
３年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
フジタ　ココロ オシベダニ [12.73] シミズ　アイリ サンダガクエン [12.95]

2 27513 藤田　こころ(3) 押部谷 2 60125 清水　あいり(3) 三田学園
タニグチ　アミ ヒラオカ [12.75] タケムラ　ミオ ヒラキチュウガッコウ [12.97]

3 33227 谷口　亜実(3) 平岡 3 13306 武村　美緒(3) 平木
サイトウ　アズミ タモンヒガシ [12.40] ニシムラ　フウナ タダ [12.77]

4 26731 西藤　杏純(3) 多聞東 4 18034 西村　楓那(3) 多田
ソウノ　ハルカ サンヨウ [12.21] アンドウ　ミヤビ トウコウ [12.82]

5 40890 宗野　華楓(3) 山陽 5 40531 安藤　雅姫(3) 東光
コウザイ　マオ ミナトジマガクエン [12.32] フジタ　マナ サンダガクエン [12.77]

6 21917 香西　万桜(3) 港島学園 6 60127 藤田　真凪(3) 三田学園
カダ　ミユウ ユラ [12.18] モトヤマ　キョウ テンノウジガワ [12.75]

7 70440 加田　実優(3) 由良 7 19584 基山　今日(3) 天王寺川
ミツヤス　シズク ヒラオカ [12.45] ニシダ　カナ タイシヒガシ [12.89]

8 33230 光安　しずく(3) 平岡 8 51684 西田　佳那(3) 太子東
フジハラ　タマナ カコガワ [12.66] キハラ　ミナエ ヒラオカ [12.86]

9 32817 藤原　多愛(3) 加古川 9 33223 木原　美苗(3) 平岡

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イシトビ　ユキナ ヒメジタカオカ [13.18]

2 40370 石飛　優生菜(3) 姫路高丘
ホリイ　ミア ヒオカ [13.18]

3 32901 堀井　美杏(3) 氷丘
イタニ　ハルナ タモンヒガシ [13.12]

4 26729 井谷　陽菜(3) 多聞東
ヒラノ　メイ ウオズミ [12.99]

5 31965 平野　愛依(3) 魚住
ニシモリ　ナナミ タイシャ [13.08]

6 12950 西森　菜那未(3) 大社
マツモト　アカリ アボシ [13.06]

7 41489 松本　あかり(3) 網干
カワタ　スミカ ミハラ [13.17]

8 72090 河田　純花(3) 三原
アブ　アリサ クロダショウ [13.17]

9 39141 阿武　有紗(3) 黒田庄
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２年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タニグチ　レナ トヨオカミナミ [13.29] ヤマグチ　ミズキ タカクラ [13.46]

2 80149 谷口　玲那(2) 豊岡南 2 25332 山口　瑞生(2) 高倉
ウエト　シノブ ヤスムロ [13.23] サワノ　コトネ トヨオカミナミ [13.2]

3 45968 植戸　忍(2) 安室 3 80143 澤野　琴音(2) 豊岡南
テラシ　リコ シオセ [13.02] シモカワ　リノ カコガワ [13.40]

4 14207 照　りこ(2) 塩瀬 4 32852 下川　凛乃(2) 加古川
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ [12.99] ヨシカワ　ユイ サンヨウ [13.34]

5 27112 小林　侑加(2) 神戸長坂 5 40895 吉川　由依(2) 山陽
タニグチ　ココネ ミキヒガシ [12.92] ロバアト　プリスカ オオクボキタ [13.39]

6 35696 谷口　心音(2) 三木東 6 32210 ロバート　プリスカ(2) 大久保北
ナカオ　トモエ ワダヤマ [12.86] ミナミ　ユウキ ゴシキ [13.30]

7 83462 中尾　巴映(2) 和田山 7 74017 南　裕妃(2) 五色
ヒラヤマ　アオイ スマガクエンチュウガッコウ [13.11] ワタゴシ　ユイ タダ [13.42]

8 29758 平山　葵(2) 須磨学園 8 18052 綿越　友唯(2) 多田
イケダ　シュリ イナミ [13.21] カミダイラ　サキ テンノウジガワ [13.41]

