
リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
大会記録 43.67 千田・和田・溝内・亀山 （神戸・玉津）  加古川 予選 8/29 12:30 (8-0+8)

決勝 8/29 14:00 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
シオセ  GR オオクボ

1 塩瀬 q 43.14 4 大久保 45.25
[1] オグス　ハルム [2] トシツナ　アキヒロ [1] フクダ　セフン [2] フジイ　イツキ

14232 小楠 覇夢(3) 14279 年綱 晃広(2) 31632 福田 世勳(3) 31631 藤井 一輝(3)
[3] イトウ　タイスケ [4] ワダ　ジュンヤ [3] キノシタ　キョウタロウ [4] ミョウエ　リョウタロウ

14231 伊藤 太輔(3) 14248 和田 純弥(3) 31643 木下 恭太朗(2) 31628 明榮 凌太朗(3)
タイシャ マスイ

2 大社 q 44.17 5 増位 45.41
[1] サイノ　タイキ [2] アベ　ショウゾウ [1] シマダ　イブキ [2] マツオ　ジュンペイ

12986 齋野 太希(3) 12991 阿部 将三(3) 40118 嶋田 衣吹(3) 40124 松尾 淳平(3)
[3] タナベ　リョウマ [4] メガ　タクミ [3] ノムラ　ケンシン [4] コバヤシ　マサズミ

12980 田辺 涼真(3) 12989 妻鹿 匠(3) 40121 野村 謙心(3) 40117 小林 将純(3)
ミハラ

3 三原 q 44.75
[1] トミヤマ　ショウゴ [2] ナカジマ　レイ

72047 富山 祥伍(3) 72045 中島 羚(3)
[3] ナカノ　マヒロ [4] ヤマシタ　マナブ

72048 仲野 真優(3) 72049 山下 真武(3)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ノノイケ ユリノキダイ

1 野々池 q 44.64 4 ゆりのき台 45.31
[1] ツノダ　シュン [2] モロオカ　シュンスケ [1] ウトミヤ　ハルト [2] サカモト　ソウタ

31418 角田 俊(3) 31425 諸岡 俊亮(3) 60952 宇都宮 暖和(3) 60973 坂本 颯大(2)
[3] イチ　トモアキ [4] ヤスイ　タツヤ [3] ホリオ　ミライ [4] フジヒラ　ナオヒロ

31412 市 朋顕(3) 31422 安井 達哉(3) 60963 堀尾 望来(3) 60968 藤平 直弘(3)
コウブ ホウデン

2 甲武 q 44.65 宝殿 DNS
[1] オノヤマ　アキトシ [2] モリタ　ハル

13443 小野山 明寿(3) 13469 森田 暖(2)
[3] マエゾノ　ショウキ [4] ハラ　ユウシン

13451 前園 尚輝(3) 13450 原 優心(3)
ユメサキ

3 夢前 q 44.78
[1] タナカ　ショウエイ [2] ナカムラ　シュウト

45507 田中 翔瑛(3) 45509 中村 柊仁(3)
[3] ハシモト　ケイタ [4] クニトモ　イッキ

45510 橋本 圭汰(3) 45517 國友 勇旗(2)
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リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
アリノキタ オオツ

1 有野北 q 44.26 4 大津 45.66
[1] オガサワラ　ユズキ [2] ニイザワ　ユウト [1] アダチ　シュウヤ [2] コバヤシ　カズシ

29363 小笠原 柚希(3) 29371 新澤 悠人(3) 46130 足立 朱優(2) 46116 小林 和司(3)
[3] ホンダ　コウマ [4] フジタニ　トア [3] マツシタ　ショウト [4] ハヤシ　リョウスケ

29374 本田 幸真(3) 29373 藤谷 遙聖(3) 46114 松下 翔斗(3) 46132 林 良祐(2)
サンヨウ カワラギチュウガッコウ

2 山陽 44.93 5 瓦木 46.16
[1] イワモト　マサナリ [2] シバタ　リク [1] イノウエ　ジョウタロウ [2] イケナガ　マサヤ

40887 岩本 征成(3) 40888 柴田 浬空(3) 13553 井上 丈太郎(3) 13557 池永 雅也(3)
[3] カワサキ　ユウスケ [4] シモムラ　ハク [3] シミズ　ソウタ [4] ドイ　ハルキ

