
共通女子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
フジタ　チハル イナガワ カトウ　アオイ カコガワ [5:50.00]

1 18588 藤田　知花(1) 猪名川 1 32816 加藤　葵(3) 加古川
タムラ　カノン イナガワ ワダ　ユイカ ダイハクショ [5:48.72]

2 18585 田村　奏音(1) 猪名川 2 40473 和田　唯花(1) 大白書
トウジ　カヤ イナガワ [6:45.00] オオニシ　ハルカ カコガワ [5:46.00]

3 18586 田路　果耶(1) 猪名川 3 32846 大西　陽香(2) 加古川
カタヤマ　コユノ シカマヒガシ コザワ　ユキ ヒメジナダ [5:50.00]

4 41034 片山　虹結乃(1) 飾磨東 4 40985 古澤　優希(2) 姫路灘
オオムラ　マコ イナガワ ニシハタ　サトミ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:50.49]

5 18579 大村　真心(1) 猪名川 5 35077 西畑　里美(1) 三木
スギワカ　アミ イナガワ フクザワ　アオイ アサギリ [5:54.11]

6 18583 杉若　亜海(1) 猪名川 6 31123 福澤　葵(1) 朝霧
サトウ　ユメ キタコウベ [5:56.22] イシハラ　チハル ヒラオカ [5:41.32]

7 24117 佐藤　優芽(2) 北神戸 7 33231 石原　ちはる(2) 平岡
ヨシカワ　ユア オオツ [5:55.00] マエダ　ユウネ ミキヒガシ [5:40.01]

8 46145 芳川　優空(1) 大津 8 35609 前田　優音(1) 三木東
フクニシ　ユウカ オオツ [5:54.39] マツモト　ミウ セイリョウダイ [5:40.00]

9 46137 福西　優花(2) 大津 9 29509 松本　未羽(2) 星陵台
アカマツ　アカネ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:59.45] タケモト　リン ナガサカ [5:41.58]

10 35073 赤松　明音(1) 三木 10 60428 竹本　凛(3) 長坂
クズシマ　ユイ ハマノミヤ [6:00.0] ヒロハタ　リン ダイハクショ [5:42.78]

11 33423 葛島　由衣(1) 浜の宮 11 40467 廣畑　凜(2) 大白書
マツザワ　ヒナ ハマノミヤ [6:00.0] タチバナ　ミム ハマノミヤ [5:45.0]

12 33439 松澤　陽菜(1) 浜の宮 12 33426 橘　実夢(1) 浜の宮
セキ　シイカ ハマノミヤ [6:00.0] ゴジョウ　ヒナ セイウン [5:45.0]

13 33424 關　椎花(1) 浜の宮 13 70225 五条　陽菜(2) 青雲
アカイ　ミズキ アサギリ [6:21.37] オガワ　カエノ イナミキタ [5:45.00]

14 31120 赤井　瑞季(1) 朝霧 14 39590 小川　楓乃(1) 稲美北
イナタニ　クルミ セイウン [6:15.0] カジウチ　クルミ ミドリガオカ [5:45.00]

15 70223 稲谷　来瞳(2) 青雲 15 35426 梶内　来瞳(3) 緑が丘
ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ [6:00.0] マエナカ　ミオ ニシワキミナミ [5:45.00]

16 62251 西田　美月(1) 篠山東 16 34774 前中　望緒(2) 西脇南
ムラカミ　ソラカ イナガワ [6:25.00] ミチゾエ　アヤ セイウン [5:45.0]

17 18592 村上　空夏(1) 猪名川 17 70219 道添　綾(3) 青雲
マツイ　ミナミ イナガワ [6:30.00] ヨコヤマ　ココミ コウブ [5:45.00]

18 18591 松井　美波(1) 猪名川 18 13469 横山　心美(2) 甲武
イシハラ　ミユ セイウン [6:30.0] フジイ　チエ ヒメジナダ [5:45.00]