9 39414 池田　朱里(2) 稲美 9 19551 上平　紗希(2) 天王寺川
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共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ナカノ　コトハ カンセイガクイン [26.89] イエウジ　レナ ヒメジナダ [27.38]

3 14784 仲埜　心葉(2) 関西学院 3 40978 家氏　玲奈(2) 姫路灘
ヨシイ　アユ ヒオカ [25.24] スエ　キアラ ユラ [27.35]

4 32904 好井　愛結(3) 氷丘 4 70443 須恵　樹杏良(3) 由良
カダ　ミサキ ユラ [26.23] ヨコヤマ　ハナエ ベフ [27.41]

5 70439 加田　実咲(3) 由良 5 33536 横山　英恵(3) 別府
コンドウ　ミオ カスガ [26.73] フジワラ　アヅナ カミカワ [27.37]

6 65174 近藤　魅桜(3) 春日 6 43501 藤原　明絆(2) 神河
オオニシ　ユイ サンヨウ [27.02] クゴ　サクラ アサヒガオカ [27.51]

7 40882 大西　結(3) 山陽 7 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 No. 競技者名 所属 記録
ソープ　エマ カコガワ [2:23.75]

1 32818 ソープ　愛満(3) 加古川
カンキ　サエ カンキ [2:23.57]

2 33703 神吉　彩絵(3) 神吉
ヨシイ　マユ ヒオカ [2:13.08]

3 32902 好井　万結(3) 氷丘
セキモト　ハルカ コウブ [2:18.80]

4 13444 関本　遥(3) 甲武
モチダ　アキ シカマニシ [2:20.72]

5 41228 持田　亜姫(3) 飾磨西
ハラダ　ヒナ ヒラオカ [2:19.16]

6 33234 原田　陽菜(2) 平岡
タキモト　コノカ タカクラ [2:21.29]

7 25327 瀧本　樹香(3) 高倉
ハセガワ　シマ カミカワ [2:23.20]

8 43504 長谷川　詩真(2) 神河
タジカ　フキ ミドリガオカ [2:22.52]

9 35427 多鹿　蕗(3) 緑が丘
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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
チカヒサ　レイナ ホウバイ [4:48.20] ナガサキ　アオイ タチバナ [4:55.52]

1 16250 近久　怜奈(3) 宝梅 1 11112 長崎　葵(3) 立花
ホソミ　メイ ハクロショウチュウガッコウ [4:48.34] ショウジ　アヤカ カコガワチュウブ [4:54.87]

2 40655 細見　芽生(2) 白鷺小中 2 33173 庄司　彩夏(3) 加古川中部
シオザキ　アヤリ コウデラ [4:48.77] カミヤマ　タマキ カコガワ [4:55.26]

3 43237 塩﨑　彩理(3) 香寺 3 32814 神山　碧希(3) 加古川
トウゴ　フウカ カミカワ [4:49.52] スギナガ　ミク カミコウシエン [4:55.46]

4 43591 藤後　楓花(3) 神河 4 13677 杉永　美空(3) 上甲子園
ニイ　フウナ シカマニシ [4:27.28] クマベ　ミナト ユメサキ [4:52.70]

5 41229 新　楓菜(3) 飾磨西 5 45503 隈部　湊(1) 夢前
ツカモト　ユア アライ [4:40.67] ミヤケ　ヒナ イナミキタ [4:51.46]

6 36134 塚本　夕藍(2) 荒井 6 39572 宮宅　ひな(2) 稲美北
タカタ　サラ イナミ [4:39.25] ヒロセ　ハルカ ウエガハラ [4:53.08]

7 39408 高田　紗良(3) 稲美 7 13106 廣瀬　春佳(3) 上ケ原
ヤスダ　ルナ オダキタ [4:32.93] ヤマシタ　マオ アライ [4:50.54]

8 10836 安田　瑠捺(3) 小田北 8 36132 山下　真央(2) 荒井
スエカネ　ホノカ シカマニシ [4:43.03] クロダ　ナナ ヒメジナダ [4:54.60]

9 41230 末兼　帆乃花(3) 飾磨西 9 40965 黒田　奈那(3) 姫路灘
アリカワ　ヒナノ ヤスムロ [4:42.38] タネ　チサト トウコウ [4:54.25]

