
日付 種目

上治　大琉(3) 23.16 (+0.8) 佐々木　一朗(3) 23.72 (+0.8) 松井　大和(3) 23.99 (+0.8) 森田　暖(3) 24.07 (+0.8) 辻本　滉貴(3) 24.65 (+0.8) 倉口　琉之介(3) 24.77 (+0.8) 船野　叶登(3) 24.90 (+0.2) 田中　將覇(3) 24.98 (+0.8)

豊岡南 港島学園 東谷 甲武 宝殿 猪名川 別府 自由が丘

植田　拓隼(3) 2:06.75 谷口　北斗(3) 2:07.70 今川　黎音(3) 2:08.13 溝口　遼太(3) 2:08.48 古田　晴樹(3) 2:09.78 日野田　陸(3) 2:10.44 福田　有真(3) 2:10.75 川田　流成(3) 2:11.17

大久保 氷丘 猪名川 篠山 夢前 港島学園 加古川 高倉

吉川　響葵(3) 4:29.44 向　俊輔(3) 4:30.23 宗野　佑大(3) 4:31.34 佐藤　透晏(3) 4:31.93 前田　仁成(3) 4:33.92 吉野　晃生(3) 4:35.32 赤坂　勇輔(2) 4:35.43 森　蒼大(2) 4:35.79

大的 真砂 山陽 宝殿 伊丹南 港島学園 八景 香住第一

新妻　遼己(2) 8:54.07 村岡　大雅(3) 9:00.91 新妻　昂己(2) 9:06.67 衣川　勇太(3) 9:14.67 佐伯　遥大(3) 9:15.30 堀野　正太(3) 9:19.05 上田　翔大(3) 9:21.70 真田　大輔(3) 9:21.84

平岡 飾磨西 平岡 和田山 朝霧 御影 夢前 大久保

足立　英士(3) 14.71 (-0.6) 三宅　陽立(3) 14.93 (-0.6) 山口　凛太郎(3) 15.45 (-0.6) 原　悠也(3) 15.56 (-0.6) 白髭　怜士(3) 15.62 (-0.6) 前田　凛佑(3) 16.00 (+0.9) 藤原　悠世(3) 16.06 (-0.6) 小林　勇惺(3) 16.12 (+0.9)

神河 星陵台 西宮浜 舞子 北神戸 野々池 西脇 播磨

織田　要(2) 1.71 橘　琉斗(3) 1.71 中本　飛羽(3) 1.68 西畠　迅(2) 1.65 中地　悠(3) 1.65 松田　巧明(3) 1.60 大森　檀(3) 1.60

押部谷 飾磨東 武庫東 鹿谷 宝塚第一 西脇 平野

佐藤　優希(2) 1.60

宝殿

坂本　颯大(3) 6.11 (-2.6) 藤本　涼哉(3) 6.10 (-1.0) 中筋　正人(3) 6.09 (-2.4) 長谷川　侑輝(3) w5.91 (+4.2) 井原　碧葉(2) 5.90 (-1.1) 安井　秀成(3) w5.87 (+3.9) 岩出　悠(3) w5.87 (+2.5) 門脇　功成(3) 5.78 (-1.1)

ゆりのき台 北条 山陽 香住第一 二見 福崎西 北神戸 本山

遠藤　玲於奈(3) 11.79 後藤　璃久(3) 11.70 藤原　蓮(3) 10.93 中西　颯基(3) 10.76 松浦　伊吹(3) 10.72 中尾　維吹(3) 10.58 小島　楯生(3) 10.58 林　海翔(3) 10.54

高司 大蔵 柏原 三原 飾磨東 野々池 由良 網干

年綱　晃広(3) 11.04 (+0.9) 森木　幹太(3) 11.21 (+0.9) 木下　恭太朗(3) 11.27 (+1.6) 川﨑　雄介(3) 11.31 (+0.9) 橋詰　竜輝(3) 11.35 (+0.9) 土橋　遥人(3) 11.36 (+0.9) 川上　聖空(3) 11.50 (+0.9) 松下　歩(3) 11.50 (+1.6)

塩瀬 GR 玉津 大久保 山陽 加美 井吹台 青雲 加古川

足立　朱優(3) 52.52 栗原　隼之介(3) 52.79 飯降　蒼一郎(3) 53.45 井上　朔冶(3) 53.53 飯牟田　一惺(3) 54.43 西尾　彩翔(3) 55.26 前田　唯心(3) 55.60 岡本　陸来(3) 55.79

大津 大原 今津 上ケ原 本庄 飾磨東 上郡 朝日

萩原　慧(2) 11.60 (-0.5) 貝川　輝(2) 11.78 (-0.5) 山本　柊希(2) 11.91 (-0.9) 山﨑　大馳(2) 11.99 (-0.5) 井元　瑛(2) 12.01 (-0.5) 大玉　康稀(2) 12.12 (-0.5) 福崎　竜輝(2) 12.15 (-0.9) 池原　透太(2) 12.21 (-1.4)

