
共通男子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
トミナガ　イブキ セイウン [5:53.70] ヤマグチ　ショウマ イナミキタ [5:30.00]

1 70279 冨永　息吹(1) 青雲 1 39583 山口　正真(1) 稲美北
カガワ　ハヤテ ヤスムロ [6:03.52] ツヅキ　ハルヒサ ヤスムロ [5:30.00]

2 45995 加賀和　颯(1) 安室 2 45989 都築　晴久(2) 安室
ミヤマエ　シオン ハラダ ツツミ　ユウイチ イナミキタ [5:30.00]

3 20945 宮前　紫音(2) 原田 3 39581 堤　悠一(1) 稲美北
コンドウ　ユウヤ セイウン [5:59.16] オカダ　タクミ イナミキタ [5:30.00]

4 70278 近藤　佑哉(1) 青雲 4 39565 岡田　拓己(2) 稲美北
オダ　ワタル ヤスムロ [6:00.00] ホリタ　ライト タイシヒガシ [5:20.00]

5 45985 小田　渉(2) 安室 5 51600 堀田　徠斗(2) 太子東
シマザキ　ハヤト ハラダ [6:49.07] ミヤガワ　コウ ヤスムロ [5:30.00]

6 20942 島崎　颯士(2) 原田 6 45997 宮川　航(1) 安室
コガ　ハヤテ シオセ [6:12.00] タナカ　ハルト ハラダ [5:25.76]

7 14213 古賀　颯(1) 塩瀬 7 20943 田中　陽大(2) 原田
フジモト　ソウタ カシマ [5:30.00] ナカザト　ハヤト ヒラオカ [5:28.87]

8 36220 藤本　宗汰(1) 鹿島 8 33238 中里　颯斗(1) 平岡
キクタニ　レオ カシマ [5:30.00] ヤマシタ　ハヤト ヒメジナダ [5:02.56]

9 36221 菊谷　玲雄(1) 鹿島 9 40934 山下　隼翔(2) 姫路灘
カサイ　アツキ ジョウヨウ [5:30.00] アダチ　ケント サンヨウ [5:01.25]

10 12143 葛西　淳希(1) 常陽 10 40823 足立　健登(1) 山陽
ハラグチ　ユズキ カシマ [5:30.00] イナツグ　コウキ サンヨウ [5:10.13]

11 36223 原口　柚輝(1) 鹿島 11 40802 稲継　光輝(2) 山陽
ナカヤマ　リュウセイ セイウン [5:31.14] オオコウチ　ルト セイウン [5:03.70]

12 70281 中山　琉聖(1) 青雲 12 70276 大河内　琉仁(1) 青雲
ヒラガキ　トア シオセ [5:40.00] キタバヤシ　ソラ ヒラオカ [5:17.54]

13 14215 平垣　翔亜(1) 塩瀬 13 33235 北林　颯来(1) 平岡
ミヤタ　タクマ シオセ [5:40.00] ニシオ　ジンノスケ イナガワ [5:15.00]

14 14216 宮田　拓馬(1) 塩瀬 14 18548 西尾　仁之介(2) 猪名川
クリタ　ユウキ ジョウヨウ [5:30.00] オオニシ　コウヘイ シオセ [5:12.00]

15 12144 栗田　悠幹(1) 常陽 15 14211 大西　晃平(1) 塩瀬
オノ　ソウ シオセ [5:30.00] マナベ　ソラ タイシヒガシ [5:20.00]

16 142 小野　漱(1) 塩瀬 16 51605 眞鍋　宙(2) 太子東
サカウエ　コウキ ヒメジナダ [5:38.93] ナカニシ　ユウマ サンヨウ [5:10.64]

17 40939 酒上　航煕(1) 姫路灘 17 40809 中西　優真(1) 山陽
ヤスナガ　リュウセイ シオセ [5:45.00] ウエダ　ソウダイ ヒメジナダ [5:18.84]

18 14217 安永　隆生(1) 塩瀬 18 40937 上田　蒼大(1) 姫路灘
イソダ　ヨシカ ジョウヨウ [5:15.00]

