
共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワモト　マサナリ サンヨウ [11.28] ワタナベ　マナト ヒダカヒガシ [11.40]

2 40887 岩本　征成(3) 山陽 2 81280 渡邊　愛士(3) 日高東
イノウエ　ケイタ ヒガシタニ [11.27] マツオ　トモヤ ナダ [11.37]

3 18130 井上　敬太(3) 東谷 3 28423 松尾　朋哉(3) 灘
ノムラ　ケンシン マスイ [10.97] ムネミツ　クウ ヒロハタ [11.30]

4 40121 野村　謙心(3) 増位 4 41340 宗光　玖羽(3) 広畑
タニ　カズキ オシベダニ [11.22] タナベ　リョウマ タイシャ [11.30]

5 27525 谷　一輝(3) 押部谷 5 12980 田辺　涼真(3) 大社
フジヒラ　ナオヒロ ユリノキダイ [11.16] カイ　スグル ヒオカ [11.29]

6 60968 藤平　直弘(3) ゆりのき台 6 32959 甲斐　傑(3) 氷丘
メガ　タクミ タイシャ [11.02] シンヤ　カイリ タカサゴ [11.29]

7 12989 妻鹿　匠(3) 大社 7 36067 新屋　快浬(3) 高砂
イトウ　タイスケ シオセ [11.24] シモナカ　ユウセイ ソノダヒガシ [11.32]

8 14231 伊藤　太輔(3) 塩瀬 8 11882 下中　祐惺(3) 園田東
ヤマシタ　マナブ ミハラ [11.26] オカ　シュウヤ ホウバイ [11.36]

9 72049 山下　真武(3) 三原 9 16245 岡　周弥(3) 宝梅

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハラ　ユウシン コウブ [11.60] オクツ　ショウタ イナガワ [11.65]

2 13450 原　優心(3) 甲武 2 18509 奥津　翔太(3) 猪名川
タカハシ　アスカ カミ [11.56] ハタ　シンタロウ カスガ [11.65]

3 38902 高橋　飛鳥(3) 加美 3 65170 畑　晋太郎(3) 春日
カドノ　タクト ウオズミヒガシ [11.46] シマダ　イブキ マスイ [11.60]

4 32007 楞野　匠人(3) 魚住東 4 40118 嶋田　衣吹(3) 増位
ノヤマ　ヒロト ソノダ [11.50] マツモト　レント シカマヒガシ [11.60]

5 11320 野山　裕人(3) 園田 5 41073 松本　蓮人(3) 飾磨東
マツモト　リク スガノ [11.52] ミウラ　セイゴ イカワダニ [11.62]

6 44044 松本　琉空(3) 菅野 6 27242 三浦　勢悟(3) 伊川谷
アズマ　リンタロウ ホウデン [11.52] マツオ　ジュンペイ マスイ [11.60]

7 34321 東　倫太朗(3) 宝殿 7 40124 松尾　淳平(3) 増位
シバタ　リク サンヨウ [11.55] カワダ　ユウキ ホンタモン [11.63]

8 40888 柴田　浬空(3) 山陽 8 27085 川田　悠貴(3) 本多聞
ムラカミ　ケンリョウ オオクラ [11.54] ヨシカワ　リョウセイ ホウバイ [11.64]

9 31237 村上　堅亮(3) 大蔵 9 16267 吉川　涼生(3) 宝梅

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アライ　ムツナリ ニッシン [11.81] ナカイ　ショウタロウ ヒメジナダ [11.84]

2 10303 新井　睦也(3) 日新 3 40919 中井　笑太朗(3) 姫路灘
ウエナカ　ツバサ ソノダヒガシ [11.81] ホンダ　コウマ アリノキタ [11.82]

3 11888 上中　翼(3) 園田東 4 29374 本田　幸真(3) 有野北
ウエサカ　ユウ トヨオカキタ [11.72] ナガサカ　シュウイチ ウエノ [11.82]

4 80234 上坂　優羽(3) 豊岡北 5 21109 長坂　周一(3) 上野
ドイ　ハルキ カワラギチュウガッコウ [11.79] オガハラ　ユウタ ホウデン [11.82]

