
共通男子3000m

〈〈 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
ヨコヤマ　タツキ ミドリガオカ タナカ　シュンジ オノ [10:29.00]

1 35406 横山　達己(1) 緑が丘 1 37131 田中　駿士(2) 小野
イデタ　シュウヤ コウリョウ アラキ　ヒョウガ オオツ [10:32.14]

2 23251 出田　嵩弥(1) 広陵 2 46135 荒木　彪我(2) 大津
フジワラ　ショウ ミキヒガシ ナガイ　モトヤ ワダヤマ [10:30.00]

3 35636 藤原　翔(3) 三木東 3 83441 永井　心八(2) 和田山
カワイ　ショウマ オノミナミ ニシモリ　タイガ キタコウベ [10:30.00]

4 37005 河合　章真(3) 小野南 4 24135 西森　大芽(3) 北神戸
イノウエ　カイリ タツノヒガシ マエタ　ヤスヒロ コウブ [10:30.00]

5 51131 井上　櫂里(1) 龍野東 5 13452 前田　泰宏(3) 甲武
テラノ　ハルヒ ミドリガオカ マエダ　キラ イナミキタ [10:30.00]

6 35422 寺野　晴陽(3) 緑が丘 6 39563 前田　輝來(2) 稲美北
カキモト　タケル シカマヒガシ ヒロオカ　ソウ イナガワ [10:30.00]

7 41039 垣本　尊琉(1) 飾磨東 7 18552 弘岡　爽(2) 猪名川
ヤマシタ　ソウキ ミドリガオカ コヤマ　ソウタ イナミキタ [10:30.00]

8 35440 山下　操樹(2) 緑が丘 8 39551 小山　颯太(3) 稲美北
ヤマモト　レン ミドリガオカ マツオカ　カイセイ シカマニシ [10:30.15]

9 35410 山本　蓮(1) 緑が丘 9 41236 松岡　快晟(2) 飾磨西
サカイ　シンゴ シカマヒガシ マツモト　ソウタ カコガワ [10:30.00]

10 41023 境　真吾(2) 飾磨東 10 32829 松本　爽汰(2) 加古川
テラモト　ユラ シカマヒガシ フジワラ　シンタロウ オノ [10:36.00]

11 41037 寺本　悠良(1) 飾磨東 11 37136 藤原　慎太郎(2) 小野
ヤマモト　ショウタ シカマヒガシ オオノ　タイガ コウデラ [10:19.00]

12 41022 山本　翔大(2) 飾磨東 12 43258 大野　泰雅(2) 香寺
マツシタ　カイト セイウン [11:00.0] ジョウノ　ソラ ナガサカ [10:24.43]

13 70270 松下　海都(2) 青雲 13 60425 丈野　想空(3) 長坂
ミナミ　ハルト ホンタモン [11:30.00] エンドウ　ソウマ ダイハクショ [10:19.73]

14 27018 南　遥翔(2) 本多聞 14 40434 遠藤　壮馬(2) 大白書
モリタ　サトシ イナガワ [11:00.00] タイラ　トライ セイリョウダイ [10:20.00]

15 18597 森田　聡(1) 猪名川 15 29522 平　虎生(2) 星陵台
ゴウナイ　ケイスケ ホンタモン [11:30.00] サトウ　ゴウ キタコウベ [10:20.00]

16 27023 合内　啓輔(1) 本多聞 16 24126 佐藤　豪(3) 北神戸
キムラ　カイト ワダヤマ [11:20.00] タカギ　ダイ ハマノミヤ [10:20.0]

17 83436 木村　海斗(2) 和田山 17 33488 髙木　大(2) 浜の宮
スエヨシ　カイ イナガワ [11:15.00] ヨシザワ　ユウダイ ソノダ [10:20.00]

18 18591 末吉　嘉良(1) 猪名川 18 11318 吉澤　佑大(3) 園田
アダチ　ショウタロウ ホンタモン [11:30.00] ヤギ　リョウタ ソノダ [10:20.00]

19 27020 足立　將太郎(1) 本多聞 19 11328 八木　亮多(3) 園田
オカモト　コウスケ カコガワヤマテ [11:00.00] トヨカワ　コウキ ソノダ [10:20.00]

20 33032 岡本　康佑(3) 加古川山手 20 11329 豊川　幸輝(3) 園田
クボタ　リョウ カコガワヤマテ [11:30.00] ウエダ　ケイゴ ホンタモン [10:19.6]

21 33041 久保田　亮(2) 加古川山手 21 27088 上田　慧悟(3) 本多聞
マエダ　リュウセイ キタコウベ [10:37.56] オオサコ　リンタ キタコウベ [10:24.75]

22 24133 前田　流星(3) 北神戸 22 24125 大迫　凛太(3) 北神戸
カミタカマキ　トシヤ ミキシリツミキチュウガッコウ [10:57.98] オオニシ　ハヤト キタコウベ [10:10.00]