19 12141 磯田　弥煌(1) 常陽
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共通男子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
ナカスジ　マサト サンヨウ [5:00.15] ヤマグチ　リョウセイ タイシヒガシ [4:45.00]

1 40899 中筋　正人(2) 山陽 1 51603 山口　凌聖(2) 太子東
ナガセ　ヒロト ヒメジナダ [5:00.87] ドイ　マサムネ ヒラオカ [4:40.67]

2 40944 永瀬　博翔(1) 姫路灘 2 33237 土居　正宗(1) 平岡
ヨコヤマ　ロク セイウン [5:01.05] タムラ　ユウセイ ヒメジナダ [4:44.37]

3 70285 横山　路空(1) 青雲 3 40943 田村　優成(1) 姫路灘
コバヤシ　タクム シオセ [4:59.00] ヤマモト　ナオト セイウン [4:40.00]

4 14214 小林　拓夢(1) 塩瀬 4 70262 山本　那於斗(3) 青雲
ウツノミヤ　ハクト タイシヒガシ [5:00.00] エミ　マキト シングウ [4:40.00]

5 51607 宇都宮　珀斗(2) 太子東 5 51503 江見　槙人(1) 新宮
ナカツカ　ハルト カコガワチュウブ [5:00.00] タカノ　シュウスケ ヒメジナダ [4:36.44]

6 33141 中塚　春都(1) 加古川中部 6 40941 高野　修輔(1) 姫路灘
サカモト　リョウタ イチジマ [5:00.13] タナカ　イッキ ヒメジナダ [4:30.54]

7 65331 阪本　了太(2) 市島 7 40942 田中　壱基(1) 姫路灘
マエダ　キラ イナミキタ [5:00.00] ハマダ　ヒロキ セイリョウダイ [4:40.00]

8 39563 前田　輝來(2) 稲美北 8 29528 濱田　弘喜(2) 星陵台
タニ　ケイタ ユリノキダイ [4:45.23] ヨシヅ　カズヒロ シオセ [4:25.00]

9 60905 谷　佳汰(1) ゆりのき台 9 14262 吉津　航大(3) 塩瀬
カマクラ　ユウ シオセ [4:49.26] トミタ　レオ シオセ [4:15.00]

10 14212 鎌倉　優(1) 塩瀬 10 14254 富田　蓮大(3) 塩瀬
フクイ　タクト シオセ [4:48.00] タブチ　ケイイチ シングウ [4:20.00]

11 14294 福井　琢斗(2) 塩瀬 11 51583 田渕　慶一(2) 新宮
ヨコヤマ　ハヤト シオセ [4:45.48] イマガワ　レオン イナガワ [4:18.67]

12 14218 横山　隼士(1) 塩瀬 12 18531 今川　黎音(2) 猪名川
マツシタ　カイト セイウン [4:55.00] フクハラ　ユウマ サンヨウ [4:29.69]

13 70270 松下　海都(2) 青雲 13 40894 福原　悠真(2) 山陽
クリヤマ　ヒカル シカタ [4:55.00] ソウノ　ヒロト サンヨウ [4:28.64]

14 33892 栗山　光(1) 志方 14 40897 宗野　佑大(2) 山陽
キシダ　タクヤ シオセ [4:55.00] ツネミネ　ユウタ サンヨウ [4:28.46]

15 14286 岸田　拓也(2) 塩瀬 15 40805 常峰　佑太(2) 山陽
オオシマ　ユリヤ ミキヒガシ [4:50.71] コヤマ　ソウタ イナミキタ [4:30.00]

16 35645 大嶋　友莉哉(2) 三木東 16 39551 小山　颯太(3) 稲美北
シミズ　ハルト サンヨウ [4:54.55] ナカジ　コウダイ セイリョウダイ [4:30.00]

17 40804 清水　悠翔(2) 山陽 17 29513 中治　幸大(1) 星陵台
ミヤタ　ヒビキ シオセ [4:55.00] カワサキ　ユウスケ サンヨウ [4:30.15]

18 14295 宮田　響輝(2) 塩瀬 18 40892 川﨑　雄介(2) 山陽
マツバラ　ダイキ ジョウヨウ [4:50.00] カマダ　ヒロキ ジョウヨウ [4:30.00]