5 13555 土井　悠生(3) 瓦木 6 34322 小河原　優大(3) 宝殿
フジオカ　ヒロキ フクサキヒガシ [11.76] カナツ　トウマ ササヤマ [11.83]

6 43022 藤岡　宙希(3) 福崎東 7 62102 金津　斗真(3) 篠山
ハタナカ　シン カミ [11.79] ヤスダ　ソウタ ジョウヨウ [11.84]

7 38905 畑中　心(3) 加美 8 12132 安田　颯太(3) 常陽
コマエ　セイガ サンダガクエン [11.80] アンドウ　コウキ ミカゲ [11.83]

8 60121 小前　晴雅(3) 三田学園 9 20537 安藤　亘輝(3) 御影
ホダマ　ショウイチ ササヤマ [11.81]

9 62107 帆玉　翔一(3) 篠山

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシダ　ダイキ カンキ [23.39]

1 33717 西田　能基(3) 神吉
イマオカ　ユウキ ウオズミ [23.96]

2 31973 今岡　侑希(3) 魚住
カワシマ　ヒロト オダキタ [23.83]

3 10836 川嶋　浩斗(3) 小田北
ニイザワ　ユウト アリノキタ [22.78]

4 29371 新澤　悠人(3) 有野北
ヤマシロ　ショウタロウ タカクラ [22.96]

5 25349 山城　翔大朗(3) 高倉
ワダ　ジュンヤ シオセ [22.29]

6 14248 和田　純弥(3) 塩瀬
シマセ　ユウジ オゾノ [22.41]

7 12304 島瀬　裕次(3) 小園
ミョウエ　リョウタロウ オオクボ [23.37]

8 31628 明榮　凌太朗(3) 大久保
オガワ　コウタロウ ウエノ [23.27]

9 21106 小川　昂太朗(3) 上野

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシミ　ダイ イチジマ [53.55]

1 65320 吉見　大(3) 市島
クボ　ケイスケ ミキシリツミキチュウガッコウ [54.28]

2 35064 久保　慶介(3) 三木
タキノ　ソラ オオハラ [53.77]

3 29174 瀧埜　蒼(3) 大原
ヨシモト　ジュン ヒカリガオカ [52.78]

4 17014 吉本　潤(3) 光ガ丘
オガサワラ　ユズキ アリノキタ [52.57]

5 29363 小笠原　柚希(3) 有野北
サノ　ソウタロウ ヒラオカミナミ [52.29]

6 33322 佐野　颯太郎(3) 平岡南
サワダ　ツカネ フクサキヒガシ [50.63]

7 43019 澤田　緯(3) 福崎東
コバタ　ツヨシ シオセ [53.38]

8 14235 小幡　丈士(3) 塩瀬
ヤスダ　リンタロウ オキシオ [53.14]

9 43837 安田　麟太郎(3) 置塩

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカモト　カズマ ミナトジマガクエン [2:04.76]

2 21926 坂本　一馬(3) 港島学園
シオタ　ジン ミナミヒバリガオカ [2:04.10]

3 16748 塩田　尋(3) 南ひばりガ丘
オカダ　ユウスケ タカクラ [2:01.10]

4 25341 岡田　悠佑(3) 高倉
カドヤ　アキヒロ ボウカイ [2:01.03]

5 31541 角谷　秋嘉(3) 望海
トミタ　レオ シオセ [2:03.49]

6 14254 富田　蓮大(3) 塩瀬
マツイ　トモキ ソノダ [2:04.52]

7 11322 松井　智幹(3) 園田

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スエヨシ　ハルキ タマツ [4:24.24]

1 27650 末吉　春稀(3) 玉津
シバタ　タクト イブキダイ [4:24.06]

2 29621 柴田　拓人(3) 井吹台
カワイ　ユウヤ ヤマサキミナミ [4:23.70]

3 52730 河合　悠也(3) 山崎南
イシノ　タイセイ カンセイガクイン [4:23.65]

4 14703 石野　大晴(3) 関西学院
キタモト　ミズキ シオセ [4:24.76]

5 14252 北本　瑞希(3) 塩瀬
ヤマシタ　タカヒロ ヒラオカ [4:23.77]

6 33225 山下　貴大(3) 平岡
ミキ　コウスケ シカマヒガシ [4:11.74]

