
共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イケダ　リョウマ ミドリガオカ アベ　アツヒサ オノ [5:58.00]

1 35412 池田　燎真(1) 緑が丘 1 37141 阿部　篤尚(1) 小野
シライソ　アオイ クラクエン ミクリ　ショウマ ハマノミヤ [5:57.42]

2 13038 白磯　蒼(2) 苦楽園 2 33414 御栗　尚真(1) 浜の宮
オオシマ　ユリヤ ミキヒガシ クワノ　ユウセイ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:55.41]

3 35645 大嶋　友莉哉(2) 三木東 3 35080 桑野　友誠(1) 三木
カドイシ　リュウジ ミドリガオカ オオコウチ　ルト セイウン [5:58.9]

4 35432 角石　流侍(2) 緑が丘 4 70276 大河内　琉仁(1) 青雲
ニシムラ　ソウイチロウ ミドリガオカ ナカミチ　ユウキ カミ [6:00.00]

5 35438 西村　奏一郎(2) 緑が丘 5 38916 中道　湧己(1) 加美
ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ マスイ　セイタ クラクエン [6:00.00]

6 33412 中道　琉惺(1) 浜の宮 6 13069 増井　晴太(1) 苦楽園
アオノ　ユウキ ヤマテダイ [6:00.00] イシイ　ハヤト コウブ [5:45.00]

7 17350 青野　優樹(1) 山手台 7 13476 石井　駿(1) 甲武
カガワ　ハヤテ ヤスムロ [6:00.00] コンドウ　ソウイチロウ セイリョウダイ [5:45.00]

8 45995 加賀和　颯(1) 安室 8 29512 近藤　壮一郎(1) 星陵台
ミヤザキ　リク ヒガシタニ [6:00.00] オオシマ　ヒサトキ キタコウベ [5:42.63]

9 18103 宮崎　凛久(1) 東谷 9 24181 大島　悠睦(1) 北神戸
ヒメノ　フウマ キタコウベ [6:00.05] ニシ　ハヤト ヤマテダイ [5:45.00]

10 24182 姫野　楓万(1) 北神戸 10 17359 西　颯斗(1) 山手台
カミオク　コウダイ オノ [6:02.00] ナカシマ　ユウキ イナガワ [5:45.00]

11 37143 上奥　航大(1) 小野 11 18517 中島　優希(3) 猪名川
コンドウ　モトキ ハマノミヤ [6:04.50] イチキザキ　リク イナガワ [5:45.00]

12 33409 近堂　心明(1) 浜の宮 12 18584 市木嵜　陸(1) 猪名川
ミヤタ　ハルキ トウコウ [6:06.62] サカウエ　コウキ ヒメジナダ [5:46.00]

13 40585 宮田　悠生(1) 東光 13 40939 酒上　航煕(1) 姫路灘
マツモト　ユヅキ コウデラ [6:10.00] ヤブノ　ショウタ イナガワ [5:45.00]

14 43279 松本　侑月(1) 香寺 14 18598 薮野　翔太(1) 猪名川
タガワ　ハルト キタコウベ [6:10.00] イナバ　ツカサ イナガワ [5:45.00]

15 24174 多川　陽斗(1) 北神戸 15 18585 稲葉　司(1) 猪名川
マツダ　リイチ コウデラ [6:08.03] モリ　シュウア ソノダ [5:50.00]

16 43261 松田　凛一(2) 香寺 16 11342 森　秋愛(1) 園田
ツジ　ショウタ キタコウベ [6:15.00] シバタ　カズキ リョウナン [5:50.00]

17 24173 辻　翔太(1) 北神戸 17 33941 柴田　一樹(1) 陵南
コミナミ　ソラ コウブ [6:15.00] ナカニシ　ユウセイ ヒガシタニ [5:50.00]

18 13485 小南　空(1) 甲武 18 18177 中西　祐成(2) 東谷
アズキ　コウマ ササヤマヒガシ [6:30.0] ミナミ　タイセイ ナガサカ [5:51.54]

19 62240 小豆　晄真(1) 篠山東 19 60438 南　大晴(1) 長坂
シミズ　アキヒサ カコガワ [6:30.00] ハシモト　タイチ コウデラ [5:53.80]

20 32881 清水　秋寿(1) 加古川 20 43278 橋本　太地(1) 香寺
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ヨコヤマ　ロク セイウン [5:38.5] ヤマサキ　リオ アサギリ [5:30.00]