10 45962 有川　ひなの(3) 安室 10 40553 種　知里(1) 東光
イクタ　スイ トヨトミ [4:43.82] ハマムラ　イツキ コウベナガサカ [4:53.13]

11 41710 生田　翠(3) 豊富 11 27114 濱村　一咲(2) 神戸長坂
ハラ　セイナ イタミヒガシ [4:48.17] ハラ　シオリ ミナミヒバリガオカ [4:53.93]

12 19123 原　聖奈(2) 伊丹東 12 16755 原　志織(2) 南ひばりガ丘
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共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
サカモト　ワコ ヒメジナダ [15.21] ヨシザワ　リナ イタミミナミ [15.75]

2 40967 坂本　和子(3) 姫路灘 3 19312 吉澤　梨杏(3) 伊丹南
ツボタ　マドカ タイサンジ [15.23] スズキ　ミコト ニッシン [15.40]

3 28111 坪田　まどか(3) 太山寺 4 10360 鈴木　心琴(3) 日新
タカハシ　ユウリ ユリノキダイ [15.06] クロダ　ハナヨ ムコヒガシ [15.23]

4 60934 髙橋　侑李(3) ゆりのき台 5 12275 黒田　華代(3) 武庫東
ヨシモト　リン ユラ [15.07] 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 [15.13] イシヤマ　ハカネ ウエガハラ [15.32]

6 33537 川下　さりは(3) 別府 7 13102 石山　羽歌音(3) 上ケ原
サオカ　サツキ ヒラオカ [14.64] ヤマウチ　マユカ ササヤマヒガシ [15.49]

7 33225 佐岡　沙都紀(3) 平岡 8 62272 山内　真結花(3) 篠山東
マツムラ　ホマレ ベフ [15.18] シオダ　マリエ ケヤキダイ [15.58]

8 33529 松村　帆希(3) 別府 9 60697 塩田　珠恵(3) けやき台
アラカワ　ヒメカ タイセイ [15.15]

9 11513 荒川　媛香(3) 大成

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　モモコ ハサマ [16.24]

3 60590 山﨑　桃子(3) 狭間
オシキリ　サラ ヒオカ [16.07]

4 32903 押切　咲楽(3) 氷丘
ハヤシ　カリン ホンタモン [15.92]

5 27035 林　花鈴(2) 本多聞
イズタ　アリサ アサヒチュウ [15.88]

6 41536 出田　ありさ(3) 朝日
オカノ　モエカ モトヤマミナミ [15.95]

7 20645 岡野　萌果(3) 本山南
ミヤモト　マナミ ハラダ [16.23]

8 20946 宮本　愛美(2) 原田
タノウエ　キョウカ タイサンジ [16.13]

9 28127 田上　京夏(2) 太山寺
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共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ゴシキ [51.08] ベフ [51.13]

3 五色 6 別府
[  ] ヨシオカ　ユイナ [  ] ヨケ　カノコ [  ] ヤマサキ　リリヤ [  ] マツムラ　ホマレ [  ] ホンゴウ　マイカ [  ] コヤマ　サクラ

74007 吉岡 唯菜(3) 74010 除 佳乃子(3) 74014 山﨑 りりや(2) 33529 松村 帆希(3) 33531 北郷 舞華(3) 33533 小山 さくら(3)

[  ] コショウ　ミズキ [  ] ミナミ　ユウキ [  ] シンドウ　リオナ [  ] ナイトウ　アカリ [  ] ヨコヤマ　ハナエ [  ] カワシモ　サリハ

74016 古匠 瑞希(2) 74017 南 裕妃(2) 74020 進藤 梨央奈(1) 33535 内藤 星(3) 33536 横山 英恵(3) 33537 川下 さりは(3)

ユラ [49.13] タモンヒガシ [51.15]
4 由良 7 多聞東

[  ] カダ　ミサキ [  ] カダ　ミユウ [  ] スエ　キアラ [  ] シロシタ　リノ [  ] オカベ　ハルナ [  ] イタニ　ハルナ

70439 加田 実咲(3) 70440 加田 実優(3) 70443 須恵 樹杏良(3) 26723 城下 梨乃(3) 26726 岡部 陽菜(3) 26729 井谷 陽菜(3)

[  ] ハタヤマ　マユカ [  ] ヨシモト　リン [  ] シンカワ　ミノリ [  ] サイトウ　アズミ [  ] コバヤシ　ホノカ [  ] タケモト　リサ