40892 川﨑 雄介(2) 40881 下村 伯(3) 13559 清水 颯大(3) 13555 土井 悠生(3)
ホウバイ

3 宝梅 45.14
[1] ヨシカワ　リョウセイ [2] ヤスハラ　トモヒロ

16267 吉川 涼生(3) 16266 安原 知宏(3)
[3] ウエノ　トモヤ [4] オカ　シュウヤ

16274 上野 智哉(2) 16245 岡 周弥(3)

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カミ メイホウ

1 加美 q 44.64 4 明峰 46.12
[1] タカハシ　アスカ [2] ハタナカ　シン [1] オクドノ　ユウト [2] アキタ　コウヘイ

38902 高橋 飛鳥(3) 38905 畑中 心(3) 17766 奥殿 友翔(3) 17782 秋田 康平(3)
[3] ヤマダ　ナツキ [4] ハシヅメ　タツキ [3] アベ　ショウマ [4] モトヤマ　カイセイ

38913 山田 那月(2) 38912 橋詰 竜輝(2) 17763 阿部 翔真(3) 17776 本山 凱生(3)
カコガワ ソノダヒガシ

2 加古川 45.89 5 園田東 46.62
[1] サカモト　マサト [2] イトウ　シンスケ [1] ウエナカ　ツバサ [2] ナカイ　リョウマ

32823 坂本 誠人(2) 32867 伊藤 真介(3) 11888 上中 翼(3) 11884 仲井 涼馬(3)
[3] ヤスイ　タイガ [4] マツシタ　アユム [3] キタノ　ハルト [4] シモナカ　ユウセイ

32863 安井 泰雅(3) 32828 松下 歩(2) 11890 北野 陽士(3) 11882 下中 祐惺(3)
カコガワチュウブ

3 加古川中部 45.94
[1] ハシモト　コウダイ [2] ハスカ　ハヤテ

33161 橋本 広大(3) 33162 蓮香 颯(3)
[3] エガシラ　タツ [4] フルタ　ユウスケ

33151 江頭 樹(3) 33166 古田 優介(3)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オシベダニ ヒメジナダ

1 押部谷 44.85 4 姫路灘 46.23
[1] マツオ　サネヒト [2] マエダ　シュンスケ [1] ハヤシ　タカヤ [2] カワモト　リュウキ

27530 松尾 真仁(3) 27523 前田 駿輔(3) 40932 林 剛也(2) 40914 川元 琉暉(3)
[3] エビス　セイダイ [4] タニ　カズキ [3] ナカイ　ショウタロウ [4] タナカ　リョウガ

27521 戎 晴大(3) 27525 谷 一輝(3) 40919 中井 笑太朗(3) 40929 田中 崚雅(2)
オゾノ シカマヒガシ

2 小園 45.46 5 飾磨東 46.73
[1] ナガイシ　イッシン [2] ミズノ　リクト [1] タカシマ　ナユト [2] ツルタ　サクマ

12305 長石 一真(3) 12309 水野 陸翔(3) 41075 髙島 成優音(3) 41079 鶴田 朔麻(3)
[3] サクマ　ハルキ [4] シマセ　ユウジ [3] ヒガシ　コウスケ [4] マツモト　レント

12303 佐久間 陽光(3) 12304 島瀬 裕次(3) 41076 東 滉介(3) 41073 松本 蓮人(3)
ソノダ

3 園田 45.99
[1] サカグチ　アキラ [2] ミツモト　アキラ

11321 坂口 彰良(3) 11326 光本 陽(3)
[3] クス　ソウタ [4] ノヤマ　ヒロト

11324 楠 颯太(3) 11320 野山 裕人(3)
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リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

6組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ナダ トヨトミ

1 灘 45.31 4 豊富 47.23
[1] ミツドウ　ソウシ [2] マツオ　トモヤ [1] ドロ　ソウタ [2] コバヤシ　アツヤ

28424 光藤 創志(3) 28423 松尾 朋哉(3) 41710 泥 蒼太(3) 41714 小林 篤矢(3)
[3] ヤナギダ　レント [4] ワダ　ケイシ [3] ヤマモト　ハルト [4] トミヤマ　リョウタ