7 41071 三木　浩輔(3) 飾磨東
タカタ　ヒロト アリノ [4:06.54]

8 29213 髙田　滉翔(3) 有野
イソベ　コウタロウ カラト [4:16.35]

9 22908 磯部　煌太郎(3) 唐櫃
タグチ　ヒロユキ ウオズミ [4:15.24]

10 31990 田口　博教(3) 魚住
エダ　ユウト フタミ [4:21.82]

11 32183 江田　裕人(3) 二見
ニシ　コウヘイ シンダイフゾクチュウ [4:18.05]

12 28210 西　洸平(3) 神大附属
イヌイ　ハルト イタミミナミ [4:20.93]

13 19331 乾　遥斗(3) 伊丹南
ヒガキ　アオイ ヤスムロ [4:21.43]

14 45981 檜垣　蒼(3) 安室
フジワラ　ハルユキ カンキ [4:20.33]

15 33718 藤原　悠之(3) 神吉
ナカノ　ツバサ キタコウベ [4:22.82]

16 24130 中野　元翔(3) 北神戸

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクトミ　ショウ アリノ [9:28.39]

1 29209 福冨　翔(3) 有野
セガワ　シュウヤ ヒラノ [9:25.26]

2 27870 瀬川　柊也(3) 平野
オク　タクマ アリノキタ [9:25.17]

3 29365 奥　琢磨(3) 有野北
オオイ　レン オゾノ [9:26.98]

4 12301 大井　廉(3) 小園
ミウラ　ショウタ タツノニシ [8:52.15]

5 51351 三浦　彰太(3) 龍野西
ニシガキ　レン カコガワチュウブ [9:00.08]

6 33160 西垣　怜(3) 加古川中部
ハシモト　ユウタ セイリョウダイ [8:50.76]

7 29504 橋本　昊太(3) 星陵台
オクムラ　シュンタ オオイケチュウガッコウ [9:00.40]

8 23019 奥村　俊太(3) 大池
マエオカ　ユウキ イナガワ [9:23.31]

9 18528 前岡　勇輝(3) 猪名川
ヤマモト　ミツキ ジユウガオカ [9:24.12]

10 35581 山本　弥輝(3) 自由が丘
イクタ　コタロウ シカマニシ [9:08.22]

11 41237 生田　鼓太郎(3) 飾磨西

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子110mH [91.4cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミズノ　リクト オゾノ [15.47] トミタ　レオ アクラ [16.15]

2 12309 水野　陸翔(3) 小園 2 16814 冨田　玲央(3) 安倉
タグチ　ナオヒロ カミコウシエン [15.50] サトウ　ユウスケ シカマニシ [16.27]

3 13672 田口　直裕(3) 上甲子園 3 41223 佐藤　祐輔(3) 飾磨西
カスタニ　ハルキ シカマニシ [15.01] イマイ　ショウゴ ニシノミヤハマ [15.80]

4 41222 粕谷　陽樹(3) 飾磨西 4 12751 今井　翔心(3) 西宮浜
ハスカ　ハヤテ カコガワチュウブ [14.70] マカリ　ヨウスケ ヒダカヒガシ [15.80]

5 33162 蓮香　颯(3) 加古川中部 5 81287 真狩　陽介(3) 日高東
ハシモト　ケイタ ユメサキ [15.07] ホンマ　リョウジ ヒメジヒガシ [15.88]

6 45510 橋本　圭汰(3) 夢前 6 45607 本間　涼司(3) 姫路東
クニイ　ヒロト オダキタ [15.21] クボタ　ケイ フタミ [16.04]

7 10831 國井　大翔(3) 小田北 7 32184 久保田　圭(3) 二見
ヨシダ　リク ゴシキ [15.22] ミヤモト　リュウセイ イチジマ [16.10]

8 74084 吉田　陸(3) 五色 8 65306 宮本　琉生(3) 市島

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コジマ　アオバ ユラ [1.81]

1 70412 小島　碧波(3) 由良
イシイ　ハルト クラクエン [1.79]

2 13013 石井　喜人(3) 苦楽園
クサノ　レイジロウ ホウバイ [1.82]

3 16248 草野　礼二朗(3) 宝梅
サンダ　ケンタロウ シゴウガクイン [1.87]