1 70285 横山　路空(1) 青雲 1 31160 山崎　凜士(1) 朝霧
ニシダ　ヒナタ ナガサカ [5:38.07] ヨネタマリ　エンゾウ ソノダ [5:30.00]

2 60435 西田　陽(1) 長坂 2 11344 米玉利　燕三(1) 園田
オカモト　ショウエイ コウデラ [5:36.12] ナカザト　ハヤト ヒラオカ [5:28.87]

3 43276 岡本　奨永(1) 香寺 3 33238 中里　颯斗(1) 平岡
イケダ　タツアキ ダイハクショ [5:39.56] オカダ　タクミ イナミキタ [5:30.00]

4 40443 池田　達亮(1) 大白書 4 39565 岡田　拓己(2) 稲美北
タチバナ　セイゴ リョウナン [5:40.00] フジワラ　ソウタ ニシワキミナミ [5:30.00]

5 33945 橘　青瑚(1) 陵南 5 34778 藤原　颯汰(2) 西脇南
サクラダ　ハヤテ オオイケチュウガッコウ [5:40.43] ヤマゾエ　ソウタ ニシワキミナミ [5:30.00]

6 23037 櫻田　颯(1) 大池 6 34786 山添　蒼太(2) 西脇南
オオサキ　ソウマ コウブ [5:30.00] サクマ　タイキ オオイケチュウガッコウ [5:20.33]

7 13479 大﨑　壮真(1) 甲武 7 23031 佐久間　大輝(2) 大池
タカタ　リュウシ ニシワキミナミ [5:30.00] ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ [5:20.0]

8 34774 髙田　龍仔(2) 西脇南 8 62241 波部　尚樹(1) 篠山東
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ [5:30.00] フクシマ　ハルカ テンノウジガワ [5:20.00]

9 34710 佐伯　優月(1) 西脇南 9 19553 福嶋　遙(1) 天王寺川
ホウズミ　ジョウ ヒガシタニ [5:30.00] ユアサ　セイタ オオイケチュウガッコウ [5:20.41]

10 18163 宝住　丈(2) 東谷 10 23029 湯淺　晴太(2) 大池
ヒガシ　リョウガ ヒガシタニ [5:30.00] ナガセ　ヒロト ヒメジナダ [5:21.00]

11 18137 東　凌駕(3) 東谷 11 40944 永瀬　博翔(1) 姫路灘
ナガオ　マサキ イナガワ [5:30.00] モリ　ユウト ダイハクショ [5:22.34]

12 18594 長尾　柾(1) 猪名川 12 40442 森　悠人(2) 大白書
ヤマウチ　ルイ オオイケチュウガッコウ [5:30.12] ドイ　マサムネ ヒラオカ [5:23.32]

13 23036 山内　琉偉(1) 大池 13 33237 土居　正宗(1) 平岡
ヤノ　ショウ イナガワ [5:34.00] アカザワ　ユウ クラクエン [5:25.00]

14 18564 矢野　翔(3) 猪名川 14 13060 赤澤　優(1) 苦楽園
マツシタ　トウマ ダイハクショ [5:33.87] ミサキ　ヨウスケ アリノキタ [5:24.99]

15 40438 松下　斗真(2) 大白書 15 29390 三﨑　陽介(2) 有野北
タカタニ　セイト オオイケチュウガッコウ [5:30.54] モリモト　ライセイ キタコウベ [5:23.76]

16 23026 高谷　誠斗(2) 大池 16 24179 盛本　頼晴(1) 北神戸
カナザワ　ケイヤ ソノダ [5:35.00] モリモト　ユキフミ コウブ [5:25.00]

17 11330 金澤　慶哉(2) 園田 17 13494 森本　幸文(1) 甲武
スギモト　タクト ソノダ [5:35.00] キヌガサ　タクミ イナガワ [5:25.00]

18 11331 杉本　匠斗(2) 園田 18 18588 衣笠　匠(1) 猪名川
スズキ　ユウマ リョウナン [5:35.00] オオグシ　ヒデキ ハマノミヤ [5:27.08]

19 33950 鈴木　佑直(1) 陵南 19 33402 大串　英貴(1) 浜の宮
サワダ　タイシ ヤマテダイ [5:36.00] ミゾモト　チカト ナガサカ [5:28.02]

20 17322 澤田　大志(2) 山手台 20 60437 溝本　慎斗(1) 長坂
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イノマタ　サクヤ クラクエン [5:20.00] バン　マサキ タツノヒガシ [5:12.12]