28425 柳田 蓮斗(3) 28426 和田 啓詩(3) 41711 山本 陽斗(3) 41713 富山 涼太(3)
イブキダイ フクサキヒガシ

2 井吹台 45.85 福崎東 DNS
[1] イシイ　リクト [2] キノシタ　ナオト

29623 石井 璃玖斗(3) 29633 木下  直翔(3)
[3] ニシモト　ヨシタロウ [4] ツチハシ　ハルト

29648 西本 義太郎(2) 29647 土橋 遥人(2)
サンダガクエン

3 三田学園 46.71
[1] エチガワ　ケンタ [2] コマエ　セイガ

60142 越川 堅太(2) 60121 小前 晴雅(3)
[3] フジタ　ケイゴ [4] シライシ　リョウ

60123 藤田 啓伍(3) 60122 白石 稜(3)

7組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ウオズミ ゴシキ

1 魚住 46.40 3 五色 46.92
[1] ハナダ　シュウ [2] イマオカ　ユウキ [1] ミヤケ　カイリ [2] ヨシダ　リク

31985 花田 柊(3) 31973 今岡 侑希(3) 74075 三宅 海吏(3) 74084 吉田 陸(3)
[3] オグラ　レンジ [4] オオニシ　アサト [3] シバトウゲ　ノブキ [4] ニシムラ　ヒロ

31974 小椋 蓮司(3) 31987 大西 亜沙翔(3) 74085 柴峠 伸樹(2) 74083 西村 比呂(3)
ワダヤマ リョウナン

2 和田山 46.67 4 陵南 46.98
[1] ヤマモト　シヨウ [2] ヤマモト　アオイ [1] テラキタ　コウセイ [2] ハシモト　タイキ

83434 山本 紫陽(2) 83442 山本 葵(2) 33963 寺北 幸誠(3) 33933 𣘺本 泰希(2)
[3] イシカワ　ヨウイチロウ [4] ヤマモト　エイタ [3] ホウライ　ショウタ [4] スガ　トウイ

83430 石川 陽一郎(2) 83432 山本 瑛大(2) 33927 蓬莱 聖太(2) 33962 菅 柊生(3)

8組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ウエノ カンキ

1 上野 45.45 3 神吉 46.63
[1] タカヤマ　レツ [2] ナガサカ　シュウイチ [1] マツザキ　ネオ [2] シミズ　ノゾミ

21108 高山 烈(3) 21109 長坂 周一(3) 33719 松﨑 嶺央(3) 33712 清水 希望(3)
[3] アオヤマ　ショウヘイ [4] オガワ　コウタロウ [3] タカオカ　イツキ [4] ニシダ　ダイキ

21105 青山 昇平(3) 21106 小川 昂太朗(3) 33714 高岡 樹(3) 33717 西田 能基(3)
イチジマ イマヅ

2 市島 46.54 4 今津 47.74
[1] フチガミ　カナタ [2] ミヤモト　リュウセイ [1] スガイ　コウヘイ [2] イブリ　ソウイチロウ

65305 渕上 叶太(3) 65306 宮本 琉生(3) 13707 須貝 康平(3) 13722 飯降 蒼一郎(2)
[3] ヤマナカ　カケル [4] ヨシミ　ダイ [3] イワモト　ケイスケ [4] ミウラ　ケイタ

65302 山中 翔琉(3) 65320 吉見 大(3) 13708 岩本 佳祐(3) 13711 三浦 啓汰(3)

q:プラスによる進出    GR:大会記録  DNS:欠場  
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リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通男子4x100mR
大会記録 43.67 千田・和田・溝内・亀山 （神戸・玉津）  加古川 予選 8/29 12:30 (8-0+8)