4 42037 三田　健太朗(3) 四郷学院
スセハラ　ハク アコウヒガシ [1.78]

5 50630 周世原　春玖(3) 赤穂東

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワシマ　コウキ オゾノ [3.40]

1 12302 川嶋　恒輝(3) 小園
オガワ　アヤト アリノキタ [3.50]

2 29364 小川　綾斗(3) 有野北
タキオ　イツキ ミナトガワ [3.50]

3 22326 瀧尾　一稀(3) 湊川

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジモト　ケンシン カミ [6.32]

1 38906 藤本　謙伸(3) 加美
オグス　ハルム シオセ [6.10]

2 14232 小楠　覇夢(3) 塩瀬
ヤマダ　リクト カスガ [6.10]

3 65171 山田　陸翔(3) 春日
アベ　ショウゾウ タイシャ [6.22]

4 12991 阿部　将三(3) 大社
クロダ　タイセイ タツノヒガシ [6.27]

5 51141 黒田　大晴(3) 龍野東

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカグチ　アキラ ソノダ [12.23]

1 11321 坂口　彰良(3) 園田
フジタニ　トア アリノキタ [12.39]

2 29373 藤谷　遙聖(3) 有野北
ヤノ　カンタ イナガワ [12.32]

3 18563 矢野　寛太(3) 猪名川

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コウシ　タダヨシ クラクエン [11.35]

1 13017 合志　忠祥(3) 苦楽園
ジョン　ジヌ ムコヒガシ [11.10]

2 12266 鄭　眞友(3) 武庫東
ナルセ　ノリヨシ シカマヒガシ [12.03]

3 41080 成瀬　憲貴(3) 飾磨東
キイ　ヤマト ミドリガオカ [11.67]

4 35420 喜　大和(3) 緑が丘
スガ　ユウシ ホウバイ [11.05]

5 16252 菅　結史(3) 宝梅
スダ　オウラ ユラ [14.84]

6 70414 須田　旺来(3) 由良
キノシタ　ジン イチジマ [13.34]

7 65309 木下　仁(3) 市島
ミヤモト　ゲンキ ナガサカ [11.66]

8 60428 宮本　拳気(3) 長坂
ササクラ　ワラク カミ [11.33]

9 38900 笹倉　和楽(3) 加美

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子円盤投 [1.5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サナダ　カイト アサヒチュウ [32.41]

1 41550 眞田　海斗(3) 朝日
ヒラノ　タイシン セイウン [30.66]

2 70260 平野　泰慎(3) 青雲
ムラモト　イサミ ミハラ [34.07]

3 72055 村本　勇海(3) 三原
マエコバ　シオン シラカワダイ [31.04]

4 25715 前木場　獅音(3) 白川台
ハブタ　ショウヘイ オゾノ [30.71]

5 12306 土生田　翔平(3) 小園
アラキ　コウスケ トウコウ [34.96]

6 40561 荒木　公輔(3) 東光
ヤマカワ　シュウマ トヨオカキタ [30.95]

7 80237 山川　宗真(3) 豊岡北

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イタニ　ハルナ タモンヒガシ [12.77] シミズ　アイリ サンダガクエン [12.95]

2 26729 井谷　陽菜(3) 多聞東 2 60125 清水　あいり(3) 三田学園
ニシムラ　フウナ タダ [12.77] フジタ　ココロ オシベダニ [12.92]

3 18034 西村　楓那(3) 多田 3 27513 藤田　こころ(3) 押部谷
サイトウ　アズミ タモンヒガシ [12.24] カダ　ミサキ ユラ [12.81]

4 26731 西藤　杏純(3) 多聞東 4 70439 加田　実咲(3) 由良
ソウノ　ハルカ サンヨウ [12.19] フジタ　マナ サンダガクエン [12.77]

5 40890 宗野　華楓(3) 山陽 5 60127 藤田　真凪(3) 三田学園
カダ　ミユウ ユラ [12.18] ニシダ　カナ タイシヒガシ [12.79]

6 70440 加田　実優(3) 由良 6 51684 西田　佳那(3) 太子東
コウザイ　マオ ミナトジマガクエン [12.32] キハラ　ミナエ ヒラオカ [12.79]

