
共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカヤマ　アオイ ヨコオ [13.09] ナカニシ　ミウ タルミ [13.50]

1 25426 髙山　碧(2) 横尾 1 26534 仲西　未羽(2) 垂水
イノウエ　ナギサ キタコウベ [13.05] コバヤシ　リコ イブキダイ [13.51]

2 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 2 29638 小林　莉子(2) 井吹台
コウダマ　イチカ タイサンジ [12.93] ウエスギ　ララ ウオザキ [13.52]

3 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 3 20203 上杉　ララ(2) 魚崎
タニ　ユアン コウヨウ [12.76] フジタニ　ミウ アリノキタ [13.24]

4 20061 谷　優杏(2) 向洋 4 29322 藤谷　心詩(1) 有野北
ヒラヤマ　アオイ スマガクエン [12.68] ヤマモト　サヤ タイサンジ [13.21]

5 29758 平山　葵(3) 須磨学園 5 28170 山本　紗也(2) 太山寺
フクヤス　ルナ ホンタモン [12.73] オクムラ　アヤカ イブキダイ [13.22]

6 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 6 29645 奥村　彩加(2) 井吹台
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ [12.50] ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ [13.24]

7 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 7 20618 西川　真加(2) 本山南
ヤマグチ　ミズキ タカクラ [12.79] キモト　ユキノ キタコウベ [13.42]

8 25332 山口　瑞生(3) 高倉 8 24157 木元　雪乃(2) 北神戸
アシダ　マユ ミカゲ [12.87] カジタ　カイリ ゴシキ [13.43]

9 20543 芦田　真由(3) 御影 9 74023 梶田　浬(2) 五色

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カメタキ　ノノ ヤマダ [13.73] ナダ　アヤカ イカワダニ [13.97]

1 23130 亀滝　のの(1) 山田 1 27265 灘　彩夏(1) 伊川谷
モリシタ　サキ モモヤマダイ [13.77] ムラタ　カレン ウオザキ [13.95]

2 26125 森下　咲輝(2) 桃山台 2 20205 村田　夏恋(2) 魚崎
タナカ　ヒナ カラト [13.71] オオヤマ　ヒナタ イブキダイ [13.96]

3 22933 田中　陽菜(3) 唐櫃 3 29639 大山　ひなた(2) 井吹台
キシモト　アサ コウリョウ [13.57] ナカジマ　トモカ ホンタモン [13.80]

4 23201 岸本　明咲(1) 広陵 4 27055 中島　朋香(2) 本多聞
シンドウ　リオナ ゴシキ [13.55] コバヤシ　マオ ヨコオ [13.86]

5 74020 進藤　梨央奈(2) 五色 5 25425 小林　茉央(2) 横尾
ヒガシババ　アサ アリノキタ [13.55] ナカモト　ソラナ タイサンジ [13.80]

6 29311 東馬場　杏咲(2) 有野北 6 28160 中本　空菜(2) 太山寺
ヤナギダ　アイナ スマガクエン [13.60] タカギシ　マナミ モトヤマミナミ [13.78]

7 29760 柳田　愛奈(3) 須磨学園 7 20615 高岸　愛心(2) 本山南
トミナガ　ヒナタ タイサンジ [13.68] オオツカ　ユウカ ヒラノ [13.91]

8 28175 冨永　陽(2) 太山寺 8 27824 大塚　悠華(2) 平野
ハゼカワ　ミハネ セイリョウダイ [13.69] イヨタ　ハル オオハラ [13.86]

9 29516 沙魚川　心羽(2) 星陵台 9 29171 伊與田　晴(2) 大原

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アンドウ　マホ ミカゲ [14.08] フジモト　アンジ キタコウベ [14.25]

1 20560 安藤　真歩(1) 御影 1 24155 藤本　杏栞(2) 北神戸
ハナヤマ　ヒヨリ セイシン [14.07] ナカソネ　マリン モトヤマミナミ [14.20]

2 29406 花山　陽葉里(1) 西神 2 20617 仲宗根　万梨(2) 本山南
ハラダ　セト タカクラ [14.07] イシヅカ　ユリア ホンジョウ [14.23]

3 25311 原田　世都(2) 高倉 3 20153 石塚　優利亜(2) 本庄
ナカムラ　メイ スズランダイ [14.03] ウエバヤシ　ココロ セイリョウダイ [14.16]

4 23511 中村　芽依(1) 鈴蘭台 4 29511 上林　こころ(2) 星陵台
コクボ　ユエラ ハゼタニ [14.00] ハマセ　ココナ タカショウ [14.08]

5 27350 小久保　優蕾(2) 櫨谷 5 20783 濱瀬　心菜(2) 鷹匠
ムカイ　ヨナ ミカゲ [14.02] タナカ　ツキハ キタコウベ [14.10]

6 20557 向　瑶奈(2) 御影 6 24148 田中　月葉(2) 北神戸
ワカダ　ミツキ マイコ [14.01] サイカイ　ミズキ オシベダニ [14.13]