決勝 8/29 14:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
シオセ  GR

1 塩瀬 42.63 兵庫中学新

[1] オグス　ハルム [2] トシツナ　アキヒロ

14232 小楠 覇夢(3) 14279 年綱 晃広(2)
[3] イトウ　タイスケ [4] ワダ　ジュンヤ

14231 伊藤 太輔(3) 14248 和田 純弥(3)
タイシャ  GR

2 大社 43.40
[1] サイノ　タイキ [2] アベ　ショウゾウ

12986 齋野 太希(3) 12991 阿部 将三(3)
[3] タナベ　リョウマ [4] メガ　タクミ

12980 田辺 涼真(3) 12989 妻鹿 匠(3)
アリノキタ  GR

3 有野北 43.43
[1] オガサワラ　ユズキ [2] ニイザワ　ユウト

29363 小笠原 柚希(3) 29371 新澤 悠人(3)
[3] ホンダ　コウマ [4] フジタニ　トア

29374 本田 幸真(3) 29373 藤谷 遙聖(3)
ユメサキ

4 夢前 43.91
[1] タナカ　ショウエイ [2] ナカムラ　シュウト

45507 田中 翔瑛(3) 45509 中村 柊仁(3)
[3] ハシモト　ケイタ [4] クニトモ　イッキ

45510 橋本 圭汰(3) 45517 國友 勇旗(2)
ノノイケ

5 野々池 43.95
[1] ツノダ　シュン [2] モロオカ　シュンスケ

31418 角田 俊(3) 31425 諸岡 俊亮(3)
[3] イチ　トモアキ [4] ヤスイ　タツヤ

31412 市 朋顕(3) 31422 安井 達哉(3)
カミ

6 加美 44.21
[1] タカハシ　アスカ [2] ハタナカ　シン

38902 高橋 飛鳥(3) 38905 畑中 心(3)
[3] ヤマダ　ナツキ [4] ハシヅメ　タツキ

38913 山田 那月(2) 38912 橋詰 竜輝(2)
ミハラ

7 三原 44.44
[1] トミヤマ　ショウゴ [2] ナカジマ　レイ

72047 富山 祥伍(3) 72045 中島 羚(3)
[3] ナカノ　マヒロ [4] ヤマシタ　マナブ

72048 仲野 真優(3) 72049 山下 真武(3)
コウブ

8 甲武 44.68
[1] オノヤマ　アキトシ [2] モリタ　ハル

13443 小野山 明寿(3) 13469 森田 暖(2)
[3] マエゾノ　ショウキ [4] ハラ　ユウシン

13451 前園 尚輝(3) 13450 原 優心(3)

GR:大会記録  
2020/09/28 10:09:44
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リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
大会記録 48.71 横溝・前田・櫻井・西村 （東播・宝殿）  加古川 予選 8/29  9:15 (5-0+8)

決勝 8/29 10:45 

〈〈 予選 〉〉

1組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒラオカ ベフ

1 平岡 q 48.80 4 別府 q 51.31
[1] キハラ　ミナエ [2] サオカ　サツキ [1] ナイトウ　アカリ [2] カワシモ　サリハ

33223 木原 美苗(3) 33225 佐岡 沙都紀(3) 33535 内藤 星(3) 33537 川下 さりは(3)
[3] タニグチ　アミ [4] ミツヤス　シズク [3] ヨコヤマ　ハナエ [4] コヤマ　サクラ

33227 谷口 亜実(3) 33230 光安 しずく(3) 33536 横山 英恵(3) 33533 小山 さくら(3)
タモンヒガシ ゴシキ

2 多聞東 q 50.64 5 五色 54.51
[1] シロシタ　リノ [2] イタニ　ハルナ [1] ミナミ　ユウキ [2] シンドウ　リオナ

26723 城下 梨乃(3) 26729 井谷 陽菜(3) 74017 南 裕妃(2) 74020 進藤 梨央奈(1)
[3] オカベ　ハルナ [4] サイトウ　アズミ [3] ヨケ　カノコ [4] コショウ　ミズキ

26726 岡部 陽菜(3) 26731 西藤 杏純(3) 74010 除 佳乃子(3) 74016 古匠 瑞希(2)
ユラ

3 由良 q 50.81
[1] スエ　キアラ [2] カダ　ミユウ

70443 須恵 樹杏良(3) 70440 加田 実優(3)
[3] ヨシモト　リン [4] カダ　ミサキ

70445 由本 凛(3) 70439 加田 実咲(3)

2組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
ヒオカ コウリョウ

1 氷丘 q 49.91 4 甲陵 q 51.81
[1] ヨシイ　マユ [2] オシキリ　サラ [1] ヤマモト　ソラ [2] ヨシモリ　アカリ

32902 好井 万結(3) 32903 押切 咲楽(3) 13256 山本 そら(3) 13271 吉森 あかり(3)
[3] ホリイ　ミア [4] ヨシイ　アユ [3] イシダ　ミサキ [4] イトウ　リコ