23 35062 上髙牧　俊哉(3) 三木 23 24157 大西　隼斗(2) 北神戸
タニグチ　ソウタ ヤスムロ [10:40.28] ウエダ　リクト キタコウベ [10:18.32]

24 45991 谷口　颯太(2) 安室 24 24132 上田　陸人(3) 北神戸
ニシカワ　ユウダイ スズランダイ [10:56.00] アラキ　ショウエイ ハマノミヤ [10:13.37]

25 23527 西川　雄大(2) 鈴蘭台 25 33478 荒木　渉栄(3) 浜の宮
タニダ　コタロウ アリノキタ [10:41.84] ミゾモト　リュウト ナガサカ [10:17.39]

26 29382 谷田　琥太郎(2) 有野北 26 60426 溝本　琉斗(3) 長坂
オオタ　アオイ トヨトミ [10:50.00] ヤマグチ　アキラ ヤスムロ [10:15.55]

27 41722 大田　蒼生(2) 豊富 27 45988 山口　輝(2) 安室
ヤマシタ　ハヤト ヒメジナダ [10:52.00] ヒロト　ショウマ ヒメジナダ [10:17.00]

28 40934 山下　隼翔(2) 姫路灘 28 40921 廣戸　翔真(3) 姫路灘
タケウチ　ヒロト アリノキタ [10:40.50] ワタナベ　マサト ホンタモン [10:17.29]

29 29367 竹内　大翔(3) 有野北 29 27087 渡辺　真紗斗(3) 本多聞
コニシ　カンタ アサギリ [10:56.00] ヤマモト　ナオト セイウン [10:15.0]

30 31161 小西　幹太(1) 朝霧 30 70262 山本　那於斗(3) 青雲
フクイ　ショウ トヨトミ [10:40.00] フジモト　ソウイチロウ アサギリ [10:18.00]

31 41731 福井　翔(1) 豊富 31 31164 藤本　宗一郎(1) 朝霧
ドイ　タケシ オノ [10:59.00] ヒロイ　アキヒサ テンノウジガワ [10:10.00]

32 37132 土井　健史(2) 小野 32 19517 廣井　暉久(2) 天王寺川
ナカシマ　カンタ コウデラ [10:18.35]

33 43260 中島　寛太(2) 香寺
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共通男子3000m

〈〈 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
モリタ　ユズキ フタミ [10:00.00] ウニガメ　マサキ トヨトミ [9:40.00]

1 32187 守田　柚貴(3) 二見 1 41715 雲丹亀　真輝(3) 豊富
オガワ　ハルト ハマノミヤ [10:09.92] タカスギ　ショウタ セイリョウダイ [9:45.00]

2 33477 小川　悠翔(3) 浜の宮 2 29523 髙杉　彰太(2) 星陵台
ヨシタケ　スズノスケ コウブ [10:00.00] クリヤマ　シオン トヨトミ [9:40.00]

3 13473 吉武　涼乃介(3) 甲武 3 41720 栗山　志温(2) 豊富
カワイ　タイシ ホンタモン [10:04.75] オウサカ　ソウタロウ イナガワ [9:45.00]

4 27084 河合　大志(3) 本多聞 4 18504 逢坂　草太朗(3) 猪名川
モリモト　コウイチロウ セイリョウダイ [10:00.00] キムラ　タイセイ コウブ [9:40.00]

5 29506 森本　康一郎(3) 星陵台 5 13445 木村　泰靖(3) 甲武
シロタニ　イブキ ヒガシタニ [10:02.00] ヨシミ　ジュダイ シカマニシ [9:40.55]

6 18140 城谷　息吹(3) 東谷 6 41219 吉見　柊乃(3) 飾磨西
タマダ　ショウヘイ アサギリ [10:04.00] ヤマシタ　タカヒロ ヒラオカ [9:40.85]

7 31145 玉田　匠平(2) 朝霧 7 33225 山下　貴大(3) 平岡
タナカ　シンノスケ アサギリ [10:00.00] タケウチ　カイト キタコウベ [9:40.00]

8 31144 田中　慎乃亮(2) 朝霧 8 24145 竹内　海翔(2) 北神戸
クムラ　ケンゾウ トヨトミ [10:05.00] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [9:45.00]

9 41718 玖村　賢蔵(3) 豊富 9 23030 中尾　香輝(2) 大池
ハマノ　タカヒロ ホウデン [10:00.00] ナルタキ　ソラ イナミキタ [9:40.00]

10 34329 濵野　隆弘(3) 宝殿 10 39566 鳴瀧　空(2) 稲美北
ニシムラ　タイチ イナガワ [10:10.00] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [9:45.00]

11 18519 西村　太一(3) 猪名川 11 23022 中尾　光希(2) 大池
コミヤ　ノゾミ コウブ [9:55.00] カンキ　セイト ホウデン [9:30.00]

