆奈 ( 2 )  魚住  33.82 (　　) 4  16181 喜多　美愛 ( 2 )  宝塚第一  35.00 (　　)

5  29330 小川　瑠香 ( 2 )  有野北  34.26 (　　) 5  31303 隅谷　寧音 ( 2 )  衣川 (　　)

6  12324 浦田　こあ ( 2 )  小園  34.34 (　　) 6  12326 柏原　このみ ( 2 )  小園 (　　)

7  31308 前川　叶愛 ( 2 )  衣川  34.70 (　　) 7  12334 寺田　向葵 ( 2 )  小園 (　　)

8  32156 鶴原　穂羽 ( 3 )  二見  34.39 (　　) 8  31828 清水　咲希 ( 2 )  江井島 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  677 横山　英恵 ( 2 )  明石城西高  1:00.00 (　　) 1  272 井本　まひろ ( 1 )  明石南高  1:03.00 (　　)

2  1101 谷口　心音 ( 1 )  加古川東高  1:01.00 (　　) 2  2912 橋本　結菜 ( 1 )  西脇工高  1:03.00 (　　)

3  1271 吉村　心 ( 3 )  園田学園高  58.37 (　　) 3  1186 喜多　春佳 ( 2 )  加古川東高  1:01.30 (　　)

4  1285 好井　万結 ( 2 )  園田学園高  56.76 (　　) 4  1298 丸野　梓 ( 1 )  園田学園高  1:02.36 (　　)

5  454 川下　さりは ( 2 )  明石西高  58.00 (　　) 5  467 池田　朱里 ( 1 )  明石西高  1:02.35 (　　)

6  1265 中尾　柚希 ( 3 )  園田学園高  54.23 (　　) 6  683 内屋　祐里奈 ( 1 )  明石城西高  1:02.50 (　　)

7  1258 門脇　杏実 ( 3 )  園田学園高  59.83 (　　) 7  3569 建部　美月 復刻AC  1:02.50 (　　)

8  676 安福　紗耶香 ( 2 )  明石城西高  59.00 (　　) 8  31637 大神　彩羽 ( 3 )  大久保  1:02.60 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13565 武田　千怜 ( 3 )  瓦木  1:04.94 (　　) 1  31632 下村　紗愛 ( 3 )  大久保  1:06.00 (　　)

2  13594 増田　梨花 ( 2 )  瓦木  1:04.98 (　　) 2  588 山本　栞菜 ( 3 )  明石清水高  1:05.83 (　　)

3  2910 ?山　悠実乃 ( 1 )  西脇工高  1:03.00 (　　) 3  675 藤野　湖晴 ( 2 )  明石城西高  1:05.00 (　　)

4  1293 照　りこ ( 1 )  園田学園高  1:03.02 (　　) 4  151 大塚　乙果 ( 1 )  明石高校  1:05.00 (　　)

5  343 直江　詩 ( 1 )  明石北高  1:03.16 (　　) 5  671 清水　優来 ( 2 )  明石城西高  1:05.00 (　　)

6  342 平澤　舞 ( 2 )  明石北高  1:03.79 (　　) 6  3011 池信　南帆 ( 2 )  県伊丹高  1:05.00 (　　)

7  455 中家　愛希 ( 2 )  関西福祉大  1:04.38 (　　) 7  337 堀　心寧 ( 2 )  明石北高  1:05.60 (　　)

8  1297 松田　美月 ( 1 )  園田学園高  1:04.20 (　　) 8  351 道田　幸奈 ( 1 )  明石北高  1:05.60 (　　)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

共通 女子 400m

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  141 藤原　愛依 ( 2 )  明石高校  1:09.00 (　　) 1  16172 河渕　志穂美 ( 3 )  宝塚第一  1:15.00 (　　)

2  346 小林　遙 ( 1 )  明石北高  1:10.00 (　　) 2  2094 安　虹奈 ( 2 )  西宮今津高  1:15.00 (　　)

3  3015 上平　紗希 ( 1 )  県伊丹高  1:06.79 (　　) 3  1198 大西　陽香 ( 1 )  加古川東高  1:10.00 (　　)

4  31588 榎本　怜羅 ( 4 )  望海  1:07.36 (　　) 4  3018 蔭山　明希 ( 1 )  県伊丹高  1:12.00 (　　)

5  2745 藤田　真子 ( 1 )  武庫川大附高  1:07.56 (　　) 5  140 福島　舞 ( 2 )  明石高校  1:10.90 (　　)

6  674 山本　千智 ( 2 )  明石城西高  1:07.00 (　　) 6  3009 南　友月 ( 2 )  県伊丹高  1:10.00 (　　)

7  17248 福井　絢乃 ( 3 )  御殿山  1:08.00 (　　) 7  3008 谷　爽歌 ( 2 )  県伊丹高  1:13.00 (　　)

8  3017 水野　千陽 ( 2 )  県伊丹高  1:09.00 (　　) 8  3010 森口　夏帆 ( 2 )  県伊丹高  1:13.00 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31808 澤田　裕佳 ( 4 )  江井島  2:24.30 (　　) 1  31436 佐藤　綾花 ( 3 )  野々池  2:31.45 (　　)

2  13420 藤野　雅 ( 3 )  甲武  2:25.04 (　　) 2  32252 大味　初菜 ( 3 )  大久保北  2:31.47 (　　)

3  29324 八木　葉月 ( 3 )  有野北  2:24.26 (　　) 3  13260 岸本　心花 ( 3 )  甲陵  2:30.81 (　　)

4  1149 山田　萌日香 ( 2 )  兵庫ハンモックＡＣ  2:26.83 (　　) 4  25347 髙山　美希 ( 3 )  高倉  2:31.19 (　　)

5  590 髙井　梨帆 ( 2 )  明石清水高  2:26.99 (　　) 5  32295 宮　果楓 ( 2 )  大久保北  2:30.36 (　　)

6  1201 吉田　帆花 ( 1 )  園田学園高  2:18.27 (　　) 6  31231 名代　花梨 ( 2 )  大蔵  2:28.21 (　　)

7  1285 好井　万結 ( 2 )  園田学園高  2:11.19 (　　) 7  13258 阿曽　杏香 ( 3 )  甲陵  2:28.11 (　　)

8  31637 大神　彩羽 ( 3 )  大久保  2:21.14 (　　) 8  31232 矢田貝　悠花 ( 2 )  大蔵  2:28.17 (　　)

9  343 直江　詩 ( 1 )  明石北高  2:20.00 (　　) 9  13449 中本　眞菜 ( 2 )  甲武  2:28.29 (　　)

10  39778 荒木　理緒 ( 3 )  播磨南  2:21.89 (　　) 10  12877 内藤　琉花 ( 2 )  浜脇  2:28.53 (　　)

11  31346 霜村　一華 ( 3 )  衣川  2:22.84 (　　) 11  1197 藤田　直子 ( 1 )  加古川東高  2:30.00 (　　)

12  272 井本　まひろ ( 1 )  明石南高  2:23.00 (　　) 12  27829 井上　青海 ( 3 )  平野  2:28.93 (　　)

13  39777 堀　香里奈 ( 3 )  播磨南  2:23.65 (　　) 13  347 村上　恵 ( 1 )  明石北高  2:30.00 (　　)

14  23012 杉本　麻椰菜 ( 3 )  大池  2:22.17 (　　) 14  13415 木村　詩織 ( 3 )  甲武  2:29.99 (　　)

15  39782 角　侑哩 ( 2 )  播磨南  2:24.06 (　　) 15  31452 春本　颯希 ( 2 )  野々池  2:29.64 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1182 守谷　春咲 ( 2 )  加古川東高  2:35.00 (　　) 1  13252 岡　美咲 ( 3 )  甲陵  2:39.14 (　　)

2  32038 立木　乃愛 ( 3 )  魚住東  2:34.94 (　　) 2  31987 貝原　花歩 ( 3 )  魚住  2:39.95 (　　)

3  1183 藤本　百花 ( 2 )  加古川東高  2:35.00 (　　) 3  28118 渡邉　小由芽 ( 2 )  太山寺  2:39.51 (　　)

4  671 清水　優来 ( 2 )  明石城西高  2:35.00 (　　) 4  29689 藤山　乙葉 ( 3 )  井吹台  2:39.12 (　　)

5  681 角　悠妃 ( 1 )  明石城西高  2:35.00 (　　) 5  29690 松岡　梨穂 ( 3 )  井吹台  2:38.47 (　　)

6  31435 近藤　真穂 ( 3 )  野々池  2:31.56 (　　) 6  13583 岡本　麗央 ( 2 )  瓦木  2:35.31 (　　)

7  32272 浅山　藍琉 ( 2 )  大久保北  2:32.81 (　　) 7  31983 神代　愛里 ( 3 )  魚住  2:36.53 (　　)

8  32264 林　結芽 ( 3 )  大久保北  2:32.65 (　　) 8  25341 池田　美波那 ( 3 )  高倉  2:35.10 (　　)

9  13565 武田　千怜 ( 3 )  瓦木  2:32.56 (　　) 9  13104 川次　菜々穂 ( 3 )  上ケ原  2:35.98 (　　)

10  23005 細井　遥美 ( 2 )  大池  2:33.33 (　　) 10  12328 窪田　麗奈 ( 2 )  小園  2:36.86 (　　)

11  28111 池野　芹梨 ( 2 )  太山寺  2:33.36 (　　) 11  818 小林　咲稀 ( 1 )  東洋大姫路高  2:38.14 (　　)

12  28104 戸谷　夏姫 ( 3 )  太山寺  2:34.37 (　　) 12  14251 楠　裕美 ( 3 )  塩瀬  2:38.02 (　　)

13  335 出雲　友結 ( 2 )  明石北高  2:33.83 (　　) 13  39785 立石　莉瑚 ( 2 )  播磨南  2:38.27 (　　)

14  31632 下村　紗愛 ( 3 )  大久保  2:34.26 (　　) 14  12327 窪田　莉々奈 ( 2 )  小園  2:37.08 (　　)

15  2099 佐伯　杏唯 ( 1 )  神戸甲北高  2:33.74 (　　) 15  31305 松田　楓加 ( 2 )  衣川  2:37.94 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  16184 長西　乃愛 ( 2 )  宝塚第一  2:42.12 (　　) 1  12329 黒木　陽茉莉 ( 2 )  小園  2:45.92 (　　)

2  32268 松尾　栞里 ( 3 )  大久保北  2:41.87 (　　) 2  589 石原　ちはる ( 2 )  明石清水高  2:46.45 (　　)

3  592 信濃　和奈 ( 2 )  明石清水高  2:42.04 (　　) 3  31509 松岡　紗希 ( 3 )  望海  2:45.55 (　　)