7 21917 香西　万桜(3) 港島学園 7 33223 木原　美苗(3) 平岡
ミツヤス　シズク ヒラオカ [12.41] マツモト　アカリ アボシ [12.85]

8 33230 光安　しずく(3) 平岡 8 41489 松本　あかり(3) 網干
フジハラ　タマナ カコガワ [12.45]

9 32817 藤原　多愛(3) 加古川

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨコヤマ　ハナエ ベフ [13.18] スエ　キアラ ユラ [13.34]

2 33536 横山　英恵(3) 別府 2 70443 須恵　樹杏良(3) 由良
ウエダ　ナナミ ウオズミヒガシ [13.20] オグラ　チカ オノミナミ [13.33]

3 32008 植田　菜々美(3) 魚住東 3 37025 小倉　知華(3) 小野南
タケムラ　ミオ ヒラキチュウガッコウ [12.97] カワカミ　レイコ ヒカミ [13.32]

4 13306 武村　美緒(3) 平木 4 64486 川上　怜子(3) 氷上
カワタ　スミカ ミハラ [13.14] カサタニ　リコ オゾノ [13.31]

5 72090 河田　純花(3) 三原 5 12307 笠谷　梨恋(3) 小園
アブ　アリサ クロダショウ [13.17] モトヤマ　キョウ テンノウジガワ [13.28]

6 39141 阿武　有紗(3) 黒田庄 6 19584 基山　今日(3) 天王寺川
ニシモリ　ナナミ タイシャ [13.08] フジサワ　チナ ヒカミ [13.32]

7 12950 西森　菜那未(3) 大社 7 64490 藤澤　智菜(3) 氷上
イシトビ　ユキナ ヒメジタカオカ [13.18] ヨシダ　ココミ カワラギチュウガッコウ [13.33]

8 40370 石飛　優生菜(3) 姫路高丘 8 13576 吉田　心美(3) 瓦木

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コンドウ　ミオ カスガ [27.61]

3 65174 近藤　魅桜(3) 春日
ヨシイ　アユ ヒオカ [24.56]

4 32904 好井　愛結(3) 氷丘
オオニシ　ユイ サンヨウ [26.79]

5 40882 大西　結(3) 山陽
アンドウ　ミヤビ トウコウ [26.40]

6 40531 安藤　雅姫(3) 東光
タニグチ　アミ ヒラオカ [26.02]

7 33227 谷口　亜実(3) 平岡
クゴ　サクラ アサヒガオカ [26.90]

8 37261 久語　さくら(3) 旭丘

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アベ　マリコ サンダガクエン [2:25.74]

1 60122 安部　真梨子(3) 三田学園
クスダ　アヤネ タンナン [2:25.34]

2 62761 楠田　綾音(3) 丹南
オバナ　シオリ ヤスムロ [2:25.90]

3 45956 尾鼻　栞(3) 安室
ヨシイ　マユ ヒオカ [2:13.08]

4 32902 好井　万結(3) 氷丘
モチダ　アキ シカマニシ [2:19.28]

5 41228 持田　亜姫(3) 飾磨西
タキモト　コノカ タカクラ [2:21.29]

6 25327 瀧本　樹香(3) 高倉
タジカ　フキ ミドリガオカ [2:22.52]

7 35427 多鹿　蕗(3) 緑が丘
クスノキ　ミサキ ミキヒガシ [2:25.32]

8 35693 楠　望咲(3) 三木東
ヤマナカ　メイ シオセ [2:25.22]

9 14293 山中　愛結(3) 塩瀬
ヤナイ　レノン ホウデン [2:23.15]

10 34346 柳井　蓮音(3) 宝殿
ソープ　エマ カコガワ [2:23.75]

11 32818 ソープ　愛満(3) 加古川

Powerd by AthleteRanking.com



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
カミヤマ　タマキ カコガワ [4:55.26] ハシモト　チサキ リョウナン [4:59.49]

1 32814 神山　碧希(3) 加古川 1 33905 橋本　千咲妃(3) 陵南
ショウジ　アヤカ カコガワチュウブ [4:54.87] ユラ　サクラ カスガ [4:58.00]

2 33173 庄司　彩夏(3) 加古川中部 2 65172 由良　和桜(3) 春日
クロダ　ナナ ヒメジナダ [4:54.60] カンキ　サエ カンキ [4:58.45]