7 26834 若田　光季(3) 舞子 7 27510 西海　瑞葵(1) 押部谷
キシ　ミミ タカトリ [14.06] サガラ　ルナ キタコウベ [14.19]

8 25165 岸　美海(2) 鷹取 8 24168 相良　月奏(1) 北神戸
ヤマダ　リオ シンダイフゾクチュウ [14.05] トモフジ　ミユ キタコウベ [14.19]

9 28210 山田　莉央(3) 神大附属 9 24151 友藤　美優(2) 北神戸
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムトウ　フウナ スミヨシ [14.40] ミヨシ　ユナ モトヤマミナミ [14.48]

1 20434 武藤　楓和(2) 住吉 1 20621 三好　佑奈(2) 本山南
ホシノ　フウカ タイサンジ [14.41] ヤマグチ　ユズキ ミナトジマガクエン [14.47]

2 28107 星野　楓果(1) 太山寺 2 21984 山口　柚希(1) 港島学園
タナカ　リオ イカワダニ [14.40] マツザキ　リヨ オオイケ [14.48]

3 27253 田中　莉央(2) 伊川谷 3 23008 松﨑　理世(2) 大池
カタヤマ　チヒロ シオヤ [14.29] シミズ　リオ フクダ [14.45]

4 26261 片山　千寛(2) 塩屋 4 26419 清水　梨桜(2) 福田
エダノブ　ユウカ コウベナガサカ [14.31] シンドウ　ミオ サクラガオカ [14.44]

5 27123 枝信　佑果(2) 神戸長坂 5 27412 進藤　美桜(1) 桜が丘
キノシタ　ユミ シオヤ [14.30] オオイ　アリサ ミカゲ [14.44]

6 26263 木下　裕美(2) 塩屋 6 20553 大井　杏里彩(2) 御影
ワタナベ　アン アリノ [14.30] ニシイ　コズエ タイサンジ [14.44]

7 29211 渡邊　杏(2) 有野 7 28106 西井　梢(1) 太山寺
サトウ　ミサキ タカトリ [14.40] ヤスフク　リコ ミカゲ [14.47]

8 25187 佐藤　心咲(1) 鷹取 8 20567 安福　梨子(1) 御影
ミヤザキ　リオ コウベナガサカ [14.39] クリス　リオ イブキダイ [14.45]

9 27125 宮崎　莉央(2) 神戸長坂 9 29632 栗栖　里桜(2) 井吹台

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スギシタ　アンリ オシベダニ [14.59] キタムラ　ミユ モトヤマミナミ [14.69]

1 27504 杉下　杏凜(2) 押部谷 1 20614 喜多村　心優(2) 本山南
ホリケ　アイ アリノ [14.57] アサハラ　ナナミ タイサンジ [14.69]

2 29207 堀家　愛(2) 有野 2 28168 朝原　菜々美(2) 太山寺
タナカ　ユラ ホンタモン [14.58] クジメ　サキ タルミ [14.66]

3 27056 田中　侑来(2) 本多聞 3 26533 久次米　咲季(2) 垂水
イイダ　マイ モトヤマミナミ [14.51] イシダ　レイ セイリョウダイ [14.60]

4 20611 飯田　舞(2) 本山南 4 29522 石田　礼衣(1) 星陵台
マルイ　メイ タカクラ [14.50] ハナノ　ナナミ ハゼタニ [14.60]

5 25312 圓井　芽依(2) 高倉 5 27351 花野　七海(2) 櫨谷
アサヌマ　ホナミ ミナトガワ [14.49] オオタ　オトナ キタコウベ [14.61]

6 22361 淺沼　穂奈美(2) 湊川 6 24146 太田　乙菜(2) 北神戸
アイオイ　ユア イブキダイ [14.50] トウノ　リン ナガミネ [14.61]

7 29644 相生　結愛(2) 井吹台 7 21022 東野　稟(2) 長峰
イタダニ　アカリ ホンタモン [14.57] アオタ　マナミ コウヨウ [14.61]

8 27053 板谷　朱莉(2) 本多聞 8 20071 青田　愛未(1) 向洋
タネイチ　モエ イブキダイ [14.56] ヤマガタ　アサ モトヤマ [14.66]

9 29636 種市　萌(2) 井吹台 9 20308 山形　安紗(1) 本山

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　アオイ マイコ [14.74] ウエノ　マリナ タモンヒガシ [14.81]

1 26811 小林　葵(2) 舞子 1 26747 上野　莉奈(2) 多聞東
イシイ　アンナ コウベナガサカ [14.74] ハマダ　ヒナ ナガタ [14.82]

2 27121 石井　杏奈(2) 神戸長坂 2 24924 浜田　ヒナ(2) 長田
シマザキ　コノカ モトヤマミナミ [14.72] マルタニ　ヒヨリ モトヤマ [14.80]

3 20636 嶋崎　快乃花(1) 本山南 3 20305 丸谷　ひより(1) 本山
ヤスガキ　ソヨカ ヨコオ [14.71] カタヤマ　トモミ タイサンジ [14.78]