4  31629 仁井田　結菜 ( 3 )  大久保  2:42.82 (　　) 4  31528 野上　夢芽 ( 2 )  望海  2:45.71 (　　)

5  13114 山本　葵 ( 3 )  上ケ原  2:43.0 (　　) 5  16235 蔭木　日菜 ( 3 )  宝梅  2:45.59 (　　)

6  2528 武田　真歩 ( 1 )  兵庫工業高  2:40.00 (　　) 6  31304 西村　実倫 ( 2 )  衣川  2:43.98 (　　)

7  3223 東根　葵帆 明石陸協  2:40.00 (　　) 7  32044 矢田　小和乃 ( 3 )  魚住東  2:43.96 (　　)

8  1198 大西　陽香 ( 1 )  加古川東高  2:40.00 (　　) 8  16178 山住　百花 ( 3 )  宝塚第一  2:43.34 (　　)

9  819 上田　愛美 ( 1 )  東洋大姫路高  2:40.00 (　　) 9  31222 矢野　幸奏 ( 3 )  大蔵  2:43.29 (　　)

10  25343 村上　想乃 ( 3 )  高倉  2:40.66 (　　) 10  12312 大槻　歩乃花 ( 3 )  小園  2:44.10 (　　)

11  28108 元田　くるみ ( 3 )  太山寺  2:41.23 (　　) 11  32120 牟田口　楓花 ( 2 )  二見  2:45.21 (　　)

12  14281 山本　珠愛 ( 2 )  塩瀬  2:41.50 (　　) 12  25326 安田　茉央 ( 2 )  高倉  2:45.55 (　　)

13  31504 稲山　愛莉奈 ( 3 )  望海  2:41.68 (　　) 13  17266 瀬尾　咲希 ( 2 )  御殿山  2:45.01 (　　)

14  13113 村井　美悠 ( 3 )  上ケ原  2:41.19 (　　) 14  31827 松尾　亜唯実 ( 2 )  江井島  2:44.04 (　　)

15  32254 加古　瑞季 ( 3 )  大久保北  2:40.96 (　　) 15  25346 池嶋　里音 ( 3 )  高倉  2:44.22 (　　)

共通 女子 800m



7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32006 田川　佳穂 ( 2 )  魚住東  2:48.85 (　　) 1  32007 玉井　美有 ( 2 )  魚住東  2:50.56 (　　)

2  12302 岡村　真央 ( 3 )  小園  2:48.71 (　　) 2  29615 仙波　柚花 ( 2 )  井吹台  2:51.41 (　　)

3  29691 松浦　実音 ( 3 )  井吹台  2:49.05 (　　) 3  32275 木下　千尋 ( 2 )  大久保北  2:51.10 (　　)

4  13592 鶴窪　香佳 ( 2 )  瓦木  2:48.45 (　　) 4  2098 眞殿　悠希 ( 1 )  西宮今津高  2:50.20 (　　)

5  21103 石井　繍花 ( 3 )  上野  2:48.44 (　　) 5  32121 山田　楓香 ( 2 )  二見  2:50.49 (　　)

6  29323 細川　咲來 ( 3 )  有野北  2:46.54 (　　) 6  32122 横山　唯 ( 2 )  二見  2:49.14 (　　)

7  31642 北迫　佳恋 ( 2 )  大久保  2:47.20 (　　) 7  39786 打田　ひなの ( 2 )  播磨南  2:49.10 (　　)

8  29612 佐々木　咲帆 ( 2 )  井吹台  2:47.10 (　　) 8  31307 里　咲実 ( 2 )  衣川  2:49.10 (　　)

9  31438 仲井　心美 ( 3 )  野々池  2:47.25 (　　) 9  28117 藤田　華凛 ( 2 )  太山寺  2:49.37 (　　)

10  31223 梶本　夏希 ( 3 )  大蔵  2:47.31 (　　) 10  13179 衣本　紬 ( 2 )  上ケ原  2:50.00 (　　)

11  16243 三枡　文香 ( 3 )  宝梅  2:47.42 (　　) 11  13232 竹森　芽生 ( 2 )  甲陵  2:50.00 (　　)

12  16181 喜多　美愛 ( 2 )  宝塚第一  2:47.97 (　　) 12  376 畠中　元香 ( 4 )  兵庫県立大  2:50.00 (　　)

13  29697 杉山　未南音 ( 3 )  井吹台  2:48.10 (　　) 13  13108 堂村　友里 ( 3 )  上ケ原  2:50.0 (　　)

14  27830 佐尾山　琳子 ( 3 )  平野  2:47.71 (　　) 14  475 吉田　凜 ( 1 )  明石西高  2:50.00 (　　)

15  154 加藤　芽生 ( 1 )  明石高校  2:47.87 (　　) 15  14252 倉光　千優 ( 3 )  塩瀬  2:50.00 (　　)

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29333 中村　優菜 ( 2 )  有野北  2:57.76 (　　) 1  32119 兵頭　柚希 ( 2 )  二見  3:06.39 (　　)

2  32262 友清　由梨 ( 3 )  大久保北  2:57.93 (　　) 2  29608 森山　彩乃 ( 2 )  井吹台  3:02.84 (　　)

3  13173 石田　愛温 ( 2 )  上ケ原  2:58.0 (　　) 3  12311 梅本　優美 ( 3 )  小園  3:06.60 (　　)

4  16180 大塚　春綺 ( 2 )  宝塚第一  2:58.12 (　　) 4  32253 岡﨑　心葉 ( 3 )  大久保北  3:04.51 (　　)

5  31527 田中　緒美 ( 2 )  望海  2:56.83 (　　) 5  29616 小林　礼佳 ( 2 )  井吹台  3:01.72 (　　)

6  29331 下浦　愛衣 ( 2 )  有野北  2:55.00 (　　) 6  12307 藤田　のどか ( 3 )  小園  2:58.53 (　　)

7  31227 平松　柚那 ( 3 )  大蔵  2:53.92 (　　) 7  13021 上田　絢野 ( 2 )  苦楽園  2:58.13 (　　)

8  28110 山下　睦稀 ( 3 )  太山寺  2:53.62 (　　) 8  32002 岩本　桃夏 ( 2 )  魚住東  2:59.35 (　　)

9  13570 古谷　菜穂 ( 3 )  瓦木  2:51.47 (　　) 9  31457 前田　菜乃羽 ( 2 )  野々池  2:58.50 (　　)

10  13240 木下　綾乃 ( 2 )  甲陵  2:55.00 (　　) 10  32001 稲田　あい ( 2 )  魚住東  2:59.77 (　　)

11  14254 中浜　舞央 ( 3 )  塩瀬  2:56.49 (　　) 11  23011 藪本　光咲 ( 3 )  大池  3:00.11 (　　)

12  31636 宗佐　友愛 ( 3 )  大久保  2:55.00 (　　) 12  31339 西村　珠姫 ( 3 )  衣川  3:01.50 (　　)

13  17265 鈴木　花菜 ( 2 )  御殿山  2:55.70 (　　) 13  20665 渡邉　悠日 ( 2 )  本山南  3:00.92 (　　)

14  32117 野間口　祐里 ( 2 )  二見  2:55.06 (　　) 14  12337 堀口　結衣 ( 2 )  小園  3:01.39 (　　)

15  17264 塩足　陽向 ( 2 )  御殿山  2:56.60 (　　) 15  31434 岸本　穂香 ( 3 )  野々池  3:00.92 (　　)

11組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29605 山口　柚香 ( 2 )  井吹台 (　　)

2  17268 舘森　百花 ( 2 )  御殿山  3:18.61 (　　)

3  31643 梅元　彩乃 ( 2 )  大久保  3:16.20 (　　)

4  27074 芝田　睦菜 ( 2 )  本多聞  3:21.74 (　　)

5  12874 島田　悠来 ( 2 )  浜脇 (　　)

6  31431 阿江　咲 ( 3 )  野々池  3:06.90 (　　)

7  31437 中西　歩愛 ( 3 )  野々池  3:10.89 (　　)

8  12313 篠原　真唯 ( 3 )  小園  3:07.69 (　　)

9  29607 神﨑　羽南 ( 2 )  井吹台  3:09.21 (　　)

10  16175 中田　咲彩 ( 3 )  宝塚第一  3:13.73 (　　)

11  27081 玉井　咲花 ( 2 )  本多聞  3:15.00 (　　)

12  32003 神頭　芽依 ( 2 )  魚住東  3:14.35 (　　)

13  844 辻　英恵 ( 1 )  明石高専  3:11.29 (　　)

14  13236 阿部　千笑 ( 2 )  甲陵  3:11.85 (　　)



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1149 山田　萌日香 ( 2 )  兵庫ハンモックＡＣ  4:57.78 (　　) 1  32252 大味　初菜 ( 3 )  大久保北  5:13.95 (　　)

2  39778 荒木　理緒 ( 3 )  播磨南  4:57.18 (　　) 2  13114 山本　葵 ( 3 )  上ケ原  5:13.37 (　　)

3  29324 八木　葉月 ( 3 )  有野北  4:57.14 (　　) 3  31600 北迫　英美里 ( 4 )  大久保  5:13.20 (　　)

4  69 村上　和葉 ( 2 )  園田学園女子大  4:55.92 (　　) 4  33441 小川　加渚 ( 3 )  浜の宮  5:12.37 (　　)

5  39777 堀　香里奈 ( 3 )  播磨南  4:55.71 (　　) 5  13260 岸本　心花 ( 3 )  甲陵  5:12.33 (　　)

6  13581 朝日　小都子 ( 2 )  瓦木  4:55.59 (　　) 6  27829 井上　青海 ( 3 )  平野  5:11.70 (　　)

7  273 鳴尾　真優 ( 1 )  明石南高  4:55.00 (　　) 7  32268 松尾　栞里 ( 3 )  大久保北  5:10.06 (　　)

8  7688 奥野　カイア 淡路陸上教室  4:52.03 (　　) 8  1195 吉川　咲希 ( 1 )  加古川東高  5:10.00 (　　)

9  1201 吉田　帆花 ( 1 )  園田学園高  4:51.40 (　　) 9  12877 内藤　琉花 ( 2 )  浜脇  5:09.68 (　　)

10  2911 橋本　晴菜 ( 1 )  西脇工高  4:50.00 (　　) 10  32272 浅山　藍琉 ( 2 )  大久保北  5:09.28 (　　)

11  1197 藤田　直子 ( 1 )  加古川東高  4:50.00 (　　) 11  39782 角　侑哩 ( 2 )  播磨南  5:08.94 (　　)

12  31346 霜村　一華 ( 3 )  衣川  4:49.31 (　　) 12  32295 宮　果楓 ( 2 )  大久保北  5:07.47 (　　)

13  1283 行安　亜芽莉 ( 2 )  園田学園高  4:49.08 (　　) 13  31232 矢田貝　悠花 ( 2 )  大蔵  5:06.70 (　　)