1 13061 猪股　朔哉(1) 苦楽園 1 51153 伴　真生(2) 龍野東
アダチ　タクヤ カミ [5:20.00] タカシマ　ユウノスケ オオツ [5:11.03]

2 38908 足立　卓也(2) 加美 2 46142 髙嶋　佑乃介(1) 大津
ウエダ　ソウダイ ヒメジナダ [5:19.00] タイラ　ヒロキ オオイケチュウガッコウ [5:10.43]

3 40937 上田　蒼大(1) 姫路灘 3 23025 平　裕輝(2) 大池
ムライ　ソウタ ニシワキミナミ [5:20.00] ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ [5:12.44]

4 34781 村井　颯太(2) 西脇南 4 33413 七條　拓也(1) 浜の宮
ザイゼン　ヨウタ キタコウベ [5:20.00] オオツカ　タクミ コウデラ [5:12.79]

5 24149 財前　陽太(2) 北神戸 5 43259 大塚　拓海(2) 香寺
モリタ　ケイゴ ヒガシタニ [5:20.00] ヤスダ　テルキ ヤマテダイ [5:13.00]

6 18164 森田　圭吾(2) 東谷 6 17329 安田　照生(2) 山手台
ハシヅメ　ダイチ カミ [5:15.00] シライシ　リョウスケ スズランダイ [5:05.00]

7 38911 橋詰　大地(2) 加美 7 23525 白石　涼介(2) 鈴蘭台
ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ [5:14.37] ウエダ　レオ イナガワ [5:05.00]

8 35530 矢野　将梧(1) 自由が丘 8 18586 上田　礼凰(1) 猪名川
オオゾノ　ユウト スズランダイ [5:13.00] カワウチ　ガク オオイケチュウガッコウ [5:05.00]

9 23520 大薗　優斗(2) 鈴蘭台 9 23035 河内　岳(1) 大池
フジオカ　ハヤト クラクエン [5:15.00] スズキ　カヤ ササヤマヒガシ [5:05.0]

10 13051 藤岡　隼士(2) 苦楽園 10 62220 鈴木　伽埜(3) 篠山東
コンドウ　ユウヤ クラクエン [5:15.00] カイ　ケント ハマノミヤ [5:05.02]

11 13065 近藤　佑哉(1) 苦楽園 11 33405 甲斐　健斗(1) 浜の宮
オガワ　オウスケ ニシワキミナミ [5:15.00] アオヤギ　ユウヒ アリノキタ [5:05.81]

12 34772 小川　央佑(2) 西脇南 12 29350 青柳　雄大(2) 有野北
ウチハシ　ヒロカ ニシワキミナミ [5:15.00] ヤマシタ　ヨウセイ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:06.02]

13 34771 内橋　弘佳(2) 西脇南 13 35078 山下　瑛世(2) 三木
メカタ　リクト オオイケチュウガッコウ [5:15.65] ハヤシダ　タカトシ ダイハクショ [5:08.87]

14 23023 目片　陸人(2) 大池 14 40436 林田　隆利(2) 大白書
ミマ　ソウスケ イナガワ [5:15.00] カワイ　ジナン オノ [5:07.00]

15 18596 美馬　颯介(1) 猪名川 15 37144 河合　仁楠(1) 小野
スミ　ヨウタ ヒガシタニ [5:15.00] オクムラ　ケイタ オオイケチュウガッコウ [5:06.99]

16 18161 住　遥太(2) 東谷 16 23034 奥村　啓太(1) 大池
クリタ　コウノスケ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:15.72] ミキ　リュウノスケ ダイハクショ [5:09.64]

17 35075 栗田　凰ノ介(2) 三木 17 40439 三木　龍之介(2) 大白書
オカダ　ヒロユキ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:16.87] ムライ　ハルト ニシワキミナミ [5:10.00]

18 35079 岡田　祐幸(1) 三木 18 34782 村井　陽斗(2) 西脇南
キタバヤシ　ソラ ヒラオカ [5:17.54] ナカニシ　ケイジロウ キタコウベ [5:10.00]

19 33235 北林　颯来(1) 平岡 19 24166 中西　佳二郎(2) 北神戸
オオツカ　ハルキ コウデラ [5:18.00] マツモト　ミズキ オノ [5:10.00]

20 43275 大塚　春輝(1) 香寺 20 37148 松本　瑞輝(1) 小野
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
オオジ　ユウマ ヤマテダイ [5:03.00] カタヤマ　ハルク シカマヒガシ [4:58.00]

