
共通女子800m

〈〈 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
キタムラ　ハナ カコガワ クマハラ　メイ イナガワ [3:20.00]

1 32873 北村　葉奈(1) 加古川 1 18516 熊原　萌衣(3) 猪名川
クマハラ　ユイ イナガワ [4:30.00] ハラダ　ワカナ セイウン [3:20.0]

2 18581 熊原　結衣(1) 猪名川 2 70232 原田　和奏(1) 青雲
イグチ　マユリ イナガワ [3:45.00] サイトウ　マオ キタコウベ [3:18.91]

3 18577 井口　麻結里(1) 猪名川 3 24139 斉藤　舞桜(1) 北神戸
ゴトウ　ジュリナ イナガワ シムラ　モモア ダイハクショ [3:21.45]

4 18582 後藤　珠里菜(1) 猪名川 4 40466 志村　百彩(2) 大白書
フルサト　カズナ イナガワ カトウ　ミク ダイハクショ [3:21.98]

5 18590 古里　夏瑞奈(1) 猪名川 5 40471 加藤　美輝(1) 大白書
フクダ　アヤノ ヒガシタニ [3:30.00] カトウ　スミレ イナガワ [3:10.00]

6 18112 福田　彩乃(1) 東谷 6 18580 加藤　すみれ(1) 猪名川
コバ　ナナミ ヒガシタニ [3:30.00] イマイ　モエミ ダイハクショ [3:08.00]

7 18102 木庭　菜々未(1) 東谷 7 40469 今井　萌依美(1) 大白書
ナカシマ　アユミ イナガワ [3:23.00] ヨコエ　アユミ コウブ [3:05.00]

8 18529 中島　亜優美(3) 猪名川 8 13484 横江　歩実(1) 甲武
ヨシダ　チサキ ヤマテダイ [3:30.00] イワミ　カズハ ダイハクショ [3:13.45]

9 17334 吉田　智咲(1) 山手台 9 40470 石見　和葉(1) 大白書
アシダ　ヒヨリ イナガワ [3:30.00] ハヤタ　ユズキ キタコウベ [3:15.00]

10 18501 芦田　日和(3) 猪名川 10 24141 早田　釉稀(1) 北神戸
タウラ　ミサキ イナガワ [3:30.00] ニシジマ　マホコ ヤスムロ [3:15.00]

11 18584 田浦　美咲(1) 猪名川 11 45984 西嶋　万保子(1) 安室
ヤマジョウ　ユカ セイウン [3:30.0] ナガサワ　リナ キタコウベ [3:15.00]

12 70235 山條　結加(1) 青雲 12 24138 長澤　梨菜(1) 北神戸
ニシウラ　ミサト イナガワ [3:30.00] ハギワラ　チサト キタコウベ [3:15.00]

13 18530 西浦　美里(3) 猪名川 13 24140 萩原　千智(1) 北神戸
アイタニ　ニコ イナガワ [3:40.00] モリ　ユイナ セイウン [3:15.0]

14 18576 相谷　仁瑚(1) 猪名川 14 70233 森　由依奈(1) 青雲
フジモト　コトネ イナガワ [3:40.00] コダマ　サラ ダイハクショ [3:18.56]

15 18589 藤本　琴音(1) 猪名川 15 40474 兒玉　彩愛(1) 大白書

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
ツジモト　ソラ ホウデン [3:00.00] マエダ　ユラ キタコウベ [2:52.24]

1 34305 辻元　星愛(1) 宝殿 1 24129 前田　憂來(2) 北神戸
テラサワ　キララ シカマヒガシ [3:00.00] ササキ　ナナ キタコウベ [2:51.99]

2 41031 寺澤　きらら(1) 飾磨東 2 24137 佐々木　七晄(1) 北神戸
シチノ　レナ ヤスムロ [3:00.00] コザワ　アイ ヒメジナダ [2:51.00]

3 45981 七野　令奈(1) 安室 3 40905 古澤　藍(1) 姫路灘
タケウチ　レアル ヤマテダイ [3:00.00] モリモト　チユネ タツノヒガシ [2:53.62]

4 17322 武内　恋琉(1) 山手台 4 51156 森本　紬心(2) 龍野東
スギモト　ユミ コウデラ [3:00.11] ハナオカ　モトミ コウデラ [2:53.63]

5 43271 杉本　結美(2) 香寺 5 43284 花岡　素実(1) 香寺
ナカムラ　レオ ヤスムロ [2:55.00] イシダ　アオイ コウブ [2:50.00]

6 45982 中村　玲音(1) 安室 6 13475 石田　蒼衣(1) 甲武
シミズ　オトハ ソノダ [2:55.00] サシダ　セトハ ソノダ [2:50.00]

7 11369 志水　音琶(1) 園田 7 11352 指田　星秋華(3) 園田
ヤマグチ　ナツミ セイウン [2:55.0] タダ　コハネ カシマ [2:50.00]

8 70234 山口　菜摘(1) 青雲 8 36224 多田　心羽(1) 鹿島
オカ　シンピ リョウナン [2:55.00] ヨシノ　マコト カシマ [2:50.00]