14  1273 後田　乃愛 ( 2 )  園田学園高  4:48.79 (　　) 14  80 木岡　優芽 ( 1 )  園田学園女子大  5:06.27 (　　)

15  1275 神山　碧希 ( 2 )  園田学園高  4:48.55 (　　) 15  1182 守谷　春咲 ( 2 )  加古川東高  5:05.00 (　　)

16  1278 杉永　美空 ( 2 )  園田学園高  4:35.03 (　　) 16  31231 名代　花梨 ( 2 )  大蔵  5:02.80 (　　)

17  2912 橋本　結菜 ( 1 )  西脇工高  4:35.00 (　　) 17  590 髙井　梨帆 ( 2 )  明石清水高  5:00.52 (　　)

18  2910 ?山　悠実乃 ( 1 )  西脇工高  4:35.00 (　　) 18  2849 布一　結衣 ( 1 )  西脇高  5:00.00 (　　)

19  2909 塩﨑　彩理 ( 2 )  西脇工高  4:30.00 (　　) 19  13258 阿曽　杏香 ( 3 )  甲陵  4:59.48 (　　)

20  72 渡辺　愛 ( 2 )  園田学園女子大  4:29.83 (　　) 20  1292 辻川　海月 ( 1 )  園田学園高  4:58.62 (　　)

3組 4組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31983 神代　愛里 ( 3 )  魚住  5:21.62 (　　) 1  13113 村井　美悠 ( 3 )  上ケ原  5:35.0 (　　)

2  592 信濃　和奈 ( 2 )  明石清水高  5:21.31 (　　) 2  29323 細川　咲來 ( 3 )  有野北  5:34.27 (　　)

3  2896 酒井　梨緒 ( 2 )  兵庫高  5:20.25 (　　) 3  13252 岡　美咲 ( 3 )  甲陵  5:34.11 (　　)

4  13185 野村　寧々 ( 2 )  上ケ原  5:20.0 (　　) 4  31509 松岡　紗希 ( 3 )  望海  5:33.91 (　　)

5  16184 長西　乃愛 ( 2 )  宝塚第一  5:20.00 (　　) 5  29671 大木　みらい ( 3 )  井吹台  5:33.89 (　　)

6  338 稲富　早紀 ( 2 )  明石北高  5:19.28 (　　) 6  2746 吉村　美佑 ( 1 )  武庫川大附高  5:32.68 (　　)

7  31452 春本　颯希 ( 2 )  野々池  5:18.63 (　　) 7  12328 窪田　麗奈 ( 2 )  小園  5:32.18 (　　)

8  2850 竹村　香澄 ( 1 )  西脇高  5:18.00 (　　) 8  39786 打田　ひなの ( 2 )  播磨南  5:30.22 (　　)

9  28111 池野　芹梨 ( 2 )  太山寺  5:17.52 (　　) 9  31305 松田　楓加 ( 2 )  衣川  5:30.17 (　　)

10  3013 倉橋　かんな ( 2 )  県伊丹高  5:17.00 (　　) 10  1193 渡邊　花音 ( 1 )  加古川東高  5:30.00 (　　)

11  31526 清水　萌衣 ( 2 )  望海  5:16.87 (　　) 11  472 松本　朝陽 ( 1 )  明石西高  5:30.00 (　　)

12  32264 林　結芽 ( 3 )  大久保北  5:16.68 (　　) 12  16186 平塚　慎秀子 ( 2 )  宝塚第一  5:29.69 (　　)

13  3017 水野　千陽 ( 2 )  県伊丹高  5:16.00 (　　) 13  31436 佐藤　綾花 ( 3 )  野々池  5:29.11 (　　)

14  31435 近藤　真穂 ( 3 )  野々池  5:16.00 (　　) 14  31827 松尾　亜唯実 ( 2 )  江井島  5:29.03 (　　)

15  1183 藤本　百花 ( 2 )  加古川東高  5:15.00 (　　) 15  32254 加古　瑞季 ( 3 )  大久保北  5:28.53 (　　)

16  1181 秋田　美乃里 ( 2 )  加古川東高  5:15.00 (　　) 16  139 田本　実穂 ( 2 )  明石高校  5:27.61 (　　)

17  1179 庄司　彩夏 ( 2 )  加古川東高  5:15.00 (　　) 17  39785 立石　莉瑚 ( 2 )  播磨南  5:25.19 (　　)

18  681 角　悠妃 ( 1 )  明石城西高  5:15.00 (　　) 18  13104 川次　菜々穂 ( 3 )  上ケ原  5:25.0 (　　)

19  680 飯伏　梨乃 ( 1 )  明石城西高  5:15.00 (　　) 19  16178 山住　百花 ( 3 )  宝塚第一  5:24.33 (　　)

20  28104 戸谷　夏姫 ( 3 )  太山寺  5:14.50 (　　) 20  32038 立木　乃愛 ( 3 )  魚住東  5:24.02 (　　)

共通 女子 1500m



5組 6組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  13181 内藤　おと花 ( 2 )  上ケ原  5:45.0 (　　) 1  2749 藤田　春風 ( 1 )  武庫川大附高  6:00.01 (　　)

2  27830 佐尾山　琳子 ( 3 )  平野  5:44.60 (　　) 2  376 畠中　元香 ( 4 )  兵庫県立大  6:00.00 (　　)

3  31438 仲井　心美 ( 3 )  野々池  5:44.25 (　　) 3  16180 大塚　春綺 ( 2 )  宝塚第一  6:00.00 (　　)

4  33444 日坂　心海 ( 3 )  浜の宮  5:43.46 (　　) 4  32122 横山　唯 ( 2 )  二見  6:00.00 (　　)

5  28118 渡邉　小由芽 ( 2 )  太山寺  5:42.52 (　　) 5  32262 友清　由梨 ( 3 )  大久保北  5:57.72 (　　)

6  819 上田　愛美 ( 1 )  東洋大姫路高  5:42.00 (　　) 6  32006 田川　佳穂 ( 2 )  魚住東  5:55.18 (　　)

7  17265 鈴木　花菜 ( 2 )  御殿山  5:40.62 (　　) 7  12312 大槻　歩乃花 ( 3 )  小園  5:54.79 (　　)

8  31504 稲山　愛莉奈 ( 3 )  望海  5:39.88 (　　) 8  13592 鶴窪　香佳 ( 2 )  瓦木  5:51.10 (　　)

9  31987 貝原　花歩 ( 3 )  魚住  5:39.52 (　　) 9  12302 岡村　真央 ( 3 )  小園  5:51.05 (　　)

10  32120 牟田口　楓花 ( 2 )  二見  5:38.20 (　　) 10  28110 山下　睦稀 ( 3 )  太山寺  5:50.50 (　　)

11  31222 矢野　幸奏 ( 3 )  大蔵  5:38.03 (　　) 11  13177 神岡　郁乃 ( 2 )  上ケ原  5:50.0 (　　)

12  358 岸上　真奈 ( 1 )  明石北高  5:37.66 (　　) 12  12327 窪田　莉々奈 ( 2 )  小園  5:49.54 (　　)

13  12329 黒木　陽茉莉 ( 2 )  小園  5:37.44 (　　) 13  154 加藤　芽生 ( 1 )  明石高校  5:47.55 (　　)

14  32044 矢田　小和乃 ( 3 )  魚住東  5:36.94 (　　) 14  31587 並川　美羽 ( 4 )  望海  5:47.35 (　　)

15  818 小林　咲稀 ( 1 )  東洋大姫路高  5:36.71 (　　) 15  32121 山田　楓香 ( 2 )  二見  5:47.23 (　　)

16  28108 元田　くるみ ( 3 )  太山寺  5:36.36 (　　) 16  31642 北迫　佳恋 ( 2 )  大久保  5:47.00 (　　)

17  31629 仁井田　結菜 ( 3 )  大久保  5:35.84 (　　) 17  13108 堂村　友里 ( 3 )  上ケ原  5:45.16 (　　)

18  13644 免出　治起 ( 3 )  上甲子園  5:35.73 (　　) 18  589 石原　ちはる ( 2 )  明石清水高  5:45.00 (　　)

19  27352 浦野　小春 ( 3 )  櫨谷  5:35.39 (　　) 19  14823 永尾　美結花 ( 2 )  武庫川大附  5:45.00 (　　)

20  31528 野上　夢芽 ( 2 )  望海  5:35.11 (　　)

7組 8組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  31339 西村　珠姫 ( 3 )  衣川  6:16.65 (　　) 1  31457 前田　菜乃羽 ( 2 )  野々池 (　　)

2  355 大村　七海 ( 1 )  明石北高  6:15.56 (　　) 2  13236 阿部　千笑 ( 2 )  甲陵 (　　)

3  20665 渡邉　悠日 ( 2 )  本山南  6:15.00 (　　) 3  12337 堀口　結衣 ( 2 )  小園 (　　)

4  14815 中濱　侑 ( 4 )  武庫川大附  6:15.00 (　　) 4  12321 今西　悠羅 ( 2 )  小園 (　　)

5  25324 中川　美緒 ( 2 )  高倉  6:14.73 (　　) 5  13448 財田　彩和 ( 2 )  甲武 (　　)

6  31307 里　咲実 ( 2 )  衣川  6:13.13 (　　) 6  13447 梶原　奈央 ( 2 )  甲武 (　　)

7  27078 玉野　椰弥 ( 2 )  本多聞  6:12.72 (　　) 7  13445 足立　倖奈 ( 2 )  甲武 (　　)

8  29678 小松　由惟 ( 3 )  井吹台  6:11.03 (　　) 8  18087 稲葉　心月 ( 3 )  多田  7:10.00 (　　)

9  32253 岡﨑　心葉 ( 3 )  大久保北  6:10.74 (　　) 9  18086 西野　葵 ( 3 )  多田  7:10.00 (　　)

10  32275 木下　千尋 ( 2 )  大久保北  6:10.19 (　　) 10  32003 神頭　芽依 ( 2 )  魚住東  6:41.36 (　　)

11  32001 稲田　あい ( 2 )  魚住東  6:10.06 (　　) 11  3019 澤田　那菜 ( 1 )  県伊丹高  6:40.00 (　　)

12  16175 中田　咲彩 ( 3 )  宝塚第一  6:10.00 (　　) 12  31431 阿江　咲 ( 3 )  野々池  6:39.35 (　　)

13  29333 中村　優菜 ( 2 )  有野北  6:10.00 (　　) 13  31527 田中　緒美 ( 2 )  望海  6:37.44 (　　)

14  29331 下浦　愛衣 ( 2 )  有野北  6:10.00 (　　) 14  14819 乾　莉菜 ( 2 )  武庫川大附  6:35.00 (　　)