4 25435 安垣　颯華(1) 横尾 4 28152 片山　友実(2) 太山寺
クドウ　サヤカ ミカゲ [14.70] エダノブ　ホノカ コウベナガサカ [14.79]

5 20564 工藤　紗華(1) 御影 5 27122 枝信　歩果(2) 神戸長坂
ナカニシ　ノア ヤマダ [14.72] アンドウ　カエデ イブキダイ [14.78]

6 23132 中西　乃愛(1) 山田 6 29670 安藤　楓(1) 井吹台
アマノ　メイ ミカゲ [14.70] ササハラ　ナオ オオハラ [14.77]

7 20559 天野　芽衣(1) 御影 7 29172 笹原　菜桜(2) 大原
オカイ　ナナミ ヒラノ [14.72] オカザキ　イマリ イカワダニ [14.79]

8 27825 岡井　七海(2) 平野 8 27258 岡﨑　未莉(2) 伊川谷
セコ　ハヅキ モトヤマ [14.72] モガミ　ユイナ ホンタモン [14.80]

9 20302 世古　葉月(1) 本山 9 27061 茂上　結南(1) 本多聞
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イソワキ　ユウ キタコウベ [14.87] ヤマシタ　アヤネ シオヤ [14.90]

1 24171 礒脇　結羽(1) 北神戸 1 26267 山下　絢音(2) 塩屋
モリシタ　サヤ セイリョウダイ [14.86] タニガワ　モモナ セイリョウダイ [14.90]

2 29517 森下　紗耶(2) 星陵台 2 29515 谷河　桃々菜(2) 星陵台
シライシ　スズノ スズランダイ [14.87] ヤマモト　ユウヅキ タカトリ [14.91]

3 23512 白石　鈴乃(1) 鈴蘭台 3 25164 山本　憂月(2) 鷹取
カワノ　ハルカ オブ [14.83] コンドウ　ユア イブキダイ [14.89]

4 23435 川野　晴香(2) 小部 4 29679 近藤　友愛(1) 井吹台
ヤマグチ　ミツキ イブキダイ [14.83] ヒラカワ　マホ アリノ [14.88]

5 29633 山口　美月(2) 井吹台 5 29206 平川　真穂(2) 有野
スドウ　サクラ セイシン [14.83] タナカ　コハル モモヤマダイ [14.89]

6 29418 須藤　咲愛(2) 西神 6 26122 田中　心遥(2) 桃山台
ミヤタケ　イロハ キタコウベ [14.83] ナカザワ　リホ ヨコオ [14.88]

7 24152 宮武　彩羽(2) 北神戸 7 25432 中澤　莉帆(1) 横尾
ヤマモト　リオナ タカクラ [14.84] フジカワ　シオリ シオヤ [14.90]

8 25345 山本　莉緒奈(1) 高倉 8 26269 藤川　栞(2) 塩屋
アカギ　ミライ ミカゲ [14.86] フジイ　カホ モモヤマダイ [14.90]

9 20552 赤城　未来(2) 御影 9 26137 藤井　花穂(1) 桃山台

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　カリン フクダ [14.99] ヤマモト　カナ タモンヒガシ [15.00]

1 26424 山本　花凜(1) 福田 1 26757 山本　佳那(1) 多聞東
オオマツ　シオン ナガミネ [14.98] オクタニ　サラ イブキダイ [15.01]

2 21028 大松　詩音(2) 長峰 2 29674 奥谷　紗良(1) 井吹台
ササオカ　イツキ イブキダイ [14.98] サカイ　シイナ セイリョウダイ [15.00]

3 29634 笹岡　愛生(2) 井吹台 3 29513 酒井　椎名(2) 星陵台
キクチ　ノドカ ホンタモン [14.93] サカタ　ハル ウエノ [14.99]

4 27054 菊地　のどか(2) 本多聞 4 21104 坂田　はる(1) 上野
スギヤマ　ユウキ イブキダイ [14.93] イマルオカ　レイナ タカトリ [15.00]

5 29642 杉山　結咲(2) 井吹台 5 25183 伊丸岡　伶奈(1) 鷹取
ヒコサカ　アオイ キタコウベ [14.94] ミツイシ　モモカ ウエノ [15.00]

6 24166 彦坂　葵(1) 北神戸 6 21106 滿石　百花(1) 上野
ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [14.95] ミウラ　チハル イカワダニ [14.99]

7 26754 中上　和奏(1) 多聞東 7 27266 三浦　千陽(1) 伊川谷
マサキ　サトミ スミヨシ [14.95] ハヤシ　リンカ モトヤマ [15.00]

8 20432 正木　里親(2) 住吉 8 20300 林　凛香(2) 本山
ハセ　ミクル タモンヒガシ [14.96] ストックトン　メイ ウエノ [15.00]

9 26756 長谷　美来(1) 多聞東 9 21100 ストックトン　愛以(1) 上野

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクイ　アヤネ タマツ [15.07