
日付 種目

原口　遼  22.54 (-1.2) 前田　拓馬  23.05 (-1.2) 池澤　翔輝  23.11 (-1.2) 五島　龍司  23.17 (-1.2) 片岡　健介  23.33 (-1.2) 小林　宗哉  23.35 (-1.2) 嶋原　耕平  23.48 (-1.2) 瀧澤　和貴  23.48 (-1.2)

御影 星和台 加古川 赤穂 姫路灘 姫路灘 けやき台 自由が丘

大西　勇磨  2:02.56 冨田　真佑  2:03.17 栃木　陽紀  2:04.33 佐伯　辰弥  2:05.56 佃　昂紀  2:06.32 森山　優生  2:07.51 野間　紘久  2:08.97 南澤　響  2:09.69

伊丹東 西脇 大白書 西代 関西学院 大原 西神 朝日

西村　陽貴  8:46.54 富崎　弘郁  8:47.11 大濱　輝  8:50.86 中園　誠也  8:53.52 赤澤　健太  9:00.35 中島　怜利  9:00.99 坂本　章  9:02.13 藤井　亮矢  9:02.44

三木 陵南 有野北 塩瀬 神河 大白書 三木東 甲武

三浦　祥人  14.70 (-0.1) 豊田　将樹  14.73 (-0.1) 田上　駿  14.75 (-0.1) 松本　尚也  14.90 (-0.1) 笹田　航  15.00 (-0.1) 前田　喬紀  15.11 (-0.1) 野間　敬司  15.15 (-0.1) 田渕　瑞基  15.18 (-0.1)

姫路高丘 南ひばりガ丘 唐櫃 氷丘 三木東 甲武 小田南 播磨南

けやき台  44.23 井吹台  44.92 加古川  44.93 三木東  45.15 南ひばりガ丘  45.27 御影  45.37 平木  45.64 姫路灘  45.85

嶋原　耕平 眞鍋　光毅 野口　良太 神戸　彬光 井原　拓己 赤木　勇 中川　遼介 宮内　魁大

斎藤　聡平 岩城　育海 長谷川　彰大 笹田　航 豊田　将樹 登佐　芳貴 吉村　拓治 片岡　健介

山本　悠太 丹下　恭介 山形　一輝 梶原　悠馬 橋本　利文 西田　健人 久世　陸 平田　寛人

山中　森羅 山本　純也 池澤　翔輝 中井　友厚 野﨑　千皓 原口　遼 小谷　祥吾 小林　宗哉

中谷　友哉  3.70 児玉　昂大  3.40 堀内　宥也  3.30 二木　悠介  3.20

播磨南 学文 武庫 武庫

野﨑　千皓  6.78 (+0.6) 嶋原　耕平  6.50 (+1.4) 西尾　友佑  6.21 (+0.4) 福崎　尭哉  6.11 (+0.8) 野口　良太  6.07 (+0.9) 加古　裕馬  5.95 (+0.9) 本間　幹崇  5.83 (+1.6) 新田　尚輝  5.82 (+1.9)

南ひばりガ丘 けやき台 神戸長坂 姫路高丘 加古川 氷丘 中等明石 衣川

中村　歩夢  15.06 幸長　慎一  14.76 古賀　亮汰  13.21 山添　雄紀  12.24 寺岡　尚哉  12.16 岡田　優馬  12.06 藤田　智也  11.98 更家　弘基  11.66

姫路東 姫路東 陵南 武庫東 平野 大庄北 有野北 豊岡南

上月　美裕  25.93 (-1.3) 瀬戸浦　佑奈  26.04 (-1.3) 山本　奈穂  26.11 (-1.3) 増井　千恵  26.95 (-1.3) 杉浦　真弥  27.06 (-1.3) 野中　つくし  27.23 (-1.3) 下屏　桐香  27.28 (-1.3)

井吹台 香住第一 太山寺 青雲 望海 五色 西谷

大原　祥子  2:12.99 田中　菜々  2:13.47 奥川　愛羅  2:16.18 安藤　富貴子  2:16.67 宗廣　閑那  2:17.38 萬代　美沙  2:17.60 野々口　明希  2:17.79 真部　亜樹  2:18.05

志方 高倉 上郡 大久保 加古川 大久保 大久保 加古川

松田　彩佳  14.36 (-1.5) 村上　緋奈子  14.50 (-1.5) 丸本　佳苗  14.61 (-1.5) 堂脇　優香  14.80 (-1.5) 丸市　佳乃子  14.96 (-1.5) 荒木　志帆  15.03 (-1.5) 高島　佳乃子  15.53 (-1.5) 岡村　亜彩  16.01 (-1.5)

大原 柏原 豊岡北 神戸長坂 播磨南 播磨南 武庫 上野台

朝日  50.16 香住第一  50.53 五色  51.22 ゆりのき台  51.61 播磨南  51.91 山口  52.19 日高東  52.31 洲浜  59.68

竹中　未来 坪内　明日香 髙鍋　伶音奈 寺川　楓 荒木　志帆 岡本　恵 谷田　優加 中野　亜美

中塚　瑞希 山本　結貴 野中　つくし 東仲　まどか 松平　みなみ 丸岡　楓 吉田　鈴佳 横山　加奈

近藤　茜 吉津　友香子 中本　実希 西田　京未 丸市　佳乃子 福岡　知恵 植村　夏子 西村　葉月

横田　華恋 瀬戸浦　佑奈 川﨑　千穂 安田　笑美子 西田　恵 山下　華奈 神谷　育実 池上　ひなの

谷　靖  32.89 永見　優佳  31.53 川口　叙樹  27.87 玉垣　歩  27.64 玉岡　友里菜  27.61 桑田　つみき  27.53 谷口　樹梨  26.85 清水　南実保  26.79

有野北 魚住 武庫 播磨南 加古川 洲浜 太子西 武庫
9月29日 円盤投
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