
日付 種目

和田　純弥(3) 22.29 (+1.9) 島瀬　裕次(3) 22.41 (+1.9) 新澤　悠人(3) 22.78 (+1.9) 田辺　涼真(3) 23.25 (+1.9) 西田　能基(3) 23.39 (+1.9) 梅田　晃成(3) 23.59 (+1.9)

塩瀬 小園 有野北 大社 神吉 二見

澤田　緯(3) 50.63 楠本　知斗(3) 51.69 佐野　颯太郎(3) 52.29 小笠原　柚希(3) 52.57 吉本　潤(3) 52.78 森井　泰造(3) 53.07 安田　麟太郎(3) 53.14 伊藤　真介(3) 53.40

福崎東 狭間 平岡南 有野北 光ガ丘 北神戸 置塩 加古川

角谷　秋嘉(3) 2:01.03 岡田　悠佑(3) 2:01.10 富田　蓮大(3) 2:03.49 塩田　尋(3) 2:04.10 谷口　北斗(2) 2:04.50 松井　智幹(3) 2:06.13 雲丹亀　真輝(3) 2:07.03 仲野　真優(3) 2:07.80

望海 高倉 塩瀬 南ひばりガ丘 氷丘 園田 豊富小 三原

三木　浩輔(3) 4:11.74 田口　博教(3) 4:15.24 衣川　勇太(2) 4:15.32 磯部　煌太郎(3) 4:17.56 西　洸平(3) 4:18.05 福冨　翔(3) 4:23.25 江田　裕人(3) 4:29.69 中野　元翔(3) 4:31.90

飾磨東 魚住 和田山 唐櫃 神大附属 有野 二見 北神戸

髙田　滉翔(3) 8:49.20 村岡　大雅(2) 8:59.65 橋本　昊太(3) 9:02.20 生田　鼓太郎(3) 9:08.22 西垣　怜(3) 9:11.66 奥村　俊太(3) 9:16.12 北面　祐貴(3) 9:16.70 檜垣　蒼(3) 9:19.17

有野 飾磨西 星陵台 飾磨西 加古川中部 大池 別府 安室

小林　和司(3) 15.16 (-0.2) 吉田　陸(3) 15.22 (-0.2) 國井　大翔(3) 15.32 (-0.2) 足立　英士(2) 15.42 (-0.2) 田口　直裕(3) 15.50 (-0.8) 水野　陸翔(3) 15.52 (+0.5) 木下	　直翔(3) 15.58 (-0.8) 中畑　仁(3) 15.62 (-0.2)

大津 五色 小田北 神河 上甲子園 小園 井吹台 玉津

小島　碧波(3) 1.81 三田　健太朗(3) 1.81 周世原　春玖(3) 1.78 市　朋顕(3) 1.78 草野　礼二郎(3) 1.75 川﨑　俊祐(3) 1.70 安井　達哉(3) 1.70 福本　唯吹(3) 1.65

由良 四郷学院 赤穂東 野々池 宝梅 武庫東 野々池 朝日

小川　綾斗(3) 3.50 瀧尾　一稀(3) 3.50 川嶋　恒輝(3) 3.20 鈴木　累生(3) 2.80

有野北 湊川 小園 飾磨西

藤本　謙伸(3) 6.32 (+0.8) 黒田　大晴(3) w6.27 (+2.8) 山田　陸翔(3) 6.10 (+0.9) 中島　羚(3) w6.07 (+2.2) 北原　倖翔(3) w5.86 (+2.1) 阿部　将三(3) w5.84 (+2.9) 諸岡　俊亮(3) 5.77 (+0.9) 福田　世勳(3) 5.74 (+0.4)

加美 龍野東 春日 三原 太子西 大社 野々池 大久保

須田　旺来(3) 14.31 木下　仁(3) 13.04 柏木　蓮斗(3) 12.98 成瀬　憲貴(3) 11.87 喜　大和(3) 11.67 谷口　譲基(3) 11.66 前木場　獅音(3) 11.46 宮本　拳気(3) 11.27

由良 市島 玉津 飾磨東 緑が丘 香寺 白川台 長坂

四種競技 粕谷　陽樹(3) 2596 橋本　圭汰(3) 2556 谷　一輝(3) 2546 蓮香　颯(3) 2450

飾磨西 夢前 押部谷 加古川中部

8月30日 110mH 15.01 (+0.1) 15.07 (+0.1) 15.03 (+0.1) 15.10 (+0.1)

8月30日 砲丸投 10.02 11.01 8.55 9.43

8月30日 走高跳 1.79 1.64 1.73 1.76

8月30日 400m 53.93 53.20 51.84 55.75

年綱　晃広(2) 11.02 (+1.7) 森木　幹太(2) 11.34 (+1.7) 橋詰　竜輝(2) 11.35 (+1.7) 川﨑　雄介(2) 11.40 (+1.7) 川上　聖空(2) 11.45 (+1.2) 土橋　遥人(2) 11.45 (+1.7) 小林　温眞(2) 11.49 (+1.2) 木下　恭太朗(2) 11.56 (+1.7)

塩瀬  =GR 玉津 加美 山陽 青雲 井吹台 向洋 大久保

妻鹿　匠(3) 11.09 (+1.2) 野村　謙心(3) 11.11 (+1.2) 藤平　直弘(3) 11.16 (+0.7) 山城　翔大朗(3) 11.25 (+1.2) 山下　真武(3) 11.26 (+1.2) 井上　敬太(3) 11.30 (+0.1) 甲斐　傑(3) 11.31 (+1.2) 中村　柊仁(3) 11.33 (+1.2)