1 17346 大治　佑馬(3) 山手台 1 41078 片山　暖空(3) 飾磨東
マツイ　ハルト シカマニシ [5:02.00] タカノ　シュウスケ ヒメジナダ [4:58.00]

2 41238 松井　春歩(1) 飾磨西 2 40941 高野　修輔(1) 姫路灘
イマニシ　レイ ナガサカ [5:00.95] ミヤザキ　コウタロウ キタコウベ [4:57.57]

3 60430 今西　玲偉(2) 長坂 3 24152 宮崎　弘太郎(2) 北神戸
オオニシ　ユウジン ヒメジヒガシ [5:04.28] ミキ　タイチ シカマヒガシ [4:58.00]

4 45630 大西　悠仁(2) 姫路東 4 41042 三木　太智(1) 飾磨東
シゲミ　イツキ ソノダ [5:05.00] ウシロキタ　イツキ イナガワ [4:58.00]

5 11336 重見　泉樹(2) 園田 5 18533 後北　樹生(2) 猪名川
スミタ　イツキ キタコウベ [5:05.00] アワノ　ケンシン ササヤマヒガシ [4:58.0]

6 24171 角田　樹生(2) 北神戸 6 62230 粟野　謙心(2) 篠山東
ヤシマ　ハルキ イナミキタ [5:00.00] クボ　ケイト オオツ [4:54.52]

7 39582 八嶋　春樹(1) 稲美北 7 46134 久保　慧斗(2) 大津
ツツミ　ユウイチ イナミキタ [5:00.00] タムラ　ユウセイ ヒメジナダ [4:54.00]

8 39581 堤　悠一(1) 稲美北 8 40943 田村　優成(1) 姫路灘
コタケ　リョウジ オオツ [4:58.72] クメ　タクミ オオクボ [4:53.24]

9 46140 小竹　遼志(1) 大津 9 31653 粂　拓海(2) 大久保
ヤマグチ　ショウマ イナミキタ [5:00.00] ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ [4:54.65]

10 39583 山口　正真(1) 稲美北 10 23033 行天　晴郎(1) 大池
ヤマグチ　サクト イナミキタ [5:00.00] スギオカ　タクミ キタコウベ [4:55.00]

11 39584 山口　朔門(1) 稲美北 11 24127 杉岡　拓弥(3) 北神戸
オザキ　ユウザ ニシワキミナミ [5:00.00] オギノ　ソウスケ キタコウベ [4:55.00]

12 34773 尾崎　悠冴(2) 西脇南 12 24138 荻野　颯亮(3) 北神戸
イリエ　セイタ キタコウベ [5:00.00] フジタ　ルア ミキシリツミキチュウガッコウ [4:55.00]

13 24124 入江　晴太(3) 北神戸 13 35082 藤多　琉碧(1) 三木
タケウチ　フウマ コウブ [5:00.00] ウエダ　タクト オオクボ [4:55.15]

14 13447 武内　楓真(3) 甲武 14 31647 植田　拓隼(2) 大久保
ハラノ　ユウキ キタコウベ [5:00.00] タケモト　シュウイチ ササヤマヒガシ [4:55.0]

15 24151 原野　雄輝(2) 北神戸 15 62225 武元　秀一(3) 篠山東
チャヤ　リクト キタコウベ [5:00.00] タジリ　ナオキ ヤマテダイ [4:55.00]

16 24146 茶家　陸人(2) 北神戸 16 17348 田尻　尚己(3) 山手台
エノモト　ソウタ ヒガシタニ [5:00.00] フクイ　コタロウ ヤスムロ [4:55.55]

17 18148 榎本　颯汰(3) 東谷 17 45996 福井　虎太朗(1) 安室
ツジ　アツシ ニシワキ [5:00.00] イマヤス　ユウト ミキシリツミキチュウガッコウ [4:56.95]

18 34513 辻　篤志(2) 西脇 18 35070 今安　悠斗(2) 三木
フジワラ　トシカズ コウリョウ [5:00.00] ヤマガタ　コウタ アリノキタ [4:57.31]

19 13223 藤原　稔知(2) 甲陵 19 29376 山方　皓太(3) 有野北
ツジオク　ソウタ ササヤマヒガシ [5:00.0] ノムラ　タイヨウ シカマヒガシ [4:57.38]

20 62226 辻奥　壮太(3) 篠山東 20 41072 野村　太洋(3) 飾磨東
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ [4:50.00] タナカ　イッキ ヒメジナダ [4:42.00]