19 12146 松原　大樹(1) 常陽 19 12137 鎌田　大輝(3) 常陽
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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
ウエツキ　リク アリノ [12:09.88] シンイ　アオイ ソノダヒガシ [10:18.02]

1 29221 植月　理丘(2) 有野 1 11804 新居　蒼惟(2) 園田東
タケザキ　リュウト アリノ [11:24.15] シバタ　カズキ リョウナン [10:15.00]

2 29229 竹崎　隆翔(2) 有野 2 33941 柴田　一樹(1) 陵南
コンドウ　ソウイチロウ セイリョウダイ [11:10.00] タナカ　ハヤト タイシヒガシ [10:10.00]

3 29512 近藤　壮一郎(1) 星陵台 3 51606 田中　隼斗(2) 太子東
タガシラ　コウノスケ ユリノキダイ [11:15.00] フクイ　コタロウ ヤスムロ [10:11.86]

4 60908 田頭　昊之助(1) ゆりのき台 4 45996 福井　虎太朗(1) 安室
ウエダ　レオ イナガワ [12:05.48] マエダ　カイリ カコガワチュウブ [10:15.00]

5 18586 上田　礼凰(1) 猪名川 5 33144 前田　浬(1) 加古川中部
ナガオ　マサキ イナガワ [13:10.00] ホソカワ　コウキ ソノダヒガシ [10:19.00]

6 18594 長尾　柾(1) 猪名川 6 11805 細川　光輝(2) 園田東
サクマ　タイチ カシマ [10:30.00] ササヤマ　リュウト トヨトミ [9:55.00]

7 36225 作間　太一(1) 鹿島 7 41721 笹山　龍斗(2) 豊富小
サキヤマ　アイセイ リョウナン [10:30.00] フジモト　タツマ アリノ [9:50.00]

8 33932 先山　逢宣(2) 陵南 8 29234 藤本　達真(2) 有野
アリタ　ユウキ タイシヒガシ [10:20.00] タイラ　トライ セイリョウダイ [9:50.00]

9 51601 有田　佑紀(2) 太子東 9 29522 平　虎生(2) 星陵台
ハタセ　コウタ ユリノキダイ [10:24.73] ワカバヤシ　ツカサ ホウデン [9:45.00]

10 60977 畑瀬　滉太(2) ゆりのき台 10 34308 若林　司(1) 宝殿
ヤマグチ　サクト イナミキタ [10:30.00] フクイ　ショウ トヨトミ [9:50.00]

11 39584 山口　朔門(1) 稲美北 11 41731 福井　翔(1) 豊富小
ツチモチ　アサヒ ユリノキダイ [10:36.00] オオタ　ジュン アリノ [9:50.00]

12 60906 土持　朝陽(1) ゆりのき台 12 29224 太田　詢(2) 有野
ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ [11:00.00] ヤマグチ　コウシ リョウナン [9:55.00]

13 35530 矢野　将梧(1) 自由が丘 13 33961 山口　航史(3) 陵南
モリタ　サトシ イナガワ [10:53.78] タニグチ　ユウト ホウデン [10:00.00]

14 18597 森田　聡(1) 猪名川 14 34305 谷口　悠斗(1) 宝殿
スズキ　ユウマ リョウナン [10:40.00] タマハル　タイゾウ シオセ [10:00.00]

15 33950 鈴木　佑直(1) 陵南 15 14290 玉春　汰造(2) 塩瀬
オオタ　アオイ トヨトミ [10:50.00] ヤシマ　ハルキ イナミキタ [10:00.00]

16 41722 大田　蒼生(2) 豊富小 16 39582 八嶋　春樹(1) 稲美北
タニグチ　ソウタ ヤスムロ [10:56.66] モリ　ヒナタ ホウデン [10:00.00]

17 45991 谷口　颯太(2) 安室 17 34367 森　陽向(2) 宝殿
ヒロオカ　ソウ イナガワ [11:06.35] マツノ　コウダイ リョウナン [10:00.00]

18 18552 弘岡　爽(2) 猪名川 18 33942 松野　耕大(1) 陵南
コウノ　シンタロウ ヒメジナダ [10:09.34]