15  32278 笹尾　柚月 ( 2 )  大久保北  6:09.71 (　　) 15  28117 藤田　華凛 ( 2 )  太山寺  6:25.72 (　　)

16  27068 井関　樹里 ( 3 )  本多聞  6:09.00 (　　) 16  32002 岩本　桃夏 ( 2 )  魚住東  6:22.44 (　　)

17  32007 玉井　美有 ( 2 )  魚住東  6:08.21 (　　) 17  32119 兵頭　柚希 ( 2 )  二見  6:21.39 (　　)

18  32117 野間口　祐里 ( 2 )  二見  6:06.60 (　　) 18  27080 後藤　結羽 ( 2 )  本多聞  6:20.00 (　　)

19  27355 前野　絵里佳 ( 3 )  櫨谷  6:03.33 (　　) 19  13570 古谷　菜穂 ( 3 )  瓦木  6:19.84 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29676 片倉　千晴 ( 3 )  井吹台 (　　) 15  1179 庄司　彩夏 ( 2 )  加古川東高  11:15.00 (　　)

2  2807 斉木　杏果 ( 1 )  兵庫高  14:24.74 (　　) 16  2805 池本　結子 ( 1 )  兵庫高  11:09.98 (　　)

3  2806 小合　笑美子 ( 1 )  兵庫高  13:40.79 (　　) 17  474 山口　絢子 ( 2 )  神戸大  11:00.00 (　　)

4  2895 小見山　美咲希 ( 2 )  兵庫高  12:04.33 (　　) 18  2150 楠　望咲 ( 2 )  三木高  10:55.00 (　　)

5  1189 大西　那奈 ( 2 )  加古川東高  12:00.00 (　　) 19  273 鳴尾　真優 ( 1 )  明石南高  10:45.00 (　　)

6  1177 阿江　優 ( 2 )  加古川東高  12:00.00 (　　) 20  69 村上　和葉 ( 2 )  園田学園女子大  10:40.00 (　　)

7  139 田本　実穂 ( 2 )  明石高校  11:58.27 (　　) 21  1292 辻川　海月 ( 1 )  園田学園高  10:38.74 (　　)

8  2897 稲継　雛菜 ( 2 )  兵庫高  11:55.78 (　　) 22  80 木岡　優芽 ( 1 )  園田学園女子大  10:30.00 (　　)

9  985 唐澤　栞 ( 1 )  神戸大  11:43.02 (　　) 23  13581 朝日　小都子 ( 2 )  瓦木  10:14.00 (　　)

10  31526 清水　萌衣 ( 2 )  望海  11:34.41 (　　) 24  1283 行安　亜芽莉 ( 2 )  園田学園高  10:08.45 (　　)

11  358 岸上　真奈 ( 1 )  明石北高  11:31.72 (　　) 25  1275 神山　碧希 ( 2 )  園田学園高  10:05.33 (　　)

12  1196 佐々木　紫乃 ( 1 )  加古川東高  11:30.00 (　　) 26  1273 後田　乃愛 ( 2 )  園田学園高  9:58.25 (　　)

13  1181 秋田　美乃里 ( 2 )  加古川東高  11:30.00 (　　) 27  1278 杉永　美空 ( 2 )  園田学園高  9:45.10 (　　)

14  680 飯伏　梨乃 ( 1 )  明石城西高  11:30.00 (　　) 28  72 渡辺　愛 ( 2 )  園田学園女子大  9:45.00 (　　)

共通 女子 3000m
23/3/18 11:50  



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

2  675 藤野　湖晴 ( 2 )  明石城西高  17.00 (　　) 3  469 上岡　凜 ( 1 )  明石西高  18.00 (　　)

3  1299 宮﨑　凛 ( 1 )  園田学園高  16.00 (　　) 4  682 高垣　歩実 ( 1 )  明石城西高  18.50 (　　)

4  1279 瀬戸　優那 ( 2 )  園田学園高  16.50 (　　) 5  1202 村上　葵彩 ( 1 )  園田学園高  18.63 (　　)

5  1276 黒田　華代 ( 2 )  園田学園高  14.65 (　　) 6  673 神谷　雪妃奈 ( 2 )  明石城西高  18.50 (　　)

6  1312 安藤　七海 鳴門教大  15.39 (　　) 7  31406 髙巣　楓子 ( 4 )  野々池 (　　)

7  357 山崎　花帆 ( 1 )  明石北高  16.80 (　　)

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  29674 奥谷　紗良 ( 3 )  井吹台  16.40 (　　) 1  24166 彦坂　葵 ( 3 )  北神戸  17.48 (　　)

2  17342 岸田　七海 ( 3 )  山手台  16.25 (　　) 2  32151 大橋　凛香 ( 3 )  二見  17.32 (　　)

3  33422 河本　鼓 ( 4 )  浜の宮  14.91 (　　) 3  24168 相良　月奏 ( 3 )  北神戸  16.77 (　　)

4  39771 光吉　真依 ( 3 )  播磨南  15.20 (　　) 4  31433 川渕　絢心 ( 3 )  野々池  16.43 (　　)

5  33443 千徳　真心子 ( 3 )  浜の宮  14.84 (　　) 5  31501 加茂　冴奈 ( 3 )  望海  16.57 (　　)

6  17351 中村　杏梨 ( 3 )  山手台  15.91 (　　) 6  13254 桑原　菫花 ( 3 )  甲陵  16.96 (　　)

7  31130 阿尾　優栞 ( 3 )  朝霧  16.00 (　　) 7  28101 高橋　彩香 ( 3 )  太山寺  17.01 (　　)

8  13561 井上　梨奈 ( 3 )  瓦木  16.22 (　　) 8  13105 川森　心希 ( 3 )  上ケ原  17.05 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  28114 中谷　碧 ( 2 )  太山寺  17.99 (　　) 1  31525 江本　美優 ( 2 )  望海  18.52 (　　)

2  13641 畑井　優杏 ( 3 )  上甲子園  17.99 (　　) 2  31630 競　みか ( 3 )  大久保  18.66 (　　)

3  31451 浅野　梨愛 ( 2 )  野々池  17.72 (　　) 3  31221 竹澤　結愛 ( 3 )  大蔵  18.00 (　　)

4  13441 小宮　瑠莉 ( 2 )  甲武  17.51 (　　) 4  31644 佐藤　小鳥 ( 2 )  大久保  18.02 (　　)

5  12305 島瀬　陽菜 ( 3 )  小園  17.61 (　　) 5  32157 鳥井　ソフィヤ ( 3 )  二見  18.24 (　　)

6  33450 稲原　歩花 ( 2 )  浜の宮  17.50 (　　) 6  39773 佐伯　綾香 ( 3 )  播磨南  18.24 (　　)

7  28102 竹内　歩美 ( 3 )  太山寺  17.84 (　　) 7  16272 堤　万菜 ( 2 )  宝梅  18.37 (　　)

8  31508 古川　怜実 ( 3 )  望海  17.95 (　　) 8  13589 重松　葵 ( 2 )  瓦木  18.45 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  12331 鈴木　さら ( 2 )  小園  19.20 (　　) 1  13588 櫻井　暖子 ( 2 )  瓦木  20.64 (　　)

2  12868 間森　楓 ( 3 )  浜脇  19.11 (　　) 2  27867 堀川　璃菜 ( 2 )  平野  20.54 (　　)

3  31993 田原　朱梨 ( 2 )  魚住  18.76 (　　) 3  11111 天本　倖帆 ( 2 )  立花  19.79 (　　)

4  31624 平田　わかな ( 3 )  大久保  18.86 (　　) 4  28106 西井　梢 ( 3 )  太山寺  19.25 (　　)

5  31233 木村　美咲 ( 2 )  大蔵  18.72 (　　) 5  13675 竹内　舞子 ( 2 )  上甲子園  19.50 (　　)

6  31502 森　歩美 ( 3 )  望海  19.00 (　　) 6  27832 森　優奈 ( 3 )  平野  19.24 (　　)

7  17367 横川　咲恵 ( 2 )  山手台  19.00 (　　) 7  13413 岸中　愛 ( 3 )  甲武  20.23 (　　)

8  25329 下村　真里奈 ( 2 )  高倉  19.10 (　　) 8  13414 木下　結賀 ( 3 )  甲武  19.84 (　　)

7組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  24108 木村　朱里 ( 2 )  北神戸 (　　)

2  25330 田中　しとか ( 2 )  高倉 (　　)

3  27866 森本　実加 ( 2 )  平野  20.95 (　　)

4  31997 藤本　恵那 ( 2 )  魚住  21.51 (　　)

5  17270 葉山　菜々子 ( 2 )  御殿山  21.00 (　　)

6  31980 高橋　風有華 ( 3 )  魚住  21.38 (　　)

7  29609 佐伯　翠 ( 2 )  井吹台  23.87 (　　)

8  31988 柳井　蛍 ( 2 )  魚住  22.73 (　　)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

中学生 女子 100mH

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)

高校生・一般 女子 100mH

風速 (+/-　.　m/s) 風速 (+/-　.　m/s)



1組 2組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1  52.20 (　　) 1  54.02 (　　)

(　　)  13102 大﨑　心咲音 ( 3 )  (　　)  29321 小林　心優 ( 3 ) 

(　　)  13103 大田　結真 ( 3 )  (　　)  29322 藤谷　心詩 ( 3 ) 

(　　)  13105 川森　心希 ( 3 )  (　　)  29324 八木　葉月 ( 3 ) 

(　　)  13109 西村　胡春 ( 3 )  (　　)  29325 山本　彩愛 ( 3 ) 

(　　)  13115 吉田　早花 ( 3 )  (　　)  29332 硯　結衣 ( 2 ) 

2  52.33 (　　) 2  53.50 (　　)

(　　)  33442 小川　玲奈 ( 3 )  (　　)  14242 岡田　雛妃 ( 3 ) 

(　　)  33443 千徳　真心子 ( 3 )  (　　)  14244 多田　優衣香 ( 3 ) 

(　　)  33450 稲原　歩花 ( 2 )  (　　)  14272 高尾山　ほのか ( 2 ) 

(　　)  33452 重田　華穂 ( 2 )  (　　)  14274 北條　百咲 ( 2 ) 

(　　)  33453 伊藤　るん ( 2 ) 

3  50.00 (　　) 3  53.00 (　　)

(　　)  670 笹谷　美羽 ( 2 )  (　　)  13233 黒野　真巳華 ( 2 ) 

(　　)  675 藤野　湖晴 ( 2 )  (　　)  13254 桑原　菫花 ( 3 ) 

(　　)  676 安福　紗耶香 ( 2 )  (　　)  13255 佐藤　絢音 ( 3 ) 

(　　)  677 横山　英恵 ( 2 )  (　　)  13257 矢澤　里奈 ( 3 ) 

(　　)  683 内屋　祐里奈 ( 1 ) 