9 33916 岡　深未(2) 陵南 9 36222 吉野　真琴(1) 鹿島
モリグチ　カホ イナガワ [2:55.00] カトウ　ユイ ホウデン [2:50.00]

10 18538 森口　夏帆(3) 猪名川 10 34302 加藤　優結(1) 宝殿
タカハシ　ハナ ヒメジナダ [2:58.00] ウエノ　ユイハ イナガワ [2:50.00]

11 40909 高橋　花(1) 姫路灘 11 18508 上野　結葉(3) 猪名川
ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ [2:57.25] ヤナギ　ハルナ コウブ [2:50.00]

12 35532 上坂　夏実(1) 自由が丘 12 13483 栁　陽菜(1) 甲武
ナカガワ　ハルカ サンヨウ [2:56.8] ニシムラ　リサ コウブ [2:50.00]

13 40802 中川　遥香(2) 山陽 13 13480 西村　梨沙(1) 甲武
オオキタ　リオ キタコウベ [2:58.74] ヤマニシ　メイ セイウン [2:50.0]

14 24136 大北　梨央(1) 北神戸 14 70236 山西　芽衣(1) 青雲
タカハシ　ユズハ ホウデン [3:00.00] モリシタ　ハナ ジユウガオカ [2:50.00]

15 34374 高橋　柚羽(2) 宝殿 15 35584 森下　花(3) 自由が丘
ニシカワ　マナ ホウデン [3:00.00] スミヨシ　セイナ ジユウガオカ [2:50.48]

16 34306 西川　真渚(1) 宝殿 16 35533 住吉　聖菜(1) 自由が丘
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共通女子800m

〈〈 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
ナカミチ　ミユ カイバラ [2:46.97] クロダ　サラ ヒメジナダ [2:38.00]

1 64146 中道　美結(1) 柏原 1 40904 黒田　沙羅(1) 姫路灘
タナカ　ミウ イナガワ [2:45.00] ヨシダ　エマ リョウナン [2:35.00]

2 18523 田中　望結(3) 猪名川 2 33942 𠮷田　笑麻(1) 陵南
キタモト　リコ イナガワ [2:45.00] クロカワ　アカナ ホウデン [2:34.96]

3 18513 北本　莉瑚(3) 猪名川 3 34373 黒川　采加奈(2) 宝殿
オオカワ　ユキノ ヒメジナダ [2:48.00] マノ　ユナ コウデラ [2:38.75]

4 40902 大川　幸乃(1) 姫路灘 4 43264 真野　由菜(2) 香寺
オハラ　ナノハ ホウデン [2:49.11] カミバヤシ　モエギ ヤマテダイ [2:39.00]

5 34372 小原　菜葉(2) 宝殿 5 17384 上林　萌希(3) 山手台
ノグチ　マナミ ソノダ [2:40.00] テラダ　ヒオリ ヒメジナダ [2:26.00]

6 11357 野口　真奈美(2) 園田 6 40910 寺田　妃織(1) 姫路灘
カミマス　キヨカ ソノダ [2:40.00] ヤナイ　レノン ホウデン [2:24.10]

7 11364 上桝　聖華(2) 園田 7 34346 柳井　蓮音(3) 宝殿
ヒサノ　スズホ ジユウガオカ [2:40.00] ソープ　エマ カコガワ [2:23.00]

8 35520 久野　紗歩(2) 自由が丘 8 32818 ソープ　愛満(3) 加古川
サエキ　アイ アリノキタ [2:40.00] ハシモト　ユイナ コウデラ [2:27.00]

9 29303 佐伯　杏唯(2) 有野北 9 43266 橋本　結菜(2) 香寺
ナカオ　ノノカ ホウデン [2:40.00] ヒラノ　サツキ オブ [2:27.00]

10 34375 中尾　望花(2) 宝殿 10 23422 平野　さつき(2) 小部
ナンコウ　アヤナ ワダヤマ [2:42.3] ハセガワ　サクラ ヒメジナダ [2:30.00]

11 83472 南光　彩那(1) 和田山 11 40990 長谷川　桜花(2) 姫路灘
タケウチ　ルミ ナガサカ [2:41.38] シマダ　アンナ オブ [2:29.00]

12 60435 竹内　瑠心(1) 長坂 12 23487 島田　杏那(3) 小部
オオヤマ　シノン ホウデン [2:40.00] ハシウラ　ユイノ ヒメジヒガシ [2:27.54]

13 30301 大山　心暖(1) 宝殿 13 45643 橋浦　唯乃(2) 姫路東
ヤマシタ　ニコ カイバラ [2:44.16] アダチ　アイリ ニシワキ [2:30.00]

14 64145 山下　仁香(1) 柏原 14 34591 安達　蒼璃(2) 西脇
ヤマナカ　ヒマワリ ヤスムロ [2:45.00] タカハラ　アヤ ミキシリツミキチュウガッコウ [2:32.96]

15 45961 山中　ひまわり(3) 安室 15 35060 髙原　彩(3) 三木
オノ　イズミ カコガワ [2:45.00] フルヤ　ユラ ワダヤマ [2:32.98]

16 32847 小野　いずみ(2) 加古川 16 83461 古屋　優来(3) 和田山
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