19 40928 河野　晋太朗(2) 姫路灘
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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
イノベ　ナオト アコウ [9:43.50] クリヤマ　シオン トヨトミ [9:25.00]

1 50526 射延　直澄(2) 赤穂 1 41720 栗山　志温(2) 豊富小
ナカハラ　タイシ リョウナン [9:41.74] マエオカ　ユウキ イナガワ [9:23.31]

2 33925 中原　太志(2) 陵南 2 18528 前岡　勇輝(3) 猪名川
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ [9:40.00] カンキ　セイト ホウデン [9:20.00]

3 33239 新妻　昂己(1) 平岡 3 34354 神吉　惺翔(2) 宝殿
ヤマシタ　タカヒロ ヒラオカ [9:40.85] コウニシ　カズキ シングウ [9:20.00]

4 33225 山下　貴大(3) 平岡 4 51566 香西　一樹(3) 新宮
ヤマグチ　アキラ ヤスムロ [9:42.24] ハッタ　ソラ カコガワチュウブ [9:20.93]

5 45988 山口　輝(2) 安室 5 33164 八田　聡良(3) 加古川中部
ヒガシカゲ　タイシ カコガワチュウブ [9:45.00] ハセガワ　ヒロト リョウナン [9:24.83]

6 33119 東影　大志(2) 加古川中部 6 33926 長谷川　大翔(2) 陵南
カトウ　リク ホウデン [9:30.00] タナカ　ソウマ ホウデン [9:00.00]

7 34352 加藤　璃久(2) 宝殿 7 34358 田中　颯眞(2) 宝殿
ヤナイ　カイト ホウデン [9:30.00] キタモト　ミズキ シオセ [8:59.99]

8 34368 柳井　快音(2) 宝殿 8 14252 北本　瑞希(3) 塩瀬
タカスギ　ショウタ セイリョウダイ [9:30.00] ハシモト　ユウタ セイリョウダイ [8:50.76]

9 29523 髙杉　彰太(2) 星陵台 9 29504 橋本　昊太(3) 星陵台
イシハラ　コタロウ ヒラオカ [9:28.31] タカタ　ヒロト アリノ [8:36.96]

10 33221 石原　虎太郎(3) 平岡 10 29213 髙田　滉翔(3) 有野
サトウ　トア ホウデン [9:30.00] ミウラ　ショウタ タツノニシ [8:37.72]

11 34355 佐藤　透晏(2) 宝殿 11 51351 三浦　彰太(3) 龍野西
ナルタキ　ソラ イナミキタ [9:30.00] フクトミ　ショウ アリノ [8:55.00]

12 39566 鳴瀧　空(2) 稲美北 12 29209 福冨　翔(3) 有野
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ [9:35.00] ニシガキ　レン カコガワチュウブ [9:00.00]

13 33240 新妻　遼己(1) 平岡 13 33160 西垣　怜(3) 加古川中部
クラハシ　ハルト アリノ [9:40.00] オリタ　ソウタ ヒガシウラ [9:20.00]

14 29228 倉橋　春都(2) 有野 14 74201 折田　壮太(3) 東浦
カワイ　マサキ ソノダヒガシ [9:37.02] キヌガワ　ユウタ ワダヤマ [9:12.47]

15 11802 河合　将希(2) 園田東 15 83439 衣川　勇太(2) 和田山
フジモト　シュウト アリノ [9:35.00] ヒガキ　アオイ ヤスムロ [9:09.00]

16 29233 藤本　嵩統(2) 有野 16 45981 檜垣　蒼(3) 安室
オオマチ　ゴウキ イチジマ [9:35.18] ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ [9:10.00]

17 65308 大町　豪輝(3) 市島 17 29527 吉田　湧真(2) 星陵台
モリモト　コウイチロウ セイリョウダイ [9:40.00] ヤギ　ワタル シングウ [9:20.00]

18 29506 森本　康一郎(3) 星陵台 18 51565 八木　渉(3) 新宮
クスノキ　コウイチロウ シオセ [9:40.00] サクライ　コウイチ ホンタモン [9:20.00]

19 14287 楠　幸一郎(2) 塩瀬 19 27013 櫻井　康一(2) 本多聞
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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
オオムラ　マコ イナガワ [6:41.89] オカモト　ライナ カコガワチュウブ [5:45.00]