70444 畑山 真有香(3) 70445 由本 凛(3) 70447 新川 みのり(2) 26731 西藤 杏純(3) 26739 小林 帆夏(2) 26741 竹本 里咲(2)

ヒラオカ [48.90]
5 平岡

[  ] オカダ　リホ [  ] キハラ　ミナエ [  ] サオカ　サツキ

33222 岡田 莉朋(3) 33223 木原 美苗(3) 33225 佐岡 沙都紀(3)

[  ] サカタ　ハナカ [  ] タニグチ　アミ [  ] ミツヤス　シズク

33226 坂田 花香(3) 33227 谷口 亜実(3) 33230 光安 しずく(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
イブキダイ [51.37] カコガワ [51.87]

3 井吹台 6 加古川
[  ] マツヒラ　シホ [  ] シマザキ　ユウミ [  ] コバヤシ　サナ [  ] ナガイ　キョウミ [  ] フジハラ　タマナ [  ] フルカワ　リナ

29602 松平 志保(2) 29605 島崎 優実(2) 29610 小林 紗南(2) 32815 永井 京実(3) 32817 藤原 多愛(3) 32843 古川 莉奈(2)

[  ] ノウジマ　ユウリ [  ] ナカムラ　リナ [  ] マツモト　リイ [  ] ナカムラ　ミアラ [  ] シモカワ　リノ

29611 能島 侑里(2) 29616 中村 莉奈(2) 32849 松本 莉依(2) 32850 中村 碧愛莉(2) 32852 下川 凛乃(2)

ヒオカ [51.32] コウリョウ [52.07]
4 氷丘 7 甲陵

[  ] ホリイ　ミア [  ] オシキリ　サラ [  ] ヨシイ　アユ [  ] ヤマモト　ソラ [  ] イシダ　ミサキ [  ] ヨシモリ　アカリ

32901 堀井 美杏(3) 32903 押切 咲楽(3) 32904 好井 愛結(3) 13256 山本 そら(3) 13266 石田 美沙紀(3) 13271 吉森 あかり(3)

[  ] ニシジマ　アヤ [  ] ミヤタケ　アオノ [  ] タイ　リナ [  ] ウラ　ニイナ [  ] オオヤ　ナユ [  ] イトウ　リコ

32914 西嶋 彩(2) 32915 宮武 葵乃(2) 32934 田井 里奈(1) 13276 浦 仁菜(2) 13277 大宅 奈優(2) 13285 伊藤 里子(2)

サンヨウ [51.38]
5 山陽

[  ] オオニシ　ユイ [  ] キヨセ　ナナ [  ] タダ　ハルカ

40882 大西 結(3) 40887 清瀬 奈那(3) 40888 多田 はるか(3)

[  ] ソウノ　ハルカ [  ] ヒラオ　ミク [  ] ヨシカワ　ユイ

40890 宗野 華楓(3) 40894 平尾 みく(2) 40895 吉川 由依(2)

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
カワラギチュウガッコウ [52.16] セイウン [52.51]

3 瓦木 6 青雲
[  ] オカヤマ　トウコ [  ] トイ　ユウナ [  ] マツジュ　クルミ [  ] シマダ　カンナ [  ] ツジガミ　アイリ [  ] ハチオカ　ユウナ

13510 岡山 藤子(2) 13521 戸井 裕菜(2) 13523 松壽 来美(2) 70215 島田 栞那(3) 70216 辻上 愛理(3) 70217 八岡 優奈(3)

[  ] ニシワキ　マナミ [  ] シバタ　ユイコ [  ] ヨシダ　ココミ [  ] ムカイヤマ　サトリ [  ] イナモト　ミツキ [  ] ヒガシグチ　ナツミ

13573 西脇 愛美(3) 13574 柴田 結子(3) 13576 吉田 心美(3) 70220 向山 怜利(3) 70224 稲本 美月(2) 70229 東口 夏海(2)