12 13465 小宮　望(2) 甲武 12 34354 神吉　惺翔(2) 宝殿
ササヤマ　リュウト トヨトミ [10:00.00] ヤマナ　トキト ダイハクショ [9:39.89]

13 41721 笹山　龍斗(2) 豊富 13 40441 山名　凱斗(3) 大白書
オクダ　ナオキ オブ [9:55.81] オオシオ　ハルキ ヒメジナダ [9:34.00]

14 23426 奥田　直紀(3) 小部 14 40913 大塩　治輝(3) 姫路灘
ニガキ　ヤマト ダイハクショ [9:58.12] マエオカ　ユウキ イナガワ [9:39.00]

15 40435 苦木　大和(2) 大白書 15 18528 前岡　勇輝(3) 猪名川
クワタ　イツキ シカマニシ [9:57.00] アライ　シュント オオクボ [9:35.00]

16 41231 桑田　樹(2) 飾磨西 16 31630 新井　準人(3) 大久保
ホウジョウ　オウガ オオツ [9:58.00] コウノ　シンタロウ ヒメジナダ [9:36.00]

17 46113 北条　旺雅(3) 大津 17 40928 河野　晋太朗(2) 姫路灘
イケダ　タイガ イナガワ [9:58.00] マツイ　トモキ ソノダ [9:37.00]

18 18500 池田　大雅(3) 猪名川 18 11322 松井　智幹(3) 園田
オカモリ　タロ ヤマテダイ [9:56.00] エダ　ユウト フタミ [9:35.00]

19 17341 岡森　太路(3) 山手台 19 32183 江田　裕人(3) 二見
スギヤマ　ソウタ シカマニシ [9:59.87] オオイ　レン オゾノ [9:39.32]

20 41233 杉山　颯汰(2) 飾磨西 20 12301 大井　廉(3) 小園
アブエ　トモヒロ ヒガシタニ [9:55.00] サナダ　ダイスケ オオクボ [9:32.8]

21 18143 虻江　智裕(3) 東谷 21 31655 真田　大輔(2) 大久保
スギハラ　カツヤ カミ [10:00.00] カジ　シンノスケ タカラヅカダイイチ [9:40.00]

22 38901 杉原　克哉(3) 加美 22 16123 鍛冶　進之介(3) 宝塚第一
オグリ　アオト オオイケチュウガッコウ [9:45.40] ウエダ　カズヒロ ヒガシタニ [9:05.00]

23 23018 小栗　碧人(3) 大池 23 18139 上田　航大(3) 東谷
マツイ　ヤマト ホウデン [9:53.82] タチバナ　リョウマ コウブ [9:30.00]

24 34330 松井　大倭(3) 宝殿 24 13448 立花　玲磨(3) 甲武
サエキ　ハルト アサギリ [9:46.67] タナカ　ソウマ ホウデン [9:10.00]

25 31142 佐伯　遥大(2) 朝霧 25 34358 田中　颯眞(2) 宝殿
ニシモト　リュウセイ ダイハクショ [9:52.21] ニシダ　アキノリ ササヤマヒガシ [9:28.0]

26 40432 西本　竜成(3) 大白書 26 62221 西田　陽規(3) 篠山東
クロダ　ダイキ ヒガシタニ [9:50.00] モリタ　リョウセイ ヒメジタカオカ [9:22.64]

27 18141 黒田　大希(3) 東谷 27 40382 森田　凌成(2) 姫路高丘
モトオカ　シュン カコガワヤマテ [9:50.00] ヤマグチ　コウシ リョウナン [9:25.00]

28 33034 本岡　春穏(3) 加古川山手 28 33961 山口　航史(3) 陵南
マツモト　アユム トヨトミ [9:50.00] ハセガワ　ヒロト リョウナン [9:25.00]

29 41719 松本　渉(3) 豊富 29 33926 長谷川　大翔(2) 陵南
スダ　カズキ ヒメジナダ [9:48.00] キヌガワ　ユウタ ワダヤマ [9:20.00]

30 40918 須多　和希(3) 姫路灘 30 83439 衣川　勇太(2) 和田山
サクライ　コウイチ ホンタモン [9:52.37] ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ [9:30.00]

31 27013 櫻井　康一(2) 本多聞 31 29527 吉田　湧真(2) 星陵台
ナカイ　ユウト オオイケチュウガッコウ [9:45.50] ヒガキ　アオイ ヤスムロ [9:09.75]

32 23017 仲井　優虎(3) 大池 32 45981 檜垣　蒼(3) 安室
オオツ　ショウセイ イナガワ [9:55.00] カトウ　リク ホウデン [9:30.00]

33 18505 大津　祥誠(3) 猪名川 33 34352 加藤　璃久(2) 宝殿
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