1 18579 大村　真心(1) 猪名川 1 33155 岡本　蕾奈(1) 加古川中部
ニシジマ　マホコ ヤスムロ [6:30.00] タカガキ　レネ セイウン [5:40.43]

2 45984 西嶋　万保子(1) 安室 2 70226 高垣　怜音(2) 青雲
トウジ　カヤ イナガワ [6:45.06] ナカオ　ノノカ ホウデン [5:40.00]

3 18586 田路　果耶(1) 猪名川 3 34375 中尾　望花(2) 宝殿
ヤマジョウ　ユカ セイウン [6:32.61] フジイ　チエ ヒメジナダ [5:46.32]

4 70235 山條　結加(1) 青雲 4 40913 藤井　千絵(1) 姫路灘
オオツボ　メイ カコガワチュウブ [6:21.70] イシダ　ユキナ カコガワチュウブ [5:40.00]

5 33154 大坪　愛依(1) 加古川中部 5 33151 石田　幸菜(1) 加古川中部
コバヤシ　ノイ ミキヒガシ [6:24.1] ヤマグチ　ナツミ セイウン [5:45.90]

6 35605 小林　希依(2) 三木東 6 70234 山口　菜摘(1) 青雲
ハラダ　ワカナ セイウン [6:20.15] ゴジョウ　ヒナ セイウン [5:44.81]

7 70232 原田　和奏(1) 青雲 7 70225 五条　陽菜(2) 青雲
オカ　シンピ リョウナン [5:55.00] ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ [5:28.67]

8 33916 岡　深未(2) 陵南 8 35532 上阪　夏実(1) 自由が丘
オオカワ　ユキノ ヒメジナダ [5:51.00] スガハラ　ニカ トヨトミ [5:30.00]

9 40902 大川　幸乃(1) 姫路灘 9 41720 菅原　日花(2) 豊富小
ウエノ　ユイハ イナガワ [5:51.78] クロダ　サラ ヒメジナダ [5:32.16]

10 18508 上野　結葉(3) 猪名川 10 40904 黒田　沙羅(1) 姫路灘
タカハシ　ハナ ヒメジナダ [5:50.46] ミタニ　モカ ヒラオカ [5:33.92]

11 40909 高橋　花(1) 姫路灘 11 33237 三谷　萌香(2) 平岡
コレトモ　チヒロ セイリョウダイ [6:00.00] イシハラ　チハル ヒラオカ [5:37.08]

12 29505 是友　千洋(2) 星陵台 12 33231 石原　ちはる(2) 平岡
ナカガワ　ハルカ サンヨウ [5:59.32] タナカ　ミウ イナガワ [5:36.37]

13 40802 中川　遥香(2) 山陽 13 18523 田中　望結(3) 猪名川
イナタニ　クルミ セイウン [6:07.29] ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ [5:35.00]

14 70223 稲谷　来瞳(2) 青雲 14 33158 中間　楠(1) 加古川中部
ナカムラ　レオ ヤスムロ [5:55.05] コザワ　ユキ ヒメジナダ [5:34.62]

15 45982 中村　玲音(1) 安室 15 40985 古澤　優希(2) 姫路灘
モリ　ユイナ セイウン [6:10.00] タダ　コハネ カシマ [5:34.18]

16 70233 森　由依奈(1) 青雲 16 36224 多田　心羽(1) 鹿島
イシハラ　ミユ セイウン [6:06.09] アオタ　マナ ヤスムロ [5:35.43]

17 70222 石原　未悠(2) 青雲 17 45965 青田　真奈(2) 安室
シラキ　ヒナタ アリノ [6:00.00] コザワ　アイ ヒメジナダ [5:34.55]

18 29203 白木　陽奈多(1) 有野 18 40905 古澤　藍(1) 姫路灘
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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
ツジモト　ソラ ホウデン [5:25.00] ヤマモト　マリエ シオセ [5:10.00]

1 34305 辻元　星愛(1) 宝殿 1 14298 山本　莉愛(3) 塩瀬
ヤマニシ　メイ セイウン [5:26.41] ハシモト　ジュナ アコウ [5:10.00]