19 70222 石原　未悠(2) 青雲 19 40913 藤井　千絵(1) 姫路灘
ヒライ　ミズキ イナガワ [6:35.00] ワキシタ　コハル イナミキタ [5:45.00]

20 18572 平井　端希(1) 猪名川 20 39547 脇下　小春(3) 稲美北
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共通女子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
ミウラ　アンナ トヨトミ [5:40.00] ノザト　カナミ ヤマテダイ [5:30.00]

1 41734 三浦　杏菜(1) 豊富 1 17325 野里　奏心(1) 山手台
トクモト　ハルナ セイリョウダイ [5:40.00] オオノ　ハルカ アサギリ [5:28.72]

2 29508 德元　陽菜(2) 星陵台 2 31124 王野　遥(1) 朝霧
スエツグ　ユイカ サンヨウ [5:38.50] サカイ　ユキネ ミドリガオカ [5:27.0]

3 40897 末次　由佳(2) 山陽 3 35442 酒井　幸音(1) 緑が丘
コバヤシ　ノイ ミキヒガシ [5:40.00] ナカイ　ヒナタ キタコウベ [5:30.00]

4 35605 小林　希依(2) 三木東 4 24118 中井　向日葵(2) 北神戸
スガハラ　ニカ トヨトミ [5:40.00] ナカイ　ハナ カイバラ [5:30.00]

5 41720 菅原　日花(2) 豊富 5 64122 中井　花菜(3) 柏原
アオタ　マナ ヤスムロ [5:40.00] ハギハラ　コハル キタコウベ [5:30.00]

6 45965 青田　真奈(2) 安室 6 24120 萩原　小晴(2) 北神戸
ハシモト　リナ サンヨウ [5:30.50] イワモト　アカネ ヤスムロ [5:20.00]

7 40806 橋本　梨那(1) 山陽 7 45966 岩本　朱音(2) 安室
ホリ　ユウナ ササヤマヒガシ [5:30.0] ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [5:20.00]

8 62271 堀　悠菜(3) 篠山東 8 29306 細川　日向(2) 有野北
ヒライシ　ココネ トヨトミ [5:30.00] ハヤシ　マホ コウブ [5:20.00]

9 41733 平石　心愛(1) 豊富 9 13471 林　真帆(2) 甲武
モチヅキ　ユウナ オオツ [5:30.52] イノウエ　コハル コウブ [5:20.00]

10 46131 望月　優那(2) 大津 10 13473 井上　心晴(2) 甲武
タカタ　アヤハ オオツ [5:31.19] ヒガシラ　スミカ トヨトミ [5:20.00]

11 46135 髙田　彩羽(2) 大津 11 41732 東良　純花(1) 豊富
ナンペイ　コハル ミドリガオカ [5:32.00] ニシモリ　サワコ ミドリガオカ [5:20.00]

12 35405 南平　心遥(2) 緑が丘 12 35428 西森　早和子(3) 緑が丘
キタノ　リリ キタコウベ [5:32.14] モリシタ　ウタ ジユウガオカ [5:20.00]

13 24111 北野　凜々(2) 北神戸 13 35583 森下　詩(3) 自由が丘
サノ　アカリ ニシワキミナミ [5:35.0] アカマツ　クレア オオツ [5:20.65]

14 34771 佐野　朱里(2) 西脇南 14 46134 赤松　くれあ(2) 大津
タカガキ　レネ セイウン [5:35.0] アナダ　リコ サンヨウ [5:20.23]

15 70226 高垣　怜音(2) 青雲 15 40884 穴田　理恋(3) 山陽
ニシモリ　アカリ キタコウベ [5:34.58] ゴトウ　ナナミ ササヤマヒガシ [5:20.0]

16 24131 西森　光希(2) 北神戸 16 62270 後藤　菜々海(3) 篠山東
ツボイ　チサト ニシワキミナミ [5:35.0] エモト　サクラ ミドリガオカ [5:23.00]