32901 堀井 美杏(3) 32904 好井 愛結(3) 13266 石田 美沙紀(3) 13285 伊藤 里子(2)
サンヨウ イブキダイ

2 山陽 q 50.67 5 井吹台 52.13
[1] タダ　ハルカ [2] オオニシ　ユイ [1] マツヒラ　シホ [2] ノウジマ　ユウリ

40888 多田 はるか(3) 40882 大西 結(3) 29602 松平 志保(2) 29611 能島 侑里(2)
[3] ヨシカワ　ユイ [4] ソウノ　ハルカ [3] シマザキ　ユウミ [4] ナカムラ　リナ

40895 吉川 由依(2) 40890 宗野 華楓(3) 29605 島崎 優実(2) 29616 中村 莉奈(2)
カコガワ

3 加古川 q 51.38
[1] ナカムラ　ミアラ [2] フジハラ　タマナ

32850 中村 碧愛莉(2) 32817 藤原 多愛(3)
[3] ナガイ　キョウミ [4] シモカワ　リノ

32815 永井 京実(3) 32852 下川 凛乃(2)
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リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
シオセ ユリノキダイ

1 塩瀬 51.87 4 ゆりのき台 53.30
[1] ヨシモト　コユキ [2] アラタニ　コノミ [1] モリタ　カレン [2] タカハシ　ユウリ

14286 吉本 こゆき(3) 14203 荒谷 香実(2) 60935 森田 華蓮(3) 60934 髙橋 侑李(3)
[3] オオツボ　ナノハ [4] テラシ　リコ [3] クスミ　カリン [4] ヤマグチ　マヒロ

14276 大坪 夏葉(3) 14207 照 りこ(2) 60932 久須美 果林(3) 60936 山口 茉優(3)
セイウン オオツ

2 青雲 52.00 5 大津 54.67
[1] ハチオカ　ユウナ [2] ムカイヤマ　サトリ [1] コヤナギ　セリカ [2] ヤギ　リオ

70217 八岡 優奈(3) 70220 向山 怜利(3) 46128 小柳 瀬李加(3) 46132 八木 俐緒(2)
[3] シマダ　カンナ [4] ツジガミ　アイリ [3] タケシタ　リオナ [4] モチヅキ　ユウナ

70215 島田 栞那(3) 70216 辻上 愛理(3) 46121 竹下 理央奈(3) 46131 望月 優那(2)
カワラギチュウガッコウ

3 瓦木 52.02
[1] オカヤマ　トウコ [2] トイ　ユウナ

13510 岡山 藤子(2) 13521 戸井 裕菜(2)
[3] ヨシダ　ココミ [4] ニシワキ　マナミ

13576 吉田 心美(3) 13573 西脇 愛美(3)

4組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
オゾノ ヒメジタカオカ

1 小園 52.94 4 姫路高丘 54.58
[1] ホンダ　サラ [2] エノモト　コトミ [1] ハナバタ　ナルミ [2] タケナカ　ミカ

12321 本田 紗羅(3) 12303 榎本 ことみ(3) 40397 花畑 愛歩(1) 40384 竹中 美華(2)
[3] イマキタ　イロハ [4] カサタニ　リコ [3] ゴトウ　モナ [4] イシトビ　ユキナ

12302 今北 彩楓(3) 12307 笠谷 梨恋(3) 40382 後藤 萌奈(2) 40370 石飛 優生菜(3)
ワダヤマ タカラヅカダイイチ

2 和田山 52.98 宝塚第一 DQ R2
[1] ハシモト　リナ [2] ナカオ　トモエ [1] ヨシダ　レオン [2] タルキ　マコ

83465 橋本 梨菜(2) 83462 中尾 巴映(2) 16113 吉田 怜央(3) 16136 樽木 真子(2)
[3] ワダ　ヒナタ [4] マツムラ　アカリ [3] ミチナカ　ミサト [4] ミカミ　ナナミ

83466 和田 日向(2) 83463 松村 あかり(2) 16142 道中 美聡(2) 16111 三神 七波(3)
アサヒガオカ

3 旭丘 53.03
[1] オマツ　サキネ [2] クゴ　エリナ

37266 尾松 咲音(3) 37284 久語 英里奈(2)
[3] カミヤ　マナ [4] クゴ　サクラ

37282 神谷 真那(2) 37261 久語 さくら(3)

5組

順位 所属 記録 順位 所属 記録
カミカワ タダ

1 神河 52.50 4 多田 53.34
[1] スエト　サクラ [2] タケウチ　クレハ [1] シミズ　ミオ [2] サダマツ　ユエ

43590 末戸 さくら(3) 43502 竹内 紅葉(2) 18036 清水 未桜(3) 18031 貞松 由瑛(3)
[3] ミヤザキ　カホ [4] フジワラ　アヅナ [3] ワタゴシ　ユイ [4] マルノ　アヅサ