シオセ [52.14] オオツ [52.54]
4 塩瀬 7 大津

[  ] アラタニ　コノミ [  ] テラシ　リコ [  ] オオツボ　ナノハ [  ] タケシタ　リオナ [  ] ハラ　アンナ [  ] コヤナギ　セリカ

14203 荒谷 香実(2) 14207 照 りこ(2) 14276 大坪 夏葉(3) 46121 竹下 理央奈(3) 46125 原 杏那(3) 46128 小柳 瀬李加(3)

[  ] クボ　アヤカ [  ] ババ　アヤナ [  ] ヨシモト　コユキ [  ] モチヅキ　ユウナ [  ] ヤギ　リオ [  ] ミヤタ　ナギサ

14278 久保 彩歌(3) 14282 馬場 彩名(3) 14286 吉本 こゆき(3) 46131 望月 優那(2) 46132 八木 俐緒(2) 46133 宮田 凪紗(2)

ユリノキダイ [52.10]
5 ゆりのき台

[  ] クスミ　カリン [  ] タカハシ　ユウリ [  ] モリタ　カレン

60932 久須美 果林(3) 60934 髙橋 侑李(3) 60935 森田 華蓮(3)

[  ] ヤマグチ　マヒロ [  ] アダチ　ハルナ [  ] クロキ　チト

60936 山口 茉優(3) 60941 安達 陽菜(2) 60944 黒木 千美(2)

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オゾノ [52.70] タカラヅカダイイチ [52.74]

3 小園 6 宝塚第一
[  ] イマキタ　イロハ [  ] エノモト　コトミ [  ] オオニシ　マホ [  ] ミカミ　ナナミ [  ] ヨシダ　レオン [  ] タジマ　サチカ

12302 今北 彩楓(3) 12303 榎本 ことみ(3) 12304 大西 真帆(3) 16111 三神 七波(3) 16113 吉田 怜央(3) 16135 田嶋 幸花(2)

[  ] カサタニ　リコ [  ] ホンダ　サラ [  ] モリタ　ハナ [  ] タルキ　マコ [  ] ミシマ　ナナ [  ] ミチナカ　ミサト

12307 笠谷 梨恋(3) 12321 本田 紗羅(3) 12322 森田 花(3) 16136 樽木 真子(2) 16141 三島 奈々(2) 16142 道中 美聡(2)

アサヒガオカ [52.58] ワダヤマ [52.6]
4 旭丘 7 和田山

[  ] クゴ　サクラ [  ] オマツ　サキネ [  ] カミヤ　マナ [  ] ナカオ　トモエ [  ] マツムラ　アカリ [  ] ハシモト　リナ

37261 久語 さくら(3) 37266 尾松 咲音(3) 37282 神谷 真那(2) 83462 中尾 巴映(2) 83463 松村 あかり(2) 83465 橋本 梨菜(2)

[  ] クゴ　エリナ [  ] ウラタ　ジュナ [  ] マエダ　ミツハ [  ] ワダ　ヒナタ [  ] コウモト　ユウ [  ] ナンコウ　アヤナ

37284 久語 英里奈(2) 37292 浦田 樹愛(1) 37295 前田 光華(1) 83466 和田 日向(2) 83468 高本 優(1) 83472 南光 彩那(1)

ヒメジタカオカ [52.54]
5 姫路高丘

[  ] イシトビ　ユキナ [  ] カシマ　イズミ [  ] ゴトウ　モナ

40370 石飛 優生菜(3) 40372 加島 泉水(3) 40382 後藤 萌奈(2)

[  ] タケナカ　ミカ [  ] クマガイ　ハルナ [  ] ハナバタ　ナルミ

40384 竹中 美華(2) 40392 熊谷 遥菜(1) 40397 花畑 愛歩(1)

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
トウコウ [52.83] カミカワ [52.74]

3 東光 6 神河
[  ] アンドウ　ミヤビ [  ] ナカノ　アヤネ [  ] ナカノ　コトネ [  ] フジワラ　アヅナ [  ] タケウチ　クレハ [  ] ミヤザキ　カホ

40531 安藤 雅姫(3) 40533 中野 絢音(3) 40534 中野 琴音(3) 43501 藤原 明絆(2) 43502 竹内 紅葉(2) 43503 宮﨑 夏帆(2)