2 70236 山西　芽衣(1) 青雲 2 50514 橋本　樹奈(1) 赤穂
オオヤマ　シノン ホウデン [5:25.00] キシハラ　ミル カコガワチュウブ [5:10.00]

3 30301 大山　心暖(1) 宝殿 3 33156 岸原　珠琉(1) 加古川中部
マエダ　ユウネ ミキヒガシ [5:25.59] イトウ　ユイラ カコガワチュウブ [5:10.00]

4 35609 前田　優音(1) 三木東 4 33152 伊東　結良(1) 加古川中部
モリ　カヅキ アリノ [5:25.00] スズキ　マシロ シングウ [5:10.00]

5 29209 野間　香月(1) 有野 5 51512 鈴木　ましろ(1) 新宮
ヒライシ　ココネ トヨトミ [5:27.00] オガワ　カエノ イナミキタ [5:10.00]

6 41733 平石　心愛(1) 豊富小 6 39590 小川　楓乃(1) 稲美北
ナカミチ　ミユ カイバラ [5:25.05] オハラ　ウサコ ジユウガオカ [5:14.61]

7 64146 中道　美結(1) 柏原 7 35522 小原　羽咲子(2) 自由が丘
イナダ　アイ シオセ [5:15.00] オバナ　シオリ ヤスムロ [5:00.00]

8 14297 稲田　亜衣(3) 塩瀬 8 45956 尾鼻　栞(3) 安室
カワムラ　ウタコ ヒラオカ [5:16.43] モリシタ　ナオ ヤスムロ [5:00.00]

9 33233 川村　詩子(2) 平岡 9 45974 森下　菜央(2) 安室
ヤマシタ　ニコ カイバラ [5:16.06] ヤマシタ　マオ アライ [5:00.00]

10 64145 山下　仁香(1) 柏原 10 36132 山下　真央(2) 荒井
イワモト　アカネ ヤスムロ [5:15.00] マツモト　ミウ セイリョウダイ [5:00.00]

11 45966 岩本　朱音(2) 安室 11 29509 松本　未羽(2) 星陵台
ハシモト　リナ サンヨウ [5:21.26] クロカワ　アカナ ホウデン [5:10.00]

12 40806 橋本　梨那(1) 山陽 12 34373 黒川　采加奈(2) 宝殿
スエツグ　ユイカ サンヨウ [5:24.83] ヨシダ　エマ リョウナン [5:00.00]

13 40897 末次　由佳(2) 山陽 13 33942 𠮷田　笑麻(1) 陵南
ヒノ　コトミ ヒラオカ [5:23.84] カワサキ　チヒロ リョウナン [5:05.02]

14 33236 肥野　琴巳(2) 平岡 14 33919 河﨑　千紘(2) 陵南
ウエノ　レイ ミキヒガシ [5:20.63] フキ　アヤカ カイバラ [5:09.52]

15 35602 上野　玲(2) 三木東 15 64136 婦木　彩花(2) 柏原
イケダ　ミノリ アリノ [5:24.00] ホシアイ　アミ セイウン [5:05.00]

16 29281 池田　実紀(2) 有野 16 70218 星合　亜美(3) 青雲
ヨシノ　マコト カシマ [5:17.14] ハセガワ　サクラ ヒメジナダ [5:08.96]

17 36222 吉野　真琴(1) 鹿島 17 40990 長谷川　桜花(2) 姫路灘
ミウラ　アンナ トヨトミ [5:20.00] アンドウ　モモカ ミキヒガシ [5:05.87]

18 41734 三浦　杏菜(1) 豊富小 18 35608 安藤　桃花(1) 三木東
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
シライ　アヤメ アサゴ [4:58.00]

1 84004 白井　綺梅(1) 朝来
ヤスモト　リオ サンヨウ [4:59.22]

2 40899 安本　梨桜(2) 山陽
ハシモト　チサキ リョウナン [4:57.21]

3 33905 橋本　千咲妃(3) 陵南
トクナガ　モモカ ヤスムロ [4:59.89]

4 45957 徳永　百華(3) 安室
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ [4:56.17]

5 35610 屋敷　萌子(1) 三木東
テラダ　ヒオリ ヒメジナダ [4:55.51]