4  50.80 (　　) 4  52.58 (　　)

(　　)  1101 谷口　心音 ( 1 )  (　　)  13561 井上　梨奈 ( 3 ) 

(　　)  1186 喜多　春佳 ( 2 )  (　　)  13564 髙須　玲杏 ( 3 ) 

(　　)  1188 三木　和奏 ( 2 )  (　　)  13566 寺田　葵花 ( 3 ) 

(　　)  1190 西嶋　彩 ( 1 )  (　　)  13569 西本　雪華 ( 3 ) 

(　　)  1191 谷岡　美侑 ( 1 )  (　　)  13582 大石　来未 ( 2 ) 

(　　)  1199 杉本　恭子 ( 1 )  (　　)  13589 重松　葵 ( 2 ) 

5  49.50 (　　) 5  53.21 (　　)

(　　)  340 上田　心咲 ( 2 )  (　　)  17342 岸田　七海 ( 3 ) 

(　　)  342 平澤　舞 ( 2 )  (　　)  17343 熊谷　藤乃 ( 3 ) 

(　　)  345 上田　梨央 ( 1 )  (　　)  17344 佐藤　佳音 ( 3 ) 

(　　)  347 村上　恵 ( 1 )  (　　)  17351 中村　杏梨 ( 3 ) 

(　　)  351 道田　幸奈 ( 1 )  (　　)  17364 宮島　采花 ( 2 ) 

(　　)  357 山崎　花帆 ( 1 )  (　　)  17367 横川　咲恵 ( 2 ) 

6  50.00 (　　) 6  53.04 (　　)

(　　)  454 川下　さりは ( 2 )  (　　)  3105 角野　里奈 ( 1 ) 

(　　)  460 ??澤　佳倫 ( 2 )  (　　)  3106 吉川　侑来 ( 1 ) 

(　　)  464 青悦　聡子 ( 2 )  (　　)  3107 影山　ゆな ( 1 ) 

(　　)  467 池田　朱里 ( 1 )  (　　)  3108 梶田　梨津 ( 1 ) 

(　　)  468 ドロバット　さほ ( 1 )  (　　)  3109 柏原　菜那 ( 1 ) 

(　　)  469 上岡　凜 ( 1 )  (　　)  3111 波田　梨花 ( 1 ) 

7  51.92 (　　) 7  53.23 (　　)

(　　)  137 桑原　葵 ( 2 )  (　　)  13671 長坂　結奈 ( 2 ) 

(　　)  138 高野　恵生 ( 2 )  (　　)  13673 加茂　莉奈 ( 2 ) 

(　　)  143 市位　陽奈子 ( 2 )  (　　)  13674 鈴木　沙彩 ( 2 ) 

(　　)  144 稲田　茉侑 ( 1 )  (　　)  13675 竹内　舞子 ( 2 ) 

(　　)  145 田中　苺奈 ( 1 )  (　　)  13677 山本　海咲 ( 2 ) 

(　　)  150 ロバート　プリスカ ( 1 )  (　　)  13681 臼井　奈都菜 ( 2 ) 

8  51.60 (　　) 8  53.30 (　　)

(　　)  31625 平位　りな ( 3 )  (　　)  39771 光吉　真依 ( 3 ) 

(　　)  31627 森光　美友 ( 3 )  (　　)  39772 吉川　美海 ( 3 ) 

(　　)  31628 髙橋　沙羽 ( 3 )  (　　)  39773 佐伯　綾香 ( 3 ) 

(　　)  31631 伊藤　紗英 ( 3 )  (　　)  39776 大西　莉央 ( 3 ) 

(　　)  31633 川井　波瑠 ( 3 )  (　　)  39777 堀　香里奈 ( 3 ) 

(　　)  31635 坂本　桃 ( 3 )  (　　)  39778 荒木　理緒 ( 3 ) 

市伊丹高

チーム名

上ケ原

浜の宮

明石城西

加古川東高校

明石北

チーム名

有野北

塩瀬A

甲陵A

瓦木

山手台

アカシニシコウ

明石高校

大久保A

上甲子園

播磨南

共通 女子 4x100mR



3組 4組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1  54.98 (　　) 1  55.75 (　　)

(　　)  32151 大橋　凛香 ( 3 )  (　　)  16171 柏堂　朱里 ( 3 ) 

(　　)  32153 前　優花 ( 3 )  (　　)  16173 黒川　結菜 ( 3 ) 

(　　)  32154 瀧本　結奈 ( 3 )  (　　)  16177 藤原　柚花 ( 3 ) 

(　　)  32155 田中　みく ( 3 )  (　　)  16179 和田　琴葉 ( 3 ) 

(　　)  32157 鳥井　ソフィヤ ( 3 )  (　　)  16187 溝口　世愛 ( 2 ) 

(　　)  32158 三澤　静空 ( 3 )  (　　)  16189 渡邊　由宇華 ( 2 ) 

2  55.00 (　　) 2  55.81 (　　)

(　　)  31221 竹澤　結愛 ( 3 )  (　　)  16231 井上　智香子 ( 3 ) 

(　　)  31226 永野　凜 ( 3 )  (　　)  16234 沖田　遥花 ( 3 ) 

(　　)  31228 松下　幸花 ( 3 )  (　　)  16271 鈴木　芭奈 ( 2 ) 

(　　)  31231 名代　花梨 ( 2 )  (　　)  16272 堤　万菜 ( 2 ) 

(　　)  31232 矢田貝　悠花 ( 2 )  (　　)  16273 西野　紗世 ( 2 ) 

(　　)  31233 木村　美咲 ( 2 ) 

3  54.50 (　　) 3  55.00 (　　)

(　　)  4301 喜坂　葵 ( 2 )  (　　)  2845 五反田　明花 ( 2 ) 

(　　)  4304 藤原　愛加 ( 2 )  (　　)  2846 片岡　美咲 ( 2 ) 

(　　)  4308 松本　夏海 ( 1 )  (　　)  2847 徳岡　美夕 ( 2 ) 

(　　)  4310 中野　日葵 ( 1 )  (　　)  2851 長谷川　凛花 ( 1 ) 

(　　)  4398 井倉　くるみ ( 2 ) 

(　　)  4399 川口　舞子 ( 2 ) 

4  54.50 (　　) 4  55.30 (　　)

(　　)  21101 八木　心彩 ( 3 )  (　　)  31640 恋田　優奈 ( 2 ) 

(　　)  21102 三浦　あかり ( 3 )  (　　)  31644 佐藤　小鳥 ( 2 ) 

(　　)  21104 坂田　はる ( 3 )  (　　)  31646 濵田　莉子 ( 2 ) 

(　　)  21106 滿石　百花 ( 3 )  (　　)  31647 森下　愛瑠 ( 2 ) 

5  54.74 (　　) 5  55.00 (　　)

(　　)  17248 福井　絢乃 ( 3 )  (　　)  32251 内屋　依央梨 ( 3 ) 

(　　)  17270 葉山　菜々子 ( 2 )  (　　)  32261 谷山　七海 ( 3 ) 

(　　)  17273 松榮　歩 ( 2 )  (　　)  32269 宮村　宙楽 ( 3 ) 

(　　)  17275 山口　莉子 ( 2 )  (　　)  32287 中渡瀬　結菜 ( 2 ) 

6  54.80 (　　) 6  55.00 (　　)

(　　)  27060 後藤　桜空 ( 3 )  (　　)  32111 上田　琴葉 ( 2 ) 

(　　)  27061 茂上　結南 ( 3 )  (　　)  32112 榊　結夢 ( 2 ) 

(　　)  27062 小竹　唯音 ( 3 )  (　　)  32113 坂口　音羽 ( 2 ) 

(　　)  27063 張木　愉綺 ( 3 )  (　　)  32114 島谷　莉菜 ( 2 ) 

(　　)  27065 島永　知実 ( 3 )  (　　)  32118 橋本　華月 ( 2 ) 

7  54.89 (　　) 7  55.50 (　　)

(　　)  588 山本　栞菜 ( 3 )  (　　)  31130 阿尾　優栞 ( 3 ) 

(　　)  589 石原　ちはる ( 2 )  (　　)  31131 竹内　彩夏 ( 3 ) 

(　　)  590 髙井　梨帆 ( 2 )  (　　)  31140 前田　珠愛 ( 2 ) 

(　　)  591 梶山　眞愛 ( 2 )  (　　)  31142 岩佐　夏希 ( 2 ) 

(　　)  592 信濃　和奈 ( 2 )  (　　)  31144 宮永　優花 ( 2 ) 

(　　)  31145 山口　愛梨 ( 2 ) 

8  54.82 (　　) 8  55.35 (　　)

(　　)  31433 川渕　絢心 ( 3 )  (　　)  29670 安藤　楓 ( 3 ) 

(　　)  31434 岸本　穂香 ( 3 )  (　　)  29674 奥谷　紗良 ( 3 ) 

(　　)  31436 佐藤　綾花 ( 3 )  (　　)  29675 尾上　朱梨 ( 3 ) 

(　　)  31437 中西　歩愛 ( 3 )  (　　)  29679 近藤　友愛 ( 3 ) 

(　　)  31451 浅野　梨愛 ( 2 )  (　　)  29682 髙杉　真由 ( 3 ) 

(　　)  31456 岸本　夏実 ( 2 )  (　　)  29693 宮尾　京佳 ( 3 ) 

大蔵

芦屋高

上野

御殿山

本多聞

明石清水

野々池

チーム名

宝塚第一

宝梅

西脇高校

大久保B

チーム名

二見B

大久保北

二見A

朝霧

井吹台



5組 6組

ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 申込記録 順位 記録 備考

1  57.00 (　　) 2 (　　)

(　　)  31980 高橋　風有華 ( 3 )  (　　)  24100 奥山　心陽 ( 2 ) 

(　　)  31982 橋本　樹奈 ( 3 )  (　　)  24108 木村　朱里 ( 2 ) 

(　　)  31985 古門　星徠 ( 3 )  (　　)  24165 横山　未桜 ( 3 ) 

(　　)  31986 花田　桃子 ( 3 )  (　　)  24166 彦坂　葵 ( 3 ) 

(　　)  31990 森田　春香 ( 2 )  (　　)  24168 相良　月奏 ( 3 ) 

(　　)  31993 田原　朱梨 ( 2 )  (　　)  24171 礒脇　結羽 ( 3 ) 

2  56.50 (　　) 3  58.18 (　　)

(　　)  20603 髙橋　あおい ( 2 )  (　　)  27352 浦野　小春 ( 3 ) 

(　　)  20608 松谷　彩菜 ( 2 )  (　　)  27355 前野　絵里佳 ( 3 ) 

(　　)  20635 酒井　のどか ( 3 )  (　　)  27356 渡部　里菜 ( 3 ) 