朝日 姫路灘 浜脇 姫路灘 朝日 浜の宮 本多聞 宝殿

山口　瑞生(3) 26.33 (-1.2) 植戸　忍(3) 26.93 (-1.2) 前田　桃花(3) 27.45 (+0.6) 八木　俐緒(3) 27.71 (-0.5) 清永　英杏(3) 27.72 (-1.2) 松下　來未(3) 27.74 (-0.5) 齋藤　朱里(3) 27.82 (-1.2) 藤原　明絆(3) 28.01 (-1.2)

高倉 安室 南淡 大津 上ケ原 安倉 八景 神河

井本　まひろ(3) 2:25.62 長野　亜美(3) 2:26.95 𠮷田　笑麻(2) 2:27.53 田中　梨乃(3) 2:28.57 長谷川　桜花(3) 2:31.41 満永　彩愛(2) 2:31.83 松尾　風花(3) 2:32.19 槌谷　帆乃佳(3) 2:32.79

望海 稲美 陵南 西神 姫路灘 別府 泉 浜脇

吉川　菜緒(2) 4:41.23 塚本　夕藍(3) 4:46.11 細見　芽生(3) 4:46.67 池野　絵莉(2) 4:46.75 種　知里(2) 4:48.82 大西　美天(3) 4:49.99 吉川　陽菜(2) 4:51.97 隈部　湊(2) 4:52.13

稲美 荒井 白鷺小中 太山寺 東光 陵南 稲美 夢前

竹内　紅葉(3) 15.18 (+1.2) 宮内　綾花(2) 15.23 (+1.2) 日坂　美咲(3) 15.46 (+0.7) 上岡　凛(3) 15.48 (+1.2) 宮本　愛美(3) 15.53 (+1.2) 伊藤　里子(3) 15.55 (+0.7) 道田　幸奈(3) 15.57 (+0.7) 宮﨑　夏帆(3) 15.72 (+1.2)

神河 福崎西 網干 播磨南 原田 甲陵 播磨南 神河

井上　凪紗(2) 1.57 井東　紗弓(3) 1.51 竹井　ひなた(3) 1.51 柳　心乃(3) 1.51 戸田　向日葵(3) 1.48 阪本　千紘(3) 1.45 廣岡　咲良(3) 1.45 去川　桃衣(3) 1.45

北神戸 瓦木 本山南 安倉 平野 瓦木 小田 狭間

上田　咲笑(3) w4.88 (+2.7) 上田　梨央(3) 4.83 (+1.3) 勝野　七菜(3) 4.77 (+1.9) 佐野　晴菜(3) 4.72 (+0.2) 村上　綾奈(3) 4.70 (+1.3) 九木田　咲(3) 4.69 (+1.6) 小西　亜由弓(2) 4.64 (+0.6) 山本　奈歩 4.62 (+2.3)

自由が丘 平岡 本山 武庫東 兵庫 播磨 陵南 香寺

ドロバット　さほ(3) 11.35 長谷川　有(2) 11.26 藤本　早玲(3) 10.91 佐々木　瑠璃(3) 10.63 谷川　あおい(3) 10.13 新川　みのり(3) 9.98 今宮　結菜(3) 9.82 大前　優音(3) 9.53

播磨南 志方 北神戸 狭間 別府 由良 赤穂東 上ケ原

仲埜　心葉(3) 12.69 (+0.7) 小林　侑加(3) 12.78 (+0.7) 山﨑　りりや(3) 12.94 (+0.7) 谷口　心音(3) 12.99 (+0.7) 芦田　真由(3) 13.02 (+0.8) 綿越　友唯(3) 13.16 (+0.7) 平山　葵(3) 13.20 (+0.7) 戸井　裕菜(3) 13.24 (+0.8)

関西学院 神戸長坂 五色 三木東 御影 多田 須磨学園 瓦木

島崎　優実(3) 13.24 (+0.7)

井吹台

平野　美紀(2) 13.23 (-0.4) 坂本　帆乃香(2) 13.39 (+1.7) 髙田　真央(2) w13.44 (+2.2) 松下　心優(2) 13.47 (-0.4) 寺北　ここめ(2) 13.49 (-0.4) 中嶋　葵花(2) w13.56 (+2.2) 白根　亜依(2) 13.58 (+2.0) 谷　優杏(2) 13.59 (-0.4)

陵南 園田東 高司 大社 陵南 武庫東 塩瀬 向洋
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3月28日 800m

1位 2位 7位 8位

共通男子 3月28日 200m

3位 4位 5位 6位

3月28日 1500m

3月27日 3000m

3月27日 110mH

3月27日 走高跳

3月28日 走幅跳
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３年男子 3月27日 100m

3月27日 400m

1500m

２年男子 3月28日 100m

共通女子 3月27日 200m

２年女子 3月28日 100m

3月27日 走幅跳

3月28日 砲丸投

審判長第１回　兵庫県中学校陸上競技記録会
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