[  ] タナカ　リオン [  ] クラシタ　レイノ [  ] ナカタ　リノハ [  ] ハセガワ　シマ [  ] ニシモト　ネネ [  ] スエト　サクラ

40542 田中 凛音(2) 40551 藏下 黎乃(1) 40555 仲田 梨華(1) 43504 長谷川 詩真(2) 43513 西本 寧々(1) 43590 末戸 さくら(3)

イタミミナミ [52.87] サンダガクエン [52.88]
4 伊丹南 7 三田学園

[  ] フナビキ　カホ [  ] マツキ　ナナミ [  ] ヨシザワ　リナ [  ] シミズ　アイリ [  ] フジタ　マナ [  ] カンノ　サエ

19310 舩引 夏帆(3) 19311 松木 菜々美(3) 19312 吉澤 梨杏(3) 60125 清水 あいり(3) 60127 藤田 真凪(3) 60128 神野 沙英(3)

[  ] イナガキ　アリサ [  ] ウチキ　ヒナタ [  ] モリタ　マイ [  ] ヨシズミ　ライカ [  ] ヤマザキ　イチカ

19323 稲垣 ありさ(2) 19325 内木 ひなた(2) 60129 森田 真衣(3) 60142 吉住 来花(2) 60143 山﨑 維花(2)

タダ [52.76]
5 多田

[  ] サダマツ　ユエ [  ] ニシムラ　フウナ [  ] シミズ　ミオ

18031 貞松 由瑛(3) 18034 西村 楓那(3) 18036 清水 未桜(3)

[  ] ワタゴシ　ユイ [  ] マルノ　アヅサ [  ] カワサキ　ユメ

18052 綿越 友唯(2) 18053 丸野 梓(2) 18054 川﨑 結愛(2)

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
バンドウ　ユヅキ ミハラ [1.50]

1 72083 坂東　佑月(3) 三原
マツノシタ　カノン マスイ [1.50]

2 40174 松ノ下　佳暖(3) 増位
ヤスイ　マナ トヨオカミナミ [1.47]

3 80147 安井　真那(2) 豊岡南
モリイ　メイ リョウナン [1.45]

4 33903 森井　芽生(3) 陵南
モチヅキ　ホノミ ウオズミ [1.45]

5 31963 望月　誉乃美(3) 魚住
マトバ　サチ ヒガシタニ [1.45]

6 18148 的場　倖(3) 東谷
トミイ　ココミ シカマヒガシ [1.45]

7 41007 富井　心美(2) 飾磨東
ハラダ　リコ コウヨウ [1.57]

8 20044 原田　梨子(3) 向洋
ドイ　カレン アサヒチュウ [1.54]

9 41537 土井　果恋(3) 朝日
イトウ　サユミ カワラギチュウガッコウ [1.45]

10 13505 井東　紗弓(2) 瓦木
キタ　ユナ シカマヒガシ [1.45]

11 41076 喜多　結菜(3) 飾磨東
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ [1.51]

12 20656 竹井　ひなた(2) 本山南
ハタヤマ　マユカ ユラ [1.46]

13 70444 畑山　真有香(3) 由良
フジサワ　ユウ ノノイケ [1.51]

14 31467 藤澤　優羽(2) 野々池
ナイトウ　アカリ ベフ [1.48]

15 33535 内藤　星(3) 別府
クスミ　カリン ユリノキダイ [1.48]

16 60932 久須美　果林(3) ゆりのき台
クチマル　ヒナ オゾノ [1.48]

17 12309 口丸　陽菜(3) 小園
オオヒラ　キコ カラト [1.48]

18 22905 大平　稀子(3) 唐櫃

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タナカ　ミキ イナガワ [4.74]

1 18524 田中　美姫(3) 猪名川
ナカ　ミサキ ヒガシタニ [4.83]

2 18147 仲　美咲(3) 東谷
マツモト　ナオ コウブ [5.03]

3 13449 松本　直(3) 甲武
キヌガワ　ミオ シカマヒガシ [4.99]

4 41073 衣川　美生(3) 飾磨東
ヨシモリ　アカリ コウリョウ [4.98]

5 13271 吉森　あかり(3) 甲陵
ヨシモト　コユキ シオセ [4.81]

6 14286 吉本　こゆき(3) 塩瀬
マスナガ　ココネ ツツイダイ [5.39]

7 21301 舛永　心音(3) 筒井台
イシダ　リンカ セイリョウダイ [5.23]

