
共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コタニ　ケイタ イナガワ [6:30.00] コンドウ　ユウヤ セイウン [5:30.00]

1 18589 小谷　恵太(1) 猪名川 1 70278 近藤　佑哉(1) 青雲
ハットリ　ヤマト オオツ アカザワ　ユウ クラクエン [5:37.72]

2 46143 服部　倭和(1) 大津 2 13060 赤澤　優(1) 苦楽園
スギウラ　サトシ イナガワ [6:30.00] ムラカミ　ケンタロウ ハラダ [5:37.02]

3 18542 杉浦　聡(2) 猪名川 3 20955 村上　賢太郎(1) 原田
ミウラ　シュンタロウ オオツ ワダ　イオリ ハリマミナミ [5:39.48]

4 46145 三浦　駿太郎(1) 大津 4 39717 和田　伊織(1) 播磨南
ツルオカ　タクト ハリマミナミ [5:40.00] メカタ　リクト オオイケチュウガッコウ [5:10.53]

5 39714 鶴岡　拓隼(1) 播磨南 5 23023 目片　陸人(2) 大池
コジマ　ユア ハクロショウチュウガッコウ [5:42.49] ドイ　マサムネ ヒラオカ [5:12.44]

6 40663 小島　唯蒼(1) 白鷺小中 6 33237 土居　正宗(1) 平岡
マスイ　セイタ クラクエン [5:52.54] ナカニシ　ユウマ サンヨウ [5:14.60]

7 13069 増井　晴太(1) 苦楽園 7 40809 中西　優真(1) 山陽
ウエダ　レオ イナガワ [5:40.03] タカシマ　ユウノスケ オオツ [5:11.03]

8 18586 上田　礼凰(1) 猪名川 8 46142 髙嶋　佑乃介(1) 大津
イトウ　シンイチロウ ハクロショウチュウガッコウ [5:47.70] フジオカ　ハヤト クラクエン [5:13.84]

9 40661 伊藤　真一郎(1) 白鷺小中 9 13051 藤岡　隼士(2) 苦楽園
ツシマ　シュン イナガワ [6:00.00] サクラダ　ハヤテ オオイケチュウガッコウ [5:18.56]

10 18593 津嶋　隼(1) 猪名川 10 23037 櫻田　颯(1) 大池
ウシオ　リョウタ イナガワ [6:15.00] ハナオカ　マサト ハリマミナミ [5:25.45]

11 18587 牛尾　凌大(1) 猪名川 11 39715 花岡　真人(1) 播磨南
イチキザキ　リク イナガワ [6:10.38] ナカヤマ　リュウセイ セイウン [5:30.00]

12 18584 市木嵜　陸(1) 猪名川 12 70281 中山　琉聖(1) 青雲
カガワ　ハヤテ ヤスムロ [6:15.00] イノマタ　サクヤ クラクエン [5:22.99]

13 45995 加賀和　颯(1) 安室 13 13061 猪股　朔哉(1) 苦楽園
トミナガ　イブキ セイウン [5:30.00]

14 70279 冨永　息吹(1) 青雲

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオコウチ　ルト セイウン [5:10.00] モリ　ヒナタ ホウデン [4:51.99]

1 70276 大河内　琉仁(1) 青雲 1 34367 森　陽向(2) 宝殿
アダチ　ケント サンヨウ [5:10.15] カワウチ　ガク オオイケチュウガッコウ [4:56.12]

2 40823 足立　健登(1) 山陽 2 23035 河内　岳(1) 大池
タイラ　ヒロキ オオイケチュウガッコウ [5:10.05] コタケ　リョウジ オオツ [4:55.22]

3 23025 平　裕輝(2) 大池 3 46140 小竹　遼志(1) 大津
ヤマウチ　ルイ オオイケチュウガッコウ [5:10.42] オオシマ　ユリヤ ミキヒガシ [4:58.0]

4 23036 山内　琉偉(1) 大池 4 35645 大嶋　友莉哉(2) 三木東
オク　タカト カンキ [4:59.00] オクムラ　シュンタ オオイケチュウガッコウ [4:07.45]

5 33758 奥　崇登(1) 神吉 5 23019 奥村　俊太(3) 大池
アダチ　シュウヤ オオツ [4:59.56] オクダ　ナオキ オブ [4:26.4]

6 46130 足立　朱優(2) 大津 6 23426 奥田　直紀(3) 小部
ヨコヤマ　ロク セイウン [5:04.02] フジワラ　ショウ ミキヒガシ [4:42.50]

7 70285 横山　路空(1) 青雲 7 35636 藤原　翔(3) 三木東
マツオ　マサアキ オオツ [4:59.53] イマガワ　レオン イナガワ [4:18.67]

8 46137 松尾　匡晃(2) 大津 8 18531 今川　黎音(2) 猪名川
サクマ　タイキ オオイケチュウガッコウ [5:03.28] マツヤマ　ユイト ヒメジヒガシ [4:40.02]

9 23031 佐久間　大輝(2) 大池 9 45616 松山　唯飛(1) 姫路東
シライソ　アオイ クラクエン [5:05.47] カスヤ　ヒカル カンキ [4:45.00]

10 13038 白磯　蒼(2) 苦楽園 10 33759 糟谷　輝(1) 神吉
シミズ　ハルト サンヨウ [5:08.12] ソウサ　ケイタ カンキ [4:49.00]

11 40804 清水　悠翔(2) 山陽 11 33752 宗佐　啓汰(1) 神吉
ハヤシ　リョウスケ オオツ [5:08.76] ハク　ナオヤ ハリマミナミ [4:51.31]

12 46132 林　良祐(2) 大津 12 39712 白玖　尚也(2) 播磨南
ウキタ　トモヤ オオツ [5:05.51] アマノ　ダイチ クラクエン [4:45.92]

13 46136 浮田　知哉(2) 大津 13 13050 天野　大馳(2) 苦楽園
コンドウ　ユウヤ クラクエン [5:08.58] タケガワ　ヨシフミ フクサキニシ [4:50.00]

14 13065 近藤　佑哉(1) 苦楽園 14 42419 竹川　圭史(1) 福崎西
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