17 34773 坪井　智聖(2) 西脇南 17 35402 江本　桜(2) 緑が丘
イブシ　リノ ハマノミヤ [5:35.75] ミズノ　サクラ カコガワ [5:23.60]

18 33410 飯伏　梨乃(2) 浜の宮 18 32845 水野　さくら(2) 加古川
ミタニ　モカ ヒラオカ [5:36.79] ヒノ　コトミ ヒラオカ [5:23.84]

19 33237 三谷　萌香(2) 平岡 19 33236 肥野　琴巳(2) 平岡
ヤマハラ　メイ ヤマテダイ [5:38.00] コダマ　リリコ ヒラオカ [5:26.08]

20 17383 山原　芽愛(3) 山手台 20 33224 児玉　梨々子(3) 平岡
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共通女子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
カワムラ　ウタコ ヒラオカ [5:16.43] オオタ　ユメカ ヤスムロ [5:09.00]

1 33233 川村　詩子(2) 平岡 1 45955 太田　夢華(3) 安室
ササキ　マリイ シカマニシ [5:16.20] マトノ　リナ ミドリガオカ [5:08.30]

2 41231 佐々木　莉衣(2) 飾磨西 2 35433 的野　里菜(3) 緑が丘
モリガキ　マヒロ シカマヒガシ [5:16.00] キノシタ　アイラ ミキシリツミキチュウガッコウ [5:05.16]

3 41032 森垣　まひろ(1) 飾磨東 3 35074 木下　愛羅(1) 三木
ミナミ　ハルヒ ナガサカ [5:17.19] コヤナギ　セリカ オオツ [5:09.73]

4 60430 南　晴陽(3) 長坂 4 46128 小柳　瀬李加(3) 大津
スギハラ　マオ ナガサカ [5:18.73] タナカ　アイ シカマニシ [5:10.00]

5 60427 杉原　麻央(3) 長坂 5 41227 田中　愛(3) 飾磨西
テラダ　アカリ カコガワ [5:19.00] ミヤケ　リナ ミドリガオカ [5:10.00]

6 32811 寺田　彩花里(3) 加古川 6 35407 宮家　里奈(2) 緑が丘
ナカニシ　ヒナ ミドリガオカ [5:19.00] イケモト　ユイコ セイリョウダイ [5:10.00]

7 35404 中西　雛(2) 緑が丘 7 29502 池本　結子(2) 星陵台
キタ　ヒナタ ヤスムロ [5:14.00] コウノ　ミオ セイリョウダイ [5:00.00]

8 45958 北　ひなた(3) 安室 8 29503 河野　心桜(2) 星陵台
タケダ　リオ サンヨウ [5:13.72] トクナガ　モモカ ヤスムロ [5:00.00]

9 40891 武田　璃緒(3) 山陽 9 45957 徳永　百華(3) 安室
アサワ　ミオ ミドリガオカ [5:13.00] ハシモト　チサキ リョウナン [5:00.00]

10 35423 浅和　澪(3) 緑が丘 10 33905 橋本　千咲妃(3) 陵南
カワゾエ　セナ ジユウガオカ [5:14.29] オバナ　シオリ ヤスムロ [5:00.00]

11 35582 川添　瀬奈(3) 自由が丘 11 45956 尾鼻　栞(3) 安室
ヤスモト　リオ サンヨウ [5:14.57] タジカ　フキ ミドリガオカ [5:00.00]

12 40899 安本　梨桜(2) 山陽 12 35427 多鹿　蕗(3) 緑が丘
オハラ　ウサコ ジユウガオカ [5:15.00] タニムラ　カズサ ヤスムロ [5:00.00]

13 35522 小原　羽咲子(2) 自由が丘 13 45972 谷村　和沙(2) 安室
ホシアイ　アミ セイウン [5:15.0] ミヤタケ　メグミ オブ [5:00.00]