3 40965 黒田　奈那(3) 姫路灘 3 33703 神吉　彩絵(3) 神吉
イイヅカ　エリコ タイサンジ [4:55.67] ニキ　スズカ ヒラオカ [4:59.03]

4 28103 飯塚　恵莉子(3) 太山寺 4 33228 二木　涼楓(3) 平岡
ナガサキ　アオイ タチバナ [4:51.49] トクナガ　モモカ ヤスムロ [4:59.60]

5 11112 長崎　葵(3) 立花 5 45957 徳永　百華(3) 安室
アリカワ　ヒナノ ヤスムロ [4:38.02] ニシテ　ユウカ イタミヒガシ [4:55.75]

6 45962 有川　ひなの(3) 安室 6 19187 西手　優花(3) 伊丹東
ヤスダ　ルナ オダキタ [4:32.83] ウシロダ　ノア ナガサカ [4:55.81]

7 10836 安田　瑠捺(3) 小田北 7 60426 後田　乃愛(3) 長坂
ニイ　フウナ シカマニシ [4:27.28] ヤマグチ　アヤカ シオセ [4:55.68]

8 41229 新　楓菜(3) 飾磨西 8 14292 山口　あやか(3) 塩瀬
タカタ　サラ イナミ [4:39.25] ミヤモト　アキ テンノウジガワ [4:55.81]

9 39408 高田　紗良(3) 稲美 9 19595 宮本　愛希(3) 天王寺川
タナカ　ユマ オノ [4:41.68] ナカマ　モミジ カコガワチュウブ [4:55.92]

10 37103 田中　由眞(3) 小野 10 33175 中間　椛(3) 加古川中部
イクタ　スイ トヨトミ [4:43.15] ニシムラ　アカリ タイシニシ [4:56.13]

11 41710 生田　翠(3) 豊富小 11 51744 西村　彩花梨(3) 太子西
スエカネ　ホノカ シカマニシ [4:43.03] ヤマグチ　アイミ セイウン [4:56.50]

12 41230 末兼　帆乃花(3) 飾磨西 12 70221 山口　藍美(3) 青雲
ヒロセ　ハルカ ウエガハラ [4:48.44] スギナガ　ミク カミコウシエン [4:56.76]

13 13106 廣瀬　春佳(3) 上ケ原 13 13677 杉永　美空(3) 上甲子園
セキモト　ハルカ コウブ [4:49.54] コバヤシ　チヒロ トヨトミ [4:56.28]

14 13444 関本　遥(3) 甲武 14 41712 小林　千紘(3) 豊富小
チカヒサ　レイナ ホウバイ [4:48.20]

15 16250 近久　怜奈(3) 宝梅

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ツボタ　マドカ タイサンジ [15.11] オシキリ　サラ ヒオカ [15.83]

1 28111 坪田　まどか(3) 太山寺 2 32903 押切　咲楽(3) 氷丘
ヤマウチ　マユカ ササヤマヒガシ [15.12] ヤナギ　ミユキ アクラ [15.62]

2 62272 山内　真結花(3) 篠山東 3 16832 栁　美幸(3) 安倉
ヨシザワ　リナ イタミミナミ [15.10] クロダ　ハナヨ ムコヒガシ [15.23]

3 19312 吉澤　梨杏(3) 伊丹南 4 12275 黒田　華代(3) 武庫東
サオカ　サツキ ヒラオカ [14.41] スズキ　ミコト ニッシン [15.40]

4 33225 佐岡　沙都紀(3) 平岡 5 10360 鈴木　心琴(3) 日新
ヨシモト　リン ユラ [14.91] ヤマモト　サヤ カンキ [15.42]

5 70445 由本　凛(3) 由良 6 33711 山本　咲綾(3) 神吉
カワシモ　サリハ ベフ [14.89] サカモト　ワコ ヒメジナダ [15.21]

6 33537 川下　さりは(3) 別府 7 40967 坂本　和子(3) 姫路灘
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ [14.90] セト　ユナ ニシノミヤハマ [15.61]

7 33311 杉森　結衣(3) 平岡南 8 12706 瀬戸　優那(3) 西宮浜
ナカガワ　ソナ オノ [14.98] ヤマモト　ソラ コウリョウ [15.43]

