
日付 種目

長嶋　幸宝  8:55.2 南坂　柚汰  8:55.9 熊井　渓人  9:02.1 新妻　玲旺  9:05.0 野村　怜  9:07.6 西森　市直  9:09.5 吉田　翔  9:10.3 新美　朋彦  9:10.8

氷丘 安室 大池 平岡 けやき台 園田 稲美北 学文

三和　龍之介  14.90 (+1.8) 酒井　春名  15.11 (+1.8) 西田　英史  15.20 (+1.8) 山本　湧斗  15.30 (+1.8) 山田　那央  15.37 (+1.8) 白髭　慶乙  w15.81 (+2.1) 堀　空悟  15.88 (+1.8)

山陽 星陵台 北神戸 播磨 加美 北神戸 播磨南

近藤　蓮  15.88 (+1.8)

姫路灘

三和　龍之介  1.80 高寺　琉羽  1.74 川瀨　たろう  1.74 山本　湧斗  1.68 羽立　敬  1.68 前川　歩斗  1.65 田中　琉偉  1.65 田代　健太朗  1.65

山陽 荒牧 大原 播磨 けやき台 朝日 浜の宮 神戸長坂

宇都宮　諒平  13.09 藤原　颯汰  12.01 水嶋　鼓太朗  11.75 華山　勝伍  11.32 髙谷　勇汰  11.09 藤城　希星  11.05 山口　翔輝夜  10.99 岡本　龍磨  10.98

安倉 赤穂 市島 加古川山手 加古川 志方 三原 太子東

竹内　璃空弥  11.10 (+1.2) 藤原　篤弥  11.15 (+1.2) 八尾　藍麻  11.20 (+1.2) 安富　厳  11.28 (+1.2) 市耒　慶次  11.33 (+1.2) 安保　祐希  11.34 (+1.2) 中川　雅樂  11.44 (0.0) 吉田　正道  11.46 (+1.2)

小園 GR 小野南 塩瀬 広畑 平野 兵庫 緑台 福崎西

川口　吏功  52.68 池田　成輝  53.35 西川　昇陽  53.69 新美　晴彦  53.75 中川　裕貴  54.03 宗光　璃久  54.25 近藤　蓮  54.33 島　真之介  54.34

浜脇 姫路高丘 山陽 学文 白川台 広畑 姫路灘 三田学園

今津　花巴  26.27 (+1.6) 吉島　ゆい  26.62 (+1.6) 中尾　柚希  26.67 (+2.0) 谷口　璃奈  26.69 (+1.6) 谷口　亜実  26.70 (-1.6) 光安　しずく  w26.71 (+4.2) 石原　明日香  26.76 (+2.0) 霜門　瑠依  26.77 (+1.6)

荒井 高砂 衣川 天王寺川 平岡 平岡 三原 北条

平田　彩乃  2:20.0 澤　知穂  2:20.5 新　楓菜  2:21.0 田村　優芽  2:21.2 藤山　弥夏  2:21.6 迫田　夏歩  2:22.1 飯塚　菜月  2:22.6 橋本　佳歩  2:23.1

氷丘 浜脇 飾磨西 姫路灘 御影 野々池 大久保 高倉

藤原　かれん  14.25 (+0.6) 中西　桃美  14.69 (+0.6) 中尾　日香  15.01 (+0.6) 内藤　香乃  15.22 (+0.6) 竹井　杏  15.26 (+0.6) 藤井　香帆  15.28 (+0.6) 海沼　杏実  15.43 (+0.4) 出口　果歩  15.47 (+0.4)

神河 GR 塩瀬 平野 有野 大社 播磨 瓦木 太山寺

中尾　心春  5.46 (+1.5) 好井　愛結  w5.21 (+2.7) 舛永　心音  5.17 (+1.3) 栗屋　友佳  5.10 (+1.1) 藤井　楓  w5.08 (+3.2) 末戸　さくら  5.02 (+1.6) 西田　茉央  w4.98 (+2.5)

平野 氷丘 筒井台 氷丘 緑が丘 神河 鳴尾

佐藤　琴望  5.21 (+1.4)

加古川中部

吉島　ゆい  12.52 (+2.0) 今津　花巴  12.63 (+2.0) 佐藤　琴望  12.69 (+2.0) 小林　由愛  w12.75 (+3.5) 藤原　かれん  12.78 (+2.0) 清水　愛望  w12.79 (+3.5) 内藤　香乃  12.80 (+2.0)

高砂 荒井 加古川中部 神戸長坂 神河 鹿島 有野

中尾　柚希  w12.69 (+3.5) 前底　希果  w12.80 (+3.5)

衣川 平野

w (wind assist) : 追風参考

３年女子 3月23日 100m

２年女子 3月24日 100m

3月23日 走幅跳

3月24日 砲丸投

3月23日 100mH

3月24日 走高跳

3月23日 800m

3月24日 1500m

２年男子 3月24日 100m

共通女子 3月23日 200m

３年男子 3月23日 100m

3月23日 400m

3月24日 走幅跳

3月23日 砲丸投

3月23日 110mH

3月23日 走高跳

3月24日 1500m

3月23日 3000m

7位 8位

共通男子 3月24日 200m

3月24日 800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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