
共通女子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
アダチ　ユウカ オオツ ミヤタ　ナギサ オオツ [5:50.99]

1 46140 足立　有加(1) 大津 1 46133 宮田　凪紗(2) 大津
ホンダ　コハネ カミカワ シチノ　レナ ヤスムロ [6:00.00]

2 43514 本田　恋羽(1) 神河 2 45981 七野　令奈(1) 安室
ハマサキ　レイリ オオツ ワキシタ　コハル イナミキタ [6:00.00]

3 46141 濵嵜　玲李(1) 大津 3 39547 脇下　小春(3) 稲美北
スギモト　アンナ ケヤキダイ フクニシ　ユウカ オオツ [5:54.39]

4 60606 杉本　杏奈(1) けやき台 4 46137 福西　優花(2) 大津
キシノ　ナツキ ケヤキダイ タカハシ　ハナ ヒメジナダ [6:00.00]

5 60603 岸野　夏葵(1) けやき台 5 40909 高橋　花(1) 姫路灘
イシハラ　ミユ セイウン [6:00.00] アオタ　マナ ヤスムロ [5:40.00]

6 70222 石原　未悠(2) 青雲 6 45965 青田　真奈(2) 安室
ウエノ　ユイハ イナガワ [6:00.00] ヨシカワ　ユイ サンヨウ [5:41.13]

7 18508 上野　結葉(3) 猪名川 7 40895 吉川　由依(2) 山陽
ナカムラ　レオ ヤスムロ [6:00.00] ナカガワ　ハルカ サンヨウ [5:45.10]

8 45982 中村　玲音(1) 安室 8 40802 中川　遥香(2) 山陽
イナタニ　クルミ セイウン [6:00.00] コザワ　ユキ ヒメジナダ [5:41.06]

9 70223 稲谷　来瞳(2) 青雲 9 40985 古澤　優希(2) 姫路灘
カネバコ　タマキ アライ [6:00.00] イシハラ　チハル ヒラオカ [5:41.32]

10 36142 金箱　環希(1) 荒井 10 33231 石原　ちはる(2) 平岡
ヤマジョウ　ユカ セイウン [6:15.00] ヤギ　リオ オオツ [5:45.85]

11 70235 山條　結加(1) 青雲 11 46132 八木　俐緒(2) 大津
クマハラ　メイ イナガワ [6:15.00] ヨシカワ　ユア オオツ [5:45.99]

12 18516 熊原　萌衣(3) 猪名川 12 46145 芳川　優空(1) 大津
モリ　ユイナ セイウン [6:15.00] ナンコウ　アヤナ ワダヤマ [5:50.00]

13 70233 森　由依奈(1) 青雲 13 83472 南光　彩那(1) 和田山
フジワラ　シオリ ケヤキダイ フジイ　チエ ヒメジナダ [5:50.73]

14 60608 藤原　汐里(1) けやき台 14 40913 藤井　千絵(1) 姫路灘
ハラダ　ワカナ セイウン [6:15.00] フジイ　メア イナミ [5:48.34]

15 70232 原田　和奏(1) 青雲 15 39409 藤井　明愛(3) 稲美
コバヤシ　ノイ ミキヒガシ [6:24.1] モリグチ　カホ イナガワ [5:50.00]

16 35605 小林　希依(2) 三木東 16 18538 森口　夏帆(3) 猪名川

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
ミタニ　モカ ヒラオカ [5:36.79] ホンダ　ミヒロ カンキ [5:25.00]

1 33237 三谷　萌香(2) 平岡 1 33733 本多　美尋(1) 神吉
タナカ　アイ カンキ [5:39.00] タケハラ　ノリカ カミカワ [5:25.46]

2 33732 田中　愛(1) 神吉 2 43594 竹原　典花(3) 神河
コザワ　アイ ヒメジナダ [5:40.00] ゴジョウ　ヒナ セイウン [5:30.00]

3 40905 古澤　藍(1) 姫路灘 3 70225 五条　陽菜(2) 青雲
タナカ　ミウ イナガワ [5:37.92] ミウラ　アンナ トヨトミ [5:25.00]

4 18523 田中　望結(3) 猪名川 4 41734 三浦　杏菜(1) 豊富小
ヤマナカ　ヒマワリ ヤスムロ [5:40.00] スエツグ　ユイカ サンヨウ [5:28.62]

5 45961 山中　ひまわり(3) 安室 5 40897 末次　由佳(2) 山陽
ヤマグチ　ナツミ セイウン [5:30.00] シライ　アヤメ アサゴ [5:17.00]

6 70234 山口　菜摘(1) 青雲 6 84004 白井　綺梅(1) 朝来
ミチゾエ　アヤ セイウン [5:30.00] ヒライシ　ココネ トヨトミ [5:20.00]

7 70219 道添　綾(3) 青雲 7 41733 平石　心愛(1) 豊富小
モチヅキ　ユウナ オオツ [5:30.52] マエダ　ユウネ ミキヒガシ [5:20.39]

8 46131 望月　優那(2) 大津 8 35609 前田　優音(1) 三木東
タカガキ　レネ セイウン [5:30.00] サカシタ　リナ イナミキタ [5:20.00]