1 29513 中治　幸大(1) 星陵台 1 40942 田中　壱基(1) 姫路灘
クボ　ケイスケ ミキシリツミキチュウガッコウ [4:50.00] ホリウチ　セイハ スズランダイ [4:40.39]

2 35064 久保　慶介(3) 三木 2 23556 堀内　彗覇(3) 鈴蘭台
カミタカマキ　ハヤト ミキシリツミキチュウガッコウ [4:50.00] ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ [4:40.0]

3 35063 上髙牧　隼斗(3) 三木 3 62234 吉田　宥也(2) 篠山東
タニグチ　ユウト ホウデン [4:50.00] フクダ　ユウマ カコガワ [4:42.00]

4 34305 谷口　悠斗(1) 宝殿 4 32827 福田　有真(2) 加古川
モリ　ヒナタ ホウデン [4:50.00] カゲヤマ　ハルキ ヒガシタニ [4:43.00]

5 34367 森　陽向(2) 宝殿 5 18136 景山　遥生(3) 東谷
サダヒラ　ハルヒ オオクボ [4:50.60] サトウ　ユウスケ オオクボ [4:44.09]

6 31654 貞平　春陽(2) 大久保 6 31651 佐藤　祐介(2) 大久保
ニイダ　リュウノスケ オオクボ [4:51.04] タカライ　リョウスケ キタコウベ [4:45.00]

7 31652 仁井田　竜之介(2) 大久保 7 24128 寶井　崚介(3) 北神戸
ウエオカ　タクト テンノウジガワ [4:47.00] フジキ　コウキ ササヤマヒガシ [4:23.0]

8 19580 上岡　巧聖(3) 天王寺川 8 62222 藤木　康綺(3) 篠山東
マツモト　リュウタ カコガワ [4:46.00] ナカノ　ツバサ キタコウベ [4:18.00]

9 32831 松本　琉汰(2) 加古川 9 24130 中野　元翔(3) 北神戸
イガタ　ソラ ヤマテダイ [4:45.00] ミキ　コウスケ シカマヒガシ [4:13.67]

10 17320 井形　蒼空(2) 山手台 10 41071 三木　浩輔(3) 飾磨東
マツヤマ　ユイト ヒメジヒガシ [4:47.02] ハマグチ　ヒロナリ カコガワヤマテ [4:30.00]

11 45616 松山　唯飛(1) 姫路東 11 33033 濵口　弘成(3) 加古川山手
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ [4:47.65] ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ [4:30.79]

12 33239 新妻　昂己(1) 平岡 12 33240 新妻　遼己(1) 平岡
マツイ　カエデ フタミ [4:47.84] イシハラ　コタロウ ヒラオカ [4:33.44]

13 32119 松井　楓(2) 二見 13 33221 石原　虎太郎(3) 平岡
ヨシムラ　ユウキ オオクボ [4:48.14] イマガワ　レオン イナガワ [4:36.65]

14 31656 吉村　悠希(2) 大久保 14 18531 今川　黎音(2) 猪名川
ムラタ　ヒロヤ ニシワキミナミ [4:50.00] モトオカ　タイチ カコガワヤマテ [4:40.00]

15 34784 村田　尋哉(2) 西脇南 15 33035 本岡　太一(3) 加古川山手
アマノ　ダイチ クラクエン [4:50.00] ワカバヤシ　ツカサ ホウデン [4:37.92]

16 13050 天野　大馳(2) 苦楽園 16 34308 若林　司(1) 宝殿
タニハタ　ユウキ ヒメジヒガシ [4:49.97] クボタ　マナト ヒヨドリダイ [4:37.00]

17 45638 谷畑　佑樹(2) 姫路東 17 23701 久保田　真翔(2) 鵯台
ムライ　ユウヤ ニシワキミナミ [4:50.00] サイトウ　ジョウ コウブ [4:40.00]

18 34785 村田　裕哉(2) 西脇南 18 13466 齊藤　丈(2) 甲武
ナカハラ　タイシ リョウナン [4:50.00] オオノ　ハルキ ヒガシタニ [4:40.00]

19 33925 中原　太志(2) 陵南 19 18160 大野　晴輝(2) 東谷
サキヤマ　アイセイ リョウナン [4:50.00] ヤナイ　カイト ホウデン [4:40.00]

20 33932 先山　逢宣(2) 陵南 20 34368 柳井　快音(2) 宝殿
マツノ　コウダイ リョウナン [4:50.00] サトウ　トア ホウデン [4:40.00]

21 33942 松野　耕大(1) 陵南 21 34355 佐藤　透晏(2) 宝殿
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