14 70218 星合　亜美(3) 青雲 14 23482 宮武　萌珠(3) 小部
サカシタ　リナ イナミキタ [5:15.00] アンドウ　モモカ ミキヒガシ [5:00.03]

15 39541 坂下　莉菜(3) 稲美北 15 35608 安藤　桃花(1) 三木東
モリシタ　ナオ ヤスムロ [5:15.00] ヤシキ　モエコ ミキヒガシ [5:00.02]

16 45974 森下　菜央(2) 安室 16 35610 屋敷　萌子(1) 三木東
ヤマグチ　マナ イナミキタ [5:15.00] ウエノ　レイ ミキヒガシ [5:00.01]

17 39546 山口　真奈(3) 稲美北 17 35602 上野　玲(2) 三木東
ホリ　ユキナ ヤスムロ [5:15.00] マツモト　リン サンヨウ [5:01.27]

18 45969 堀　幸奈(2) 安室 18 40889 松本　鈴(3) 山陽
カワサキ　チヒロ リョウナン [5:15.00] タカヤマ　アオイ ハマノミヤ [5:03.33]

19 33919 河﨑　千紘(2) 陵南 19 33441 髙山　あおい(3) 浜の宮
キシ　アイカ コウブ [5:15.00] ナカバリ　ナユ ジユウガオカ [5:03.55]

20 13441 岸　愛夏(3) 甲武 20 35521 中張　菜柚(2) 自由が丘
ツジカワ　ミツキ リョウナン [5:15.00] オオニシ　ミソラ リョウナン [5:05.00]

21 33912 辻川　海月(2) 陵南 21 33921 大西　美天(2) 陵南
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

7組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ヒガシラ　アヤミ トヨトミ [4:57.00]

1 41711 東良　彩未(3) 豊富
オカダ　ユヅキ トヨトミ [4:57.00]

2 41721 岡田　優月(2) 豊富
ヤマグチ　アイミ セイウン [4:56.50]

3 70221 山口　藍美(3) 青雲
アラキ　ミヒロ ヒメジナダ [4:58.00]

4 40977 荒木　心尋(2) 姫路灘
ヌノイチ　ユイ カミ [4:59.00]

5 38901 布一　結衣(2) 加美
ニキ　スズカ ヒラオカ [4:59.03]

6 33228 二木　涼楓(3) 平岡
クスノキ　ミサキ ミキヒガシ [5:00.00]

7 35693 楠　望咲(3) 三木東
アリカワ　ヒナノ ヤスムロ [4:42.38]

8 45962 有川　ひなの(3) 安室
イクタ　スイ トヨトミ [4:40.00]

9 41710 生田　翠(3) 豊富
ヤスダ　ルナ オダキタ [4:32.93]

10 10836 安田　瑠捺(3) 小田北
ハラダ　ヒナ ヒラオカ [4:47.66]

11 33234 原田　陽菜(2) 平岡
シオザキ　アヤリ コウデラ [4:48.77]

12 43237 塩﨑　彩理(3) 香寺
ミヤケ　ヒナ イナミキタ [4:50.00]

13 39572 宮宅　ひな(2) 稲美北
ナガサキ　アオイ タチバナ [4:50.00]

14 11112 長崎　葵(3) 立花
コバヤシ　チヒロ トヨトミ [4:53.00]

15 41712 小林　千紘(3) 豊富
クロダ　ナナ ヒメジナダ [4:53.00]

16 40965 黒田　奈那(3) 姫路灘
ヤマカワ　エリナ トウコウ [4:52.00]

17 40559 山川　恵里奈(1) 東光
タネ　チサト トウコウ [4:54.25]

18 40553 種　知里(1) 東光
ハシモト　ハルナ コウデラ [4:55.00]

19 43265 橋本　晴菜(2) 香寺
カミヤマ　タマキ カコガワ [4:55.00]

20 32814 神山　碧希(3) 加古川
カジハラ　ツカサ コウデラ [4:55.00]

21 43263 梶原　つかさ(2) 香寺
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