9 70226 高垣　怜音(2) 青雲 9 39541 坂下　莉菜(3) 稲美北
マツオカ　コナ フクサキニシ [5:30.00] フジイ　アオ イナミ [5:20.3]

10 42422 松岡　胡菜(2) 福崎西 10 39420 藤井　青緒(1) 稲美
タカタ　アヤハ オオツ [5:31.19] アカマツ　クレア オオツ [5:20.65]

11 46135 髙田　彩羽(2) 大津 11 46134 赤松　くれあ(2) 大津
スミオカ　ミウ フクサキニシ [5:32.35] ウエノ　レイ ミキヒガシ [5:20.87]

12 42420 隅岡　美羽(2) 福崎西 12 35602 上野　玲(2) 三木東
スガハラ　ニカ トヨトミ [5:35.00] オガワ　カエノ イナミキタ [5:23.30]

13 41720 菅原　日花(2) 豊富小 13 39590 小川　楓乃(1) 稲美北
マツシタ　アオイ カミカワ [5:36.21] イシグロ　サチ イナミ [5:24.57]

14 43505 松下　葵(2) 神河 14 39416 石黒　聖知(2) 稲美
マツモト　コユキ カンキ [5:35.00] ハシモト　リナ サンヨウ [5:21.26]

15 33710 松本　こゆき(3) 神吉 15 40806 橋本　梨那(1) 山陽
ワキモト　マリヨ カンキ [5:35.00] ヒノ　コトミ ヒラオカ [5:23.84]

16 33722 脇本　毬代(2) 神吉 16 33236 肥野　琴巳(2) 平岡
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6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
ヤマニシ　メイ セイウン [5:15.00] トクナガ　モモカ ヤスムロ [5:00.00]

1 70236 山西　芽衣(1) 青雲 1 45957 徳永　百華(3) 安室
オオハタ　レナ フクサキニシ [5:15.00] ホリ　ユキナ ヤスムロ [5:00.00]

2 42416 大畑　怜奈(3) 福崎西 2 45969 堀　幸奈(2) 安室
コダマ　リリコ ヒラオカ [5:16.83] ヤスモト　リオ サンヨウ [5:03.48]

3 33224 児玉　梨々子(3) 平岡 3 40899 安本　梨桜(2) 山陽
ホソイ　ミサ セイウン [5:15.00] モリシタ　ナオ ヤスムロ [5:00.00]

4 70237 細井　　美沙(3) 青雲 4 45974 森下　菜央(2) 安室
カワムラ　ウタコ ヒラオカ [5:16.43] オバナ　シオリ ヤスムロ [5:00.00]

5 33233 川村　詩子(2) 平岡 5 45956 尾鼻　栞(3) 安室
コマイ　シエリ カンキ [5:05.00] ハラダ　ヒナ ヒラオカ [4:47.66]

6 33704 駒井　詩絵里(3) 神吉 6 33234 原田　陽菜(2) 平岡
ミナト　ユウキ イナミ [5:05.4] ナガノ　アミ イナミ [4:49.8]

7 39419 湊　友希(1) 稲美 7 39417 長野　亜美(2) 稲美
コヤナギ　セリカ オオツ [5:09.73] ヨシカワ　ヒナ イナミ [4:50.2]

8 46128 小柳　瀬李加(3) 大津 8 39422 吉川　陽菜(1) 稲美
ソウサ　スズホ カンキ [5:05.00] タネ　チサト トウコウ [4:48.91]

9 33706 宗佐　涼帆(3) 神吉 9 40553 種　知里(1) 東光
アンドウ　モモカ ミキヒガシ [5:05.87] ヨシカワ　ナオ イナミ [4:50.2]

10 35608 安藤　桃花(1) 三木東 10 39425 吉川　菜緒(1) 稲美
ハセガワ　サクラ ヒメジナダ [5:10.00] ヤマカワ　エリナ トウコウ [4:51.43]

11 40990 長谷川　桜花(2) 姫路灘 11 40559 山川　恵里奈(1) 東光
イシカワ　ユイ カンキ [5:10.00] ヤナイ　レノン ホウデン [4:56.02]

12 33721 石川　優衣(2) 神吉 12 34346 柳井　蓮音(3) 宝殿
クロダ　サラ ヒメジナダ [5:10.00] テラダ　ヒオリ ヒメジナダ [4:57.00]

13 40904 黒田　沙羅(1) 姫路灘 13 40910 寺田　妃織(1) 姫路灘
トウゴ　フウカ カミカワ [5:12.81] カンキ　サエ カンキ [4:58.00]

14 43591 藤後　楓花(3) 神河 14 33703 神吉　彩絵(3) 神吉
オオカワ　ユキノ ヒメジナダ [5:10.00] クスノキ　ミサキ ミキヒガシ [4:56.63]

15 40902 大川　幸乃(1) 姫路灘 15 35693 楠　望咲(3) 三木東
イワモト　アカネ ヤスムロ [5:10.00] ヤシキ　モエコ ミキヒガシ [4:57.04]

16 45966 岩本　朱音(2) 安室 16 35610 屋敷　萌子(1) 三木東
ヒガシラ　スミカ トヨトミ [5:15.00] ハセガワ　シマ カミカワ [4:59.22]

17 41732 東良　純花(1) 豊富小 17 43504 長谷川　詩真(2) 神河
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