8 29521 石田　凜花(3) 星陵台
コヤマ　サクラ ベフ [5.46]

9 33533 小山　さくら(3) 別府
ヤマサキ　リリヤ ゴシキ [5.32]

10 74014 山﨑　りりや(2) 五色
タカノ　マホ ジユウガオカ [5.04]

11 35587 高野　真歩(3) 自由が丘
スエト　サクラ カミカワ [5.05]

12 43590 末戸　さくら(3) 神河
フジイ　カエデ ミドリガオカ [5.13]

13 35430 藤井　楓(3) 緑が丘
ミキ　クルミ オオマト [5.11]

14 45851 三木　胡桃(2) 大的
シマダ　カンナ セイウン [5.07]

15 70215 島田　栞那(3) 青雲
ニシワキ　マナミ カワラギチュウガッコウ [5.13]

16 13573 西脇　愛美(3) 瓦木
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
カガミゾノ　ナナミ ムコヒガシ [10.90]

1 12277 鏡園　七海(3) 武庫東
ナガイ　アヤカ ハマノミヤ [12.62]

2 33445 永井　彩花(3) 浜の宮
コバヤシ　ユイ カミカワ [11.07]

3 43592 小林　優生(3) 神河
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
マツバ　コトネ ヤスムロ [10.64]

5 45960 松場　琴音(3) 安室
ニシカワ　イヅキ イタミヒガシ [11.42]

6 19186 西川　稜月(3) 伊丹東
アダチ　エリナ シカマヒガシ [10.53]

7 41071 安達　江里菜(3) 飾磨東
ホリ　モモエ マスイ [11.16]

8 40173 堀　桃萌(3) 増位
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共通女子四種競技

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タルエ　ユマナ タイシニシ [1302]

1 51754 樽榮　結愛(2) 太子西
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ [2386]

2 33311 杉森　結衣(3) 平岡南
ヤマグチ　マオ イマヅ [2163]

3 13780 山口　舞桜(3) 今津
ヤマモト　ソラ コウリョウ [2194]

4 13256 山本　そら(3) 甲陵
ヤナギ　ミユキ アクラ [2433]

5 16832 栁　美幸(3) 安倉
ナカガワ　ソナ オノ [2473]

6 37104 中川　朔那(3) 小野
クリオカ　チサト タイシニシ [1371]

7 51751 栗岡　千聖(2) 太子西
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共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タルエ　ユマナ タイシニシ

2 51754 樽榮　結愛(2) 太子西
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

3 33311 杉森　結衣(3) 平岡南
ヤマグチ　マオ イマヅ

4 13780 山口　舞桜(3) 今津
ヤマモト　ソラ コウリョウ

5 13256 山本　そら(3) 甲陵
ヤナギ　ミユキ アクラ

6 16832 栁　美幸(3) 安倉
ナカガワ　ソナ オノ

7 37104 中川　朔那(3) 小野
クリオカ　チサト タイシニシ

8 51751 栗岡　千聖(2) 太子西

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

1 33311 杉森　結衣(3) 平岡南
クリオカ　チサト タイシニシ

2 51751 栗岡　千聖(2) 太子西
ヤマモト　ソラ コウリョウ

3 13256 山本　そら(3) 甲陵
ヤマグチ　マオ イマヅ

4 13780 山口　舞桜(3) 今津
タルエ　ユマナ タイシニシ

5 51754 樽榮　結愛(2) 太子西
ナカガワ　ソナ オノ

6 37104 中川　朔那(3) 小野
ヤナギ　ミユキ アクラ

7 16832 栁　美幸(3) 安倉
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タルエ　ユマナ タイシニシ

1 51754 樽榮　結愛(2) 太子西
ヤナギ　ミユキ アクラ

2 16832 栁　美幸(3) 安倉
クリオカ　チサト タイシニシ

3 51751 栗岡　千聖(2) 太子西
ヤマグチ　マオ イマヅ

4 13780 山口　舞桜(3) 今津
スギモリ　ユイ ヒラオカミナミ

5 33311 杉森　結衣(3) 平岡南
ナカガワ　ソナ オノ

6 37104 中川　朔那(3) 小野
ヤマモト　ソラ コウリョウ

7 13256 山本　そら(3) 甲陵
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