(　　)  20636 嶋崎　快乃花 ( 3 )  (　　)  27357 尾副　美樹 ( 2 ) 

(　　)  20637 中山　絢葉 ( 3 )  (　　)  27358 小田　ひまり ( 2 ) 

(　　)  20697 上田　理央 ( 2 )  (　　)  27359 寺田　羽沙希 ( 2 ) 

3  56.00 (　　) 4  58.40 (　　)

(　　)  31501 加茂　冴奈 ( 3 )  (　　)  13171 秋山　樹里 ( 2 ) 

(　　)  31502 森　歩美 ( 3 )  (　　)  13175 梅本　雅 ( 2 ) 

(　　)  31507 保積　瑞咲 ( 3 )  (　　)  13183 西裏　紗果 ( 2 ) 

(　　)  31508 古川　怜実 ( 3 )  (　　)  13188 福原　綾香 ( 2 ) 

(　　)  31509 松岡　紗希 ( 3 )  (　　)  13189 古里　優衣 ( 2 ) 

(　　)  31531 栗脇　貴子 ( 3 )  (　　)  13191 宮﨑　杏 ( 2 ) 

4  55.90 (　　) 5  58.00 (　　)

(　　)  13410 阿部　桜來 ( 3 )  (　　)  13231 木村　郁李 ( 2 ) 

(　　)  13411 神澤　詩花 ( 3 )  (　　)  13232 竹森　芽生 ( 2 ) 

(　　)  13412 河邊　悠 ( 3 )  (　　)  13238 菊本　里彩 ( 2 ) 

(　　)  13414 木下　結賀 ( 3 )  (　　)  13239 重成　陽葵 ( 2 ) 

(　　)  13416 酒井　帆菜 ( 3 )  (　　)  13240 木下　綾乃 ( 2 ) 

(　　)  13422 村上　愛美 ( 3 )  (　　)  13260 岸本　心花 ( 3 ) 

5  56.00 (　　) 6  59.00 (　　)

(　　)  14241 大口　華歩 ( 3 )  (　　)  29204 竹ノ内　陽莉 ( 4 ) 

(　　)  14245 田中　志津妃 ( 3 )  (　　)  29231 稲葉　あいな ( 2 ) 

(　　)  14271 小畑　愛月 ( 2 )  (　　)  29232 岡村　百々花 ( 2 ) 

(　　)  14273 辻本　心桃 ( 2 )  (　　)  29233 小川　明子 ( 2 ) 

6  56.00 (　　) 7 (　　)

(　　)  31523 池野　彩音 ( 2 )  (　　)  25323 北條　里歩 ( 2 ) 

(　　)  31524 今井　咲良 ( 2 )  (　　)  25328 熊田　真帆 ( 2 ) 

(　　)  31525 江本　美優 ( 2 )  (　　)  25329 下村　真里奈 ( 2 ) 

(　　)  31530 藤原　華 ( 2 )  (　　)  25342 本田　鈴愛 ( 3 ) 

(　　)  31588 榎本　怜羅 ( 4 )  (　　)  25344 森本　美羽 ( 3 ) 

(　　)  31591 岩根　小春 ( 4 )  (　　)  25345 山本　莉緒奈 ( 3 ) 

7  56.00 (　　) 8 (　　)

(　　)  32201 吉田　彩夏 ( 2 )  (　　)  28101 高橋　彩香 ( 3 ) 

(　　)  32271 赤保　亜由莉 ( 2 )  (　　)  28102 竹内　歩美 ( 3 ) 

(　　)  32273 大峠　千紗 ( 2 )  (　　)  28103 辰己　由衣 ( 3 ) 

(　　)  32274 堅田　菜月 ( 2 )  (　　)  28106 西井　梢 ( 3 ) 

(　　)  32283 田中　寧花 ( 2 )  (　　)  28107 星野　楓果 ( 3 ) 

(　　)  32299 山本　愛紗美 ( 2 )  (　　)  28114 中谷　碧 ( 2 ) 

8  56.30 (　　)

(　　)  32037 髙井　彩香 ( 3 ) 

(　　)  32039 田鍋　咲希 ( 3 ) 

(　　)  32040 西海　心菜 ( 3 ) 

(　　)  32041 久松　もも ( 3 ) 

(　　)  32045 山口　柚希 ( 3 ) 

(　　)  32046 箕浦　智子 ( 3 ) 

チーム名

魚住

本山南

望海A

甲武

塩瀬

望海B

上ケ原

甲陵B

有野

高倉

太山寺大久保北

魚住東

チーム名

北神戸

櫨谷



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1295 野田　瑚羽 ( 1 )  園田学園高  1.62 (　　) 1  31405 大塚　望愛 ( 4 )  野々池  1.38 (　　)

2  33438 升元　絢菜 ( 4 )  浜の宮  1.60 (　　) 2  13566 寺田　葵花 ( 3 )  瓦木  1.35 (　　)

3  2093 加納　采佳 ( 2 )  西宮今津高  1.60 (　　) 3  29680 四宮　萌彩 ( 3 )  井吹台  1.35 (　　)

4  3109 柏原　菜那 ( 1 )  市伊丹高  1.57 (　　) 4  28101 高橋　彩香 ( 3 )  太山寺  1.35 (　　)

5  31501 加茂　冴奈 ( 3 )  望海  1.53 (　　) 5  4309 坂田　栞 ( 1 )  芦屋高  1.35 (　　)

6  17342 岸田　七海 ( 3 )  山手台  1.51 (　　) 6  4398 井倉　くるみ ( 2 )  芦屋高  1.35 (　　)

7  13710 増田　真心 ( 3 )  今津  1.51 (　　) 7  1194 坂上　陽咲 ( 1 )  加古川東高  1.35 (　　)

8  31433 川渕　絢心 ( 3 )  野々池  1.49 (　　) 8  31816 北　萌伽 ( 3 )  江井島  1.30 (　　)

9  32257 北田　優奈 ( 3 )  大久保北  1.48 (　　) 9  32157 鳥井　ソフィヤ ( 3 )  二見  1.30 (　　)

10  32045 山口　柚希 ( 3 )  魚住東  1.48 (　　) 10  16173 黒川　結菜 ( 3 )  宝塚第一  1.30 (　　)

11  13642 長瀬　早紀 ( 3 )  上甲子園  1.48 (　　) 11  31337 髙橋　双葉 ( 3 )  衣川  1.30 (　　)

12  16271 鈴木　芭奈 ( 2 )  宝梅  1.45 (　　) 12  35422 藏迫　蘭 ( 3 )  緑が丘  1.30 (　　)

13  28107 星野　楓果 ( 3 )  太山寺  1.44 (　　) 13  13106 木﨑　友結 ( 3 )  上ケ原  1.30 (　　)

14  27832 森　優奈 ( 3 )  平野  1.40 (　　) 14  28119 今井　咲希 ( 2 )  太山寺  1.30 (　　)

15  29686 中川　結衣 ( 3 )  井吹台  1.40 (　　) 15  24167 川野　詩月 ( 3 )  北神戸  1.30 (　　)

16  31342 岡﨑　悠莉 ( 3 )  衣川  1.40 (　　) 16  17270 葉山　菜々子 ( 2 )  御殿山  1.30 (　　)

17  39773 佐伯　綾香 ( 3 )  播磨南  1.40 (　　) 17  458 石野　多麻季 ( 2 )  明石西高  1.30 (　　)

18  13414 木下　結賀 ( 3 )  甲武  1.40 (　　) 18  473 松本　采紗 ( 1 )  明石西高  1.30 (　　)

19  28116 大花　美優 ( 2 )  太山寺  1.40 (　　) 19  20697 上田　理央 ( 2 )  本山南  1.25 (　　)

20  32288 橋間　未羽 ( 2 )  大久保北  1.25 (　　)

21  31344 横田　優実 ( 3 )  衣川  1.25 (　　)

22  29618 元山　心葉 ( 2 )  井吹台  1.25 (　　)

23  12310 山下　愛子 ( 3 )  小園  1.25 (　　)

24  35421 伊藤　丹来 ( 3 )  緑が丘  1.25 (　　)

25  31304 西村　実倫 ( 2 )  衣川  1.25 (　　)

26  31986 花田　桃子 ( 3 )  魚住  1.25 (　　)

27  13721 田中　優麻 ( 2 )  今津  1.25 (　　)

28  13020 近藤　花音 ( 2 )  苦楽園  1.25 (　　)

29  137 桑原　葵 ( 2 )  明石高校  1.25 (　　)

3組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  32158 三澤　静空 ( 3 )  二見  1.20 (　　) 12  13672 廣谷　伊桜里 ( 2 )  上甲子園  1.20 (　　)

2  32289 平古場　心音 ( 2 )  大久保北  1.20 (　　) 13  27865 藤田　季楽々 ( 2 )  平野  1.15 (　　)

3  31524 今井　咲良 ( 2 )  望海  1.20 (　　) 14  13586 小来田　理乃 ( 2 )  瓦木  1.15 (　　)

4  31525 江本　美優 ( 2 )  望海  1.20 (　　) 15  31530 藤原　華 ( 2 )  望海  1.15 (　　)

5  31531 栗脇　貴子 ( 3 )  望海  1.20 (　　) 16  39774 上野　唯菜 ( 3 )  播磨南  1.15 (　　)

6  20631 青木　心咲 ( 3 )  本山南  1.20 (　　) 17  152 清水　双葉 ( 1 )  明石高校  1.15 (　　)

7  12333 髙橋　凛 ( 2 )  小園  1.20 (　　) 18  31145 山口　愛梨 ( 2 )  朝霧  1.15 (　　)

8  33453 伊藤　るん ( 2 )  浜の宮  1.20 (　　) 19  31143 吉開　優妃 ( 2 )  朝霧  1.15 (　　)

9  32041 久松　もも ( 3 )  魚住東  1.20 (　　) 20  32118 橋本　華月 ( 2 )  二見  1.10 (　　)

10  13238 菊本　里彩 ( 2 )  甲陵  1.20 (　　) 21  12335 德田　真羽 ( 2 )  小園 (　　)

11  32279 鈴木　心絆 ( 2 )  大久保北  1.20 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  64 古林　愛理 ( 2 )  園田学園女子大  4.13 (　　)

2  720 北迫　茉梨愛 ( 2 )  明石商高  3.01 (　　)

3  723 迫田　真桜 ( 1 )  明石商高  2.50 (　　)

4  21104 坂田　はる ( 3 )  上野  2.02 (　　)

5  21111 武藤　歩夏 ( 2 )  上野  1.80 (　　)

6  39784 井上　芽紗 ( 2 )  播磨南 (　　)

7  39776 大西　莉央 ( 3 )  播磨南 (　　)