6 40910 寺田　妃織(1) 姫路灘
ヒガシラ　スミカ トヨトミ [4:59.00]

7 41732 東良　純花(1) 豊富小
ミヤケ　ヒナ イナミキタ [4:47.49]

8 39572 宮宅　ひな(2) 稲美北
ツカモト　ユア アライ [4:38.84]

9 36134 塚本　夕藍(2) 荒井
ヤマグチ　アヤカ シオセ [4:49.99]

10 14292 山口　あやか(3) 塩瀬
ハラダ　ヒナ ヒラオカ [4:47.66]

11 33234 原田　陽菜(2) 平岡
ヤナイ　レノン ホウデン [4:55.00]

12 34346 柳井　蓮音(3) 宝殿
イケモト　ユイコ セイリョウダイ [4:55.00]

13 29502 池本　結子(2) 星陵台
オオニシ　ミソラ リョウナン [4:52.96]

14 33921 大西　美天(2) 陵南
クロダ　ナナ ヒメジナダ [4:54.00]

15 40965 黒田　奈那(3) 姫路灘
コウノ　ミオ セイリョウダイ [4:55.00]

16 29503 河野　心桜(2) 星陵台
アラキ　ミヒロ ヒメジナダ [4:52.62]

17 40977 荒木　心尋(2) 姫路灘
ヤマグチ　アイミ セイウン [4:50.00]

18 70221 山口　藍美(3) 青雲
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共通女子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ハナオカ　モトミ コウデラ [12:30.00]

1 43284 花岡　素実(1) 香寺
マノ　ユナ コウデラ [11:20.00]

2 43264 真野　由菜(2) 香寺
ヨシダ　ホノカ ソノダヒガシ [11:20.00]

3 11889 吉田　帆花(2) 園田東
ホリ　ユキナ ヤスムロ [11:15.00]

4 45969 堀　幸奈(2) 安室
ツツミ　マアヤ ソノダヒガシ [11:20.00]

5 11887 堤　真彩(2) 園田東
スギモト　ユミ コウデラ [11:20.00]

6 43271 杉本　結美(2) 香寺
ワシキタ　マユ ユリノキダイ [11:36.00]

7 60903 鷲北　茉優(1) ゆりのき台
カタヤマ　ホノカ ユリノキダイ [13:00.00]

8 60904 片山　穂ノ香(1) ゆりのき台
ワタナベ　ハルカ ヒメジナダ [10:29.37]

9 40994 渡邉　晴香(2) 姫路灘
イクタ　スイ トヨトミ [10:20.00]

10 41710 生田　翠(3) 豊富小
アリカワ　ヒナノ ヤスムロ [10:02.81]

11 45962 有川　ひなの(3) 安室
シオザキ　アヤリ コウデラ [10:05.17]

12 43237 塩﨑　彩理(3) 香寺
タネ　チサト トウコウ [10:20.00]

13 40553 種　知里(1) 東光
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ [10:24.63]

14 40655 細見　芽生(2) 白鷺小中
ヤマナカ　メイ シオセ [10:30.00]

15 14293 山中　愛結(3) 塩瀬
イノウエ　ユナ タイシヒガシ [10:15.00]

16 51600 井上　柚奈(2) 太子東
ハシモト　ユイナ コウデラ [11:00.00]

17 43266 橋本　結菜(2) 香寺
ナカバリ　ナユ ジユウガオカ [10:54.71]

18 35521 中張　菜柚(2) 自由が丘
ツジカワ　ミツキ リョウナン [10:45.00]

19 33912 辻川　海月(2) 陵南
カサマツ　セナ ヒメジナダ [10:35.41]

20 40983 笠松　世那(2) 姫路灘
タニムラ　カズサ ヤスムロ [10:40.00]

21 45972 谷村　和沙(2) 安室
オカダ　ユヅキ トヨトミ [10:50.00]

22 41721 岡田　優月(2) 豊富小
ハシモト　ハルナ コウデラ [11:00.00]

23 43265 橋本　晴菜(2) 香寺
カジハラ　ツカサ コウデラ [11:05.00]

24 43263 梶原　つかさ(2) 香寺

Powerd by AthleteRanking.com