8 37104 中川　朔那(3) 小野 9 13256 山本　そら(3) 甲陵
マツムラ　ホマレ ベフ [14.92]

9 33529 松村　帆希(3) 別府
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共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハタヤマ　マユカ ユラ [1.46]

1 70444 畑山　真有香(3) 由良
モリイ　メイ リョウナン [1.48]

2 33903 森井　芽生(3) 陵南
ウエダ　リン ムコヒガシ [1.48]

3 12276 上田　鈴(3) 武庫東
ハラダ　リコ コウヨウ [1.58]

4 20044 原田　梨子(3) 向洋
ナカタニ　サヤ ヒラノ [1.45]

5 27842 中谷　紗也(3) 平野
ドイ　カレン アサヒチュウ [1.50]

6 41537 土井　果恋(3) 朝日
オオヒラ　キコ カラト [1.48]

7 22905 大平　稀子(3) 唐櫃
ナイトウ　アカリ ベフ [1.48]

8 33535 内藤　星(3) 別府
マトバ　サチ ヒガシタニ [1.45]

9 18148 的場　倖(3) 東谷
カノウ　アヤカ フカズ [1.51]

10 14521 加納　采佳(3) 深津
クチマル　ヒナ オゾノ [1.51]

11 12309 口丸　陽菜(3) 小園

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キヌガワ　ミオ シカマヒガシ [5.17]

1 41073 衣川　美生(3) 飾磨東
ニシワキ　マナミ カワラギチュウガッコウ [5.13]

2 13573 西脇　愛美(3) 瓦木
タカノ　マホ ジユウガオカ [5.06]

3 35587 高野　真歩(3) 自由が丘
ヨシモリ　アカリ コウリョウ [5.06]

4 13271 吉森　あかり(3) 甲陵
マツモト　ナオ コウブ [5.03]

5 13449 松本　直(3) 甲武
コヤマ　サクラ ベフ [5.46]

6 33533 小山　さくら(3) 別府
フジイ　カエデ ミドリガオカ [5.13]

7 35430 藤井　楓(3) 緑が丘
ナカ　ミサキ ヒガシタニ [4.83]

8 18147 仲　美咲(3) 東谷
スエト　サクラ カミカワ [4.95]

9 43590 末戸　さくら(3) 神河
シマダ　カンナ セイウン [5.07]

10 70215 島田　栞那(3) 青雲
マスナガ　ココネ ツツイダイ [5.52]

11 21301 舛永　心音(3) 筒井台
イシダ　リンカ セイリョウダイ [5.23]

12 29521 石田　凜花(3) 星陵台
ヨシモト　コユキ シオセ [4.81]

13 14286 吉本　こゆき(3) 塩瀬
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシカワ　イヅキ イタミヒガシ [12.08]

1 19186 西川　稜月(3) 伊丹東
マツバ　コトネ ヤスムロ [10.64]

2 45960 松場　琴音(3) 安室
カガミゾノ　ナナミ ムコヒガシ [10.90]

3 12277 鏡園　七海(3) 武庫東
カワイ　ミユウ オオクボキタ [11.06]

4 32276 河合　美憂(3) 大久保北
ナガイ　アヤカ ハマノミヤ [12.95]

5 33445 永井　彩花(3) 浜の宮
コバヤシ　ユイ カミカワ [11.15]

6 43592 小林　優生(3) 神河
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共通女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オカモト　ナナミ ガクブン [25.02]

1 14079 岡本　七海(3) 学文
コニシ　ノア オオハラ [25.18]

2 29144 小西　乃愛(3) 大原
ヤマモト　ナツ ベフ [26.43]

3 33530 山本　奈津(3) 別府
ササタニ　ミウ ボウカイ [25.42]

4 31571 笹谷　美羽(3) 望海
ウエナカ　ハノン ニシノミヤハマ [26.14]

5 12702 上中　遥音(3) 西宮浜
イシダ　サナ カコガワヤマテ [29.98]

6 33071 石田　紗奈(3) 加古川山手
ハラダ　イロハ ヒラオカ [28.04]

7 33229 原田　彩葉(3) 平岡
ノムラ　スズネ カシマ [25.22]

8 36200 野村　鈴音(3) 鹿島
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