共通 女子 棒高跳

共通 女子 走高跳



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  1287 芦田　真由 ( 1 )  園田学園高  5.50 (　　) (-　.　) 1  20603 髙橋　あおい ( 2 )  本山南  4.31 (　　) (-　.　)

2  345 上田　梨央 ( 1 )  明石北高  5.23 (　　) (-　.　) 2  140 福島　舞 ( 2 )  明石高校  4.31 (　　) (-　.　)

3  1277 小山　さくら ( 2 )  園田学園高  5.00 (　　) (-　.　) 3  31221 竹澤　結愛 ( 3 )  大蔵  4.30 (　　) (-　.　)

4  31403 井村　綾実 ( 4 )  野々池  4.85 (　　) (-　.　) 4  4304 藤原　愛加 ( 2 )  芦屋高  4.30 (　　) (-　.　)

5  2889 片岡　彩萌 ( 2 )  兵庫高  4.79 (　　) (-　.　) 5  13257 矢澤　里奈 ( 3 )  甲陵  4.25 (　　) (-　.　)

6  39772 吉川　美海 ( 3 )  播磨南  4.75 (　　) (-　.　) 6  31986 花田　桃子 ( 3 )  魚住  4.25 (　　) (-　.　)

7  13673 加茂　莉奈 ( 2 )  上甲子園  4.73 (　　) (-　.　) 7  13231 木村　郁李 ( 2 )  甲陵  4.25 (　　) (-　.　)

8  31130 阿尾　優栞 ( 3 )  朝霧  4.72 (　　) (-　.　) 8  16185 初田　芽衣 ( 2 )  宝塚第一  4.23 (　　) (-　.　)

9  464 青悦　聡子 ( 2 )  明石西高  4.70 (　　) (-　.　) 9  13564 髙須　玲杏 ( 3 )  瓦木  4.21 (　　) (-　.　)

10  17345 澤田　哩空 ( 3 )  山手台  4.64 (　　) (-　.　) 10  29325 山本　彩愛 ( 3 )  有野北  4.21 (　　) (-　.　)

11  350 松本　琴春 ( 1 )  明石北高  4.64 (　　) (-　.　) 11  673 神谷　雪妃奈 ( 2 )  明石城西高  4.20 (　　) (-　.　)

12  31625 平位　りな ( 3 )  大久保  4.60 (　　) (-　.　) 12  29601 大松　真央 ( 2 )  井吹台  4.20 (　　) (-　.　)

13  24161 石井　楓乃 ( 3 )  北神戸  4.59 (　　) (-　.　) 13  13115 吉田　早花 ( 3 )  上ケ原  4.19 (　　) (-　.　)

14  341 加藤　心優 ( 2 )  明石北高  4.54 (　　) (-　.　) 14  32201 吉田　彩夏 ( 2 )  大久保北  4.18 (　　) (-　.　)

15  39771 光吉　真依 ( 3 )  播磨南  4.51 (　　) (-　.　) 15  20609 吉村　日那 ( 2 )  本山南  4.16 (　　) (-　.　)

16  2092 松本　直 ( 2 )  西宮今津高  4.50 (　　) (-　.　) 16  31635 坂本　桃 ( 3 )  大久保  4.15 (　　) (-　.　)

17  2094 安　虹奈 ( 2 )  西宮今津高  4.50 (　　) (-　.　) 17  13107 田中　結菜 ( 3 )  上ケ原  4.14 (　　) (-　.　)

18  138 高野　恵生 ( 2 )  明石高校  4.49 (　　) (-　.　) 18  145 田中　苺奈 ( 1 )  明石高校  4.11 (　　) (-　.　)

19  31409 中西　美菜 ( 4 )  野々池  4.47 (　　) (-　.　) 19  31980 高橋　風有華 ( 3 )  魚住  4.08 (　　) (-　.　)

20  12303 阪本　和心 ( 3 )  小園  4.47 (　　) (-　.　) 20  29688 半田　莉子 ( 3 )  井吹台  4.07 (　　) (-　.　)

21  17247 疋田　涼夏 ( 3 )  御殿山  4.47 (　　) (-　.　) 21  16238 北浦　枇奈 ( 3 )  宝梅  4.03 (　　) (-　.　)

22  32046 箕浦　智子 ( 3 )  魚住東  4.45 (　　) (-　.　) 22  16231 井上　智香子 ( 3 )  宝梅  4.02 (　　) (-　.　)

23  17343 熊谷　藤乃 ( 3 )  山手台  4.40 (　　) (-　.　) 23  31233 木村　美咲 ( 2 )  大蔵  4.00 (　　) (-　.　)

24  31621 西海　心音 ( 3 )  大久保  4.37 (　　) (-　.　)

3組 4組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  13563 菅沼　海音 ( 3 )  瓦木  4.00 (　　) (-　.　) 1  13182 竝川　璃子 ( 2 )  上ケ原  3.61 (　　) (-　.　)

2  16183 中川　愛幸 ( 2 )  宝塚第一  4.00 (　　) (-　.　) 2  17364 宮島　采花 ( 2 )  山手台  3.60 (　　) (-　.　)

3  31815 片山　叶愛 ( 3 )  江井島  4.00 (　　) (-　.　) 3  31646 濵田　莉子 ( 2 )  大久保  3.60 (　　) (-　.　)

4  24100 奥山　心陽 ( 2 )  北神戸  3.98 (　　) (-　.　) 4  29677 黒岡　遥 ( 3 )  井吹台  3.57 (　　) (-　.　)

5  28103 辰己　由衣 ( 3 )  太山寺  3.96 (　　) (-　.　) 5  29330 小川　瑠香 ( 2 )  有野北  3.55 (　　) (-　.　)

6  31508 古川　怜実 ( 3 )  望海  3.95 (　　) (-　.　) 6  678 加地　美裕 ( 2 )  明石城西高  3.50 (　　) (-　.　)

7  27070 池野　由夏 ( 2 )  本多聞  3.93 (　　) (-　.　) 7  31826 横山　有暖 ( 2 )  江井島  3.49 (　　) (-　.　)

8  12301 板井　奏芽 ( 3 )  小園  3.91 (　　) (-　.　) 8  31991 清田　美結 ( 2 )  魚住  3.47 (　　) (-　.　)

9  31524 今井　咲良 ( 2 )  望海  3.91 (　　) (-　.　) 9  13444 松下　美涼 ( 2 )  甲武  3.40 (　　) (-　.　)

10  11112 寺﨑　杏 ( 2 )  立花  3.89 (　　) (-　.　) 10  13180 近内　ゆり ( 2 )  上ケ原  3.40 (　　) (-　.　)

11  13582 大石　来未 ( 2 )  瓦木  3.87 (　　) (-　.　) 11  17262 沖本　結衣 ( 2 )  御殿山  3.40 (　　) (-　.　)

12  17241 桑山　咲希 ( 3 )  御殿山  3.86 (　　) (-　.　) 12  29613 緒方　夕萌 ( 2 )  井吹台  3.40 (　　) (-　.　)

13  2804 尾内　彩羽 ( 1 )  兵庫高  3.81 (　　) (-　.　) 13  28115 大友　麻央 ( 2 )  太山寺  3.28 (　　) (-　.　)

14  39780 野路　美桜 ( 2 )  播磨南  3.80 (　　) (-　.　) 14  31506 橋元　佑佳 ( 3 )  望海  3.25 (　　) (-　.　)

15  32039 田鍋　咲希 ( 3 )  魚住東  3.79 (　　) (-　.　) 15  24172 原野　智穂 ( 3 )  北神戸  3.14 (　　) (-　.　)

16  32299 山本　愛紗美 ( 2 )  大久保北  3.78 (　　) (-　.　) 16  13590 杉本　茉優 ( 2 )  瓦木  3.09 (　　) (-　.　)

17  20605 西谷　風花 ( 2 )  本山南  3.78 (　　) (-　.　) 17  13188 福原　綾香 ( 2 )  上ケ原  2.93 (　　) (-　.　)

18  13591 鈴木　日茉里 ( 2 )  瓦木  3.77 (　　) (-　.　) 18  29606 足穂　衣奈 ( 2 )  井吹台  2.56 (　　) (-　.　)

19  152 清水　双葉 ( 1 )  明石高校  3.76 (　　) (-　.　) 19  13237 牧　穂月 ( 2 )  甲陵 (　　) (-　.　)

20  28112 髙谷　咲希奈 ( 2 )  太山寺  3.74 (　　) (-　.　) 20  32116 角谷　凛 ( 2 )  二見 (　　) (-　.　)

21  31226 永野　凜 ( 3 )  大蔵  3.66 (　　) (-　.　) 21  12330 小森　羽留 ( 2 )  小園 (　　) (-　.　)

22  31505 井本　めい ( 3 )  望海  3.65 (　　) (-　.　) 22  16270 尾上　楓花 ( 2 )  宝梅 (　　) (-　.　)

23  31825 西留　凛空 ( 2 )  江井島  3.63 (　　) (-　.　) 23  28123 川本　莉瑚 ( 2 )  太山寺 (　　) (-　.　)

共通 女子 走幅跳



Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 風速 備考

1  322 今井　仁心 ( 6 )  高丘西  3.59 (　　) (-　.　) 1  345 上田　梨央 ( 1 )  明石北高  11.11 (　　) (-　.　)

2  322 伊藤　杏子 ( 6 )  高丘西  3.37 (　　) (-　.　) 2  378 本宮　亜希子 ( 3 )  兵庫県立大  10.86 (　　) (-　.　)

3  322 二宮　花菜 ( 4 )  高丘西 (　　) (-　.　) 3  31403 井村　綾実 ( 4 )  野々池  10.77 (　　) (-　.　)

4  931 桝本　怜奈 ( 3 )  兵教大附属小 (　　) (-　.　) 4  341 加藤　心優 ( 2 )  明石北高  10.64 (　　) (-　.　)

5  306 山崎　悠 ( 5 )  鳥羽小 (　　) (-　.　) 5  464 青悦　聡子 ( 2 )  明石西高  10.50 (　　) (-　.　)

6  3106 吉川　侑来 ( 1 )  市伊丹高  10.10 (　　) (-　.　)

7  138 高野　恵生 ( 2 )  明石高校  9.89 (　　) (-　.　)

8  2093 加納　采佳 ( 2 )  西宮今津高  9.85 (　　) (-　.　)

9  150 ロバート　プリスカ ( 1 )  明石高校  9.70 (　　) (-　.　)

10  1188 三木　和奏 ( 2 )  加古川東高  9.60 (　　) (-　.　)

11  16231 井上　智香子 ( 3 )  宝梅  8.61 (　　) (-　.　)

12  474 木村　歩那 ( 1 )  明石西高  8.00 (　　) (-　.　)

13  31409 中西　美菜 ( 4 )  野々池 (　　) (-　.　)