43503 宮﨑 夏帆(2) 43501 藤原 明絆(2) 18052 綿越 友唯(2) 18053 丸野 梓(2)
サンダガクエン イタミミナミ

2 三田学園 52.55 5 伊丹南 54.94
[1] カンノ　サエ [2] フジタ　マナ [1] フナビキ　カホ [2] ウチキ　ヒナタ

60128 神野 沙英(3) 60127 藤田 真凪(3) 19310 舩引 夏帆(3) 19325 内木 ひなた(2)
[3] モリタ　マイ [4] シミズ　アイリ [3] マツキ　ナナミ [4] イナガキ　アリサ

60129 森田 真衣(3) 60125 清水 あいり(3) 19311 松木 菜々美(3) 19323 稲垣 ありさ(2)
トウコウ

3 東光 52.62
[1] タナカ　リオン [2] アンドウ　ミヤビ

40542 田中 凛音(2) 40531 安藤 雅姫(3)
[3] ナカノ　アヤネ [4] ナカノ　コトネ

40533 中野 絢音(3) 40534 中野 琴音(3)

q:プラスによる進出    DQ:失格  
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リザルトリスト
第66回 全日本通信陸上競技　兵庫県大会[20500178] 審判長 六角　光昭
三木総合防災運動公園陸上競技場[281070] 記録主任 火置　達磨

共通女子4x100mR
大会記録 48.71 横溝・前田・櫻井・西村 （東播・宝殿）  加古川 予選 8/29  9:15 (5-0+8)

決勝 8/29 10:45 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録
ヒラオカ  GR

1 平岡 48.09
[1] キハラ　ミナエ [2] サオカ　サツキ

33223 木原 美苗(3) 33225 佐岡 沙都紀(3)
[3] タニグチ　アミ [4] ミツヤス　シズク

33227 谷口 亜実(3) 33230 光安 しずく(3)
ヒオカ

2 氷丘 49.18
[1] ホリイ　ミア [2] オシキリ　サラ

32901 堀井 美杏(3) 32903 押切 咲楽(3)
[3] ヨシイ　マユ [4] ヨシイ　アユ

32902 好井 万結(3) 32904 好井 愛結(3)
タモンヒガシ

3 多聞東 50.05
[1] シロシタ　リノ [2] イタニ　ハルナ

26723 城下 梨乃(3) 26729 井谷 陽菜(3)
[3] オカベ　ハルナ [4] サイトウ　アズミ

26726 岡部 陽菜(3) 26731 西藤 杏純(3)
ユラ

4 由良 50.24
[1] スエ　キアラ [2] カダ　ミユウ

70443 須恵 樹杏良(3) 70440 加田 実優(3)
[3] ヨシモト　リン [4] カダ　ミサキ

70445 由本 凛(3) 70439 加田 実咲(3)
サンヨウ

5 山陽 50.39
[1] タダ　ハルカ [2] オオニシ　ユイ

40888 多田 はるか(3) 40882 大西 結(3)
[3] ヨシカワ　ユイ [4] ソウノ　ハルカ

40895 吉川 由依(2) 40890 宗野 華楓(3)
ベフ

6 別府 50.42
[1] ナイトウ　アカリ [2] カワシモ　サリハ

33535 内藤 星(3) 33537 川下 さりは(3)
[3] ヨコヤマ　ハナエ [4] コヤマ　サクラ

33536 横山 英恵(3) 33533 小山 さくら(3)
カコガワ

7 加古川 50.97
[1] ナカムラ　ミアラ [2] フジハラ　タマナ

32850 中村 碧愛莉(2) 32817 藤原 多愛(3)
[3] ナガイ　キョウミ [4] シモカワ　リノ

32815 永井 京実(3) 32852 下川 凛乃(2)
コウリョウ

8 甲陵 51.82
[1] ヤマモト　ソラ [2] ヨシモリ　アカリ

13256 山本 そら(3) 13271 吉森 あかり(3)
[3] イシダ　ミサキ [4] イトウ　リコ

13266 石田 美沙紀(3) 13285 伊藤 里子(2)

GR:大会記録  
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