大社 増位 ゆりのき台 高倉 三原 東谷 氷丘 夢前
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好井　愛結(3) 24.56 (+1.7) 大西　結(3) 26.79 (+1.7) 加田　実咲(3) 26.86 (+1.7) 久語　さくら(3) 26.90 (+1.3) 仲埜　心葉(2) 27.13 (+1.7) 横山　英恵(3) 27.30 (+1.3) 藤原　明絆(2) 27.35 (+1.3) 家氏　玲奈(2) 27.52 (+1.3)

氷丘 GR 山陽 由良 旭丘 関西学院 別府 神河 姫路灘

好井　万結(3) 2:18.30 関本　遥(3) 2:18.64 原田　陽菜(2) 2:18.83 持田　亜姫(3) 2:19.28 長谷川　詩真(2) 2:23.50 瀧本　樹香(3) 2:24.53 ソープ　愛満(3) 2:28.80 神吉　彩絵(3) 2:29.49

氷丘 甲武 平岡 飾磨西 神河 高倉 加古川 神吉

安田　瑠捺(3) 4:36.84 有川　ひなの(3) 4:38.02 細見　芽生(2) 4:40.71 生田　翠(3) 4:44.59 塩﨑　彩理(3) 4:45.03 塚本　夕藍(2) 4:45.37 原　志織(2) 4:47.20 宮宅　ひな(2) 4:47.49

小田北 安室 白鷺小中 豊富小 香寺 荒井 南ひばりガ丘 稲美北

佐岡　沙都紀(3) 14.41 (+0.5) 由本　凛(3) 14.91 (+0.5) 松村　帆希(3) 14.92 (+0.5) 川下　さりは(3) 14.97 (+0.5) 坪田　まどか(3) 15.11 (+0.5) 山内　真結花(3) 15.12 (+1.1) 吉澤　梨杏(3) 15.19 (+1.1) 髙橋　侑李(3) 15.32 (+0.5)

平岡 ZEN 由良 別府 別府 太山寺 篠山東 伊丹南 ゆりのき台

大平　稀子(3) 1.48 原田　梨子(3) 1.48 久須美　果林(3) 1.48 松ノ下　佳暖(3) 1.48 森井　芽生(3) 1.48 口丸　陽菜(3) 1.45

唐櫃 向洋 ゆりのき台 増位 陵南 小園

安井　真那(2) 1.48 土井　果恋(3) 1.45

豊岡南 朝日

舛永　心音(3) 5.52 (-0.3) 小山　さくら(3) 5.30 (-0.7) 吉森　あかり(3) 5.03 (-0.8) 高野　真歩(3) 5.00 (-0.5) 藤井　楓(3) 4.97 (+1.4) 西脇　愛美(3) 4.92 (+0.7) 末戸　さくら(3) 4.92 (+2.0) 島田　栞那(3) 4.83 (-0.5)

筒井台 別府 甲陵 自由が丘 緑が丘 瓦木 神河 青雲

永井　彩花(3) 12.85 西川　稜月(3) 11.69 小林　優生(3) 11.15 鏡園　七海(3) 10.84 安達　江里菜(3) 10.77 河合　美憂(3) 10.16 堀　桃萌(3) 9.62 松場　琴音(3) 9.50

浜の宮 ZEN 伊丹東 神河 武庫東 飾磨東 大久保北 増位 安室

四種競技 中川　朔那(3) 2552 杉森　結衣(3) 2449 栁　美幸(3) 2343 山本　そら(3) 2259 山口　舞桜(3) 1776 栗岡　千聖(2) 1531 樽榮　結愛(2) 1067

小野 平岡南 安倉 甲陵 今津 太子西 太子西

8月30日 100mH 15.44 (0.0) 15.01 (0.0) 16.11 (0.0) 16.11 (0.0) 16.03 (0.0) 17.89 (0.0) 18.77 (0.0)

8月30日 走高跳 1.56 1.25 1.47 1.41 1.35 1.25 NM

8月30日 砲丸投 8.61 9.14 8.54 9.43 NM 6.47 5.54

8月30日 200m 27.88 (+0.5) 26.23 (+0.5) 28.14 (+0.5) 29.15 (+0.5) 28.33 (+0.5) 31.68 (+0.5) 31.03 (+0.5)

小林　侑加(2) 12.59 (+0.6) 照　りこ(2) 12.65 (+0.6) 中尾　巴映(2) 12.71 (+0.6) 谷口　心音(2) 12.96 (+0.6) 平山　葵(2) 13.03 (+0.6) 植戸　忍(2) 13.07 (+0.6) 上平　紗希(2) 13.17 (+0.8) 綿越　友唯(2) 13.27 (+0.8)

神戸長坂 塩瀬 和田山 三木東 須磨学園 安室 天王寺川 多田

宗野　華楓(3) 12.19 (+1.8) 西藤　杏純(3) 12.24 (+1.8) 光安　しずく(3) 12.41 (+1.8) 藤原　多愛(3) 12.45 (+1.8) 香西　万桜(3) 12.54 (+1.8) 安藤　雅姫(3) 12.62 (+1.1) 谷口　亜実(3) 12.76 (+1.8)

山陽 多聞東 平岡 加古川 港島学園 東光 平岡

加田　実優(3) 12.45 (+1.8)

由良

GR:大会記録  w:追風参考  =GR:大会タイ記録  NM:計測無し  
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8月30日 走高跳
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8月30日 100mH

8月30日 800m
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