小学生 女子 走幅跳 共通 女子 三段跳



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  33432 安井　理央 ( 4 )  浜の宮  12.08 (　　) 1  20601 川畑　美清 ( 2 )  本山南  6.63 (　　)

2  27868 執行　琴葉 ( 2 )  平野  10.02 (　　) 2  12306 東　想花 ( 3 )  小園  6.60 (　　)

3  16273 西野　紗世 ( 2 )  宝梅  9.80 (　　) 3  31228 松下　幸花 ( 3 )  大蔵  6.47 (　　)

4  31142 岩佐　夏希 ( 2 )  朝霧  9.79 (　　) 4  31458 横本　希美 ( 2 )  野々池  6.42 (　　)

5  14241 大口　華歩 ( 3 )  塩瀬  9.79 (　　) 5  32256 岸本　心美 ( 3 )  大久保北  6.31 (　　)

6  24171 礒脇　結羽 ( 3 )  北神戸  9.48 (　　) 6  39770 牛島　萌 ( 3 )  播磨南  6.18 (　　)

7  13112 宮岸　依瑳菜 ( 3 )  上ケ原  9.30 (　　) 7  17272 福田　もも ( 2 )  御殿山  6.00 (　　)

8  17242 國生　和花 ( 3 )  御殿山  9.27 (　　) 8  32154 瀧本　結奈 ( 3 )  二見  5.92 (　　)

9  33451 大西　日葵 ( 2 )  浜の宮  9.00 (　　) 9  29603 山井　杏優奈 ( 2 )  井吹台  5.91 (　　)

10  33442 小川　玲奈 ( 3 )  浜の宮  9.00 (　　) 10  14271 小畑　愛月 ( 2 )  塩瀬  5.89 (　　)

11  13261 高濵　瑞紀 ( 3 )  甲陵  8.95 (　　) 11  13259 尾上　楓 ( 3 )  甲陵  5.77 (　　)

12  31432 井出　桃禾 ( 3 )  野々池  8.51 (　　) 12  29336 爲岡　玲奈 ( 2 )  有野北  5.75 (　　)

13  35426 高橋　亜湖 ( 3 )  緑が丘  8.18 (　　) 13  29695 山下　心晴 ( 3 )  井吹台  5.73 (　　)

14  29696 横山　雪音 ( 3 )  井吹台  7.92 (　　) 14  32114 島谷　莉菜 ( 2 )  二見  5.60 (　　)

15  31301 中田　博子 ( 2 )  衣川  7.77 (　　) 15  28121 野口　奏 ( 2 )  太山寺  5.17 (　　)

16  32266 前田　夏芽 ( 3 )  大久保北  7.74 (　　) 16  32263 中山　未来 ( 3 )  大久保北  4.90 (　　)

17  31531 栗脇　貴子 ( 3 )  望海  7.73 (　　) 17  25325 真口　彩芭 ( 2 )  高倉  4.86 (　　)

18  24169 福井　友岐乃 ( 3 )  北神戸  7.59 (　　) 18  31454 北濱　彩乃 ( 2 )  野々池  4.69 (　　)

19  24173 大森　碧 ( 3 )  北神戸  7.56 (　　) 19  12323 江辺野　小夏 ( 2 )  小園  4.26 (　　)

20  24170 向谷　陽花 ( 3 )  北神戸  7.25 (　　) 20  13720 佐々木　蒔恵 ( 2 )  今津  3.70 (　　)

21  25344 森本　美羽 ( 3 )  高倉  7.12 (　　) 21  12313 篠原　真唯 ( 3 )  小園 (　　)

22  31507 保積　瑞咲 ( 3 )  望海  7.11 (　　) 22  32267 正井　来和 ( 3 )  大久保北 (　　)

23  28100 席定　輝 ( 3 )  太山寺  6.98 (　　) 23  13263 中川　利香子 ( 3 )  甲陵 (　　)

24  13253 菊谷　美波 ( 3 )  甲陵  6.84 (　　) 24  29602 松平　夏穂 ( 2 )  井吹台 (　　)

25  32297 山下　紗和 ( 2 )  大久保北  6.76 (　　) 25  29611 小原　実央 ( 2 )  井吹台 (　　)

26  16274 森竹　美仁 ( 2 )  宝梅  6.75 (　　) 26  13235 河野　さくら ( 2 )  甲陵 (　　)

27  31453 井手　泉稀 ( 2 )  野々池  6.67 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1257 礒邉　美蘭 ( 3 )  園田学園高  11.48 (　　)

2  2890 ??村　咲穂 ( 2 )  兵庫高  10.22 (　　)

3  1296 久留　未羽 ( 1 )  園田学園高  9.80 (　　)

4  3016 大前　優音 ( 1 )  県伊丹高  7.99 (　　)

5  843 新井　万都里 ( 2 )  明石高専  7.60 (　　)

6  3012 栗野　琴弓 ( 2 )  県伊丹高  7.30 (　　)

7  672 尾仲　詩音 ( 2 )  明石城西高  6.00 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  1262 竹井　杏 ( 3 )  園田学園高  38.41 (　　) 1  31142 岩佐　夏希 ( 2 )  朝霧  30.94 (　　)

2  468 ドロバット　さほ ( 1 )  明石西高  37.37 (　　) 2  13411 神澤　詩花 ( 3 )  甲武  21.82 (　　)

3  3110 竹内　千夏 ( 1 )  市伊丹高  28.60 (　　) 3  14241 大口　華歩 ( 3 )  塩瀬  20.35 (　　)

4  1272 上中　遥音 ( 2 )  園田学園高  25.00 (　　) 4  32046 箕浦　智子 ( 3 )  魚住東 (　　)

5  1274 岡本　七海 ( 2 )  園田学園高  24.03 (　　)

6  354 足立　ゆず ( 1 )  明石北高  24.00 (　　)

7  356 齋藤　莉緒 ( 1 )  明石北高  21.00 (　　)

8  1296 久留　未羽 ( 1 )  園田学園高  20.3 (　　)

9  1188 三木　和奏 ( 2 )  加古川東高  20.00 (　　)

10  5285 佐古井　莉子 神崎陸協 (　　)

11  5284 孝本　春花 神崎陸協 (　　)

高校生・一般 女子 やり投600g

中学生 女子 砲丸投2.72k

中学生 女子 ジャベリックスロー

高校生・一般 女子 砲丸投4k



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 申込記録 順位 記録 備考

1  2890 ??村　咲穂 ( 2 )  兵庫高  34.16 (　　) 1  13259 尾上　楓 ( 3 )  甲陵  17.33 (　　)

2  33432 安井　理央 ( 4 )  浜の宮  31.11 (　　) 2  31523 池野　彩音 ( 2 )  望海  17.00 (　　)

3  76 荻野　優美 ( 1 )  園田学園女子大  29.60 (　　) 3  12306 東　想花 ( 3 )  小園  16.38 (　　)

4  670 笹谷　美羽 ( 2 )  明石城西高  29.00 (　　) 4  31822 東本　環 ( 2 )  江井島  15.28 (　　)

5  1272 上中　遥音 ( 2 )  園田学園高  28.90 (　　) 5  16170 秋田　悠 ( 3 )  宝塚第一  15.21 (　　)

6  1274 岡本　七海 ( 2 )  園田学園高  27.88 (　　) 6  31455 釜井　潤奈 ( 2 )  野々池  14.06 (　　)

7  13112 宮岸　依瑳菜 ( 3 )  上ケ原  24.92 (　　) 7  13253 菊谷　美波 ( 3 )  甲陵  14.01 (　　)

8  29691 松浦　実音 ( 3 )  井吹台  24.66 (　　) 8  39770 牛島　萌 ( 3 )  播磨南  12.99 (　　)

9  13410 阿部　桜來 ( 3 )  甲武  24.27 (　　) 9  20699 奥永　菜月 ( 2 )  本山南  12.53 (　　)

10  17242 國生　和花 ( 3 )  御殿山  23.95 (　　) 10  16274 森竹　美仁 ( 2 )  宝梅  12.42 (　　)

11  27868 執行　琴葉 ( 2 )  平野  23.47 (　　) 11  31814 岡田　芽依 ( 3 )  江井島  12.29 (　　)

12  33451 大西　日葵 ( 2 )  浜の宮  23.00 (　　) 12  32263 中山　未来 ( 3 )  大久保北  12.18 (　　)

13  33442 小川　玲奈 ( 3 )  浜の宮  23.00 (　　) 13  16176 長山　彩愛 ( 3 )  宝塚第一  12.00 (　　)

14  672 尾仲　詩音 ( 2 )  明石城西高  23.00 (　　) 14  31823 鷲　心愛 ( 2 )  江井島  11.31 (　　)

15  13261 高濵　瑞紀 ( 3 )  甲陵  22.83 (　　) 15  13585 金田　玲海 ( 2 )  瓦木  10.99 (　　)

16  13422 村上　愛美 ( 3 )  甲武  22.06 (　　) 16  31812 飯野　咲来 ( 3 )  江井島  10.33 (　　)

17  31587 並川　美羽 ( 4 )  望海  21.49 (　　) 17  31824 菅井　優花 ( 2 )  江井島  10.18 (　　)

18  32266 前田　夏芽 ( 3 )  大久保北  20.33 (　　) 18  17272 福田　もも ( 2 )  御殿山  9.60 (　　)

19  13568 豊田　奏音 ( 3 )  瓦木  20.22 (　　) 19  29604 浦狩　みはる ( 2 )  井吹台 (　　)

20  31502 森　歩美 ( 3 )  望海  20.05 (　　) 20  24170 向谷　陽花 ( 3 )  北神戸 (　　)

21  13412 河邊　悠 ( 3 )  甲武  20.02 (　　) 21  29617 一水　杏菜 ( 2 )  井吹台 (　　)

22  31507 保積　瑞咲 ( 3 )  望海  19.96 (　　) 22  16273 西野　紗世 ( 2 )  宝梅 (　　)

23  13263 中川　利香子 ( 3 )  甲陵  19.23 (　　) 23  29673 小川　まひる ( 3 )  井吹台 (　　)

24  32297 山下　紗和 ( 2 )  大久保北  18.91 (　　) 24  24173 大森　碧 ( 3 )  北神戸 (　　)

25  24165 横山　未桜 ( 3 )  北神戸  18.09 (　　) 25  13235 河野　さくら ( 2 )  甲陵 (　　)

26  31432 井出　桃禾 ( 3 )  野々池  17.93 (　　) 26  31301 中田　博子 ( 2 )  衣川 (　　)

27  24171 礒脇　結羽 ( 3 )  北神戸  17.57 (　　) 27  29336 爲岡　玲奈 ( 2 )  有野北 (　　)

28  27827 川内　藍 ( 3 )  平野  17.39 (　　) 28  24169 福井　友岐乃 ( 3 )  北神戸 (　　)

共通 女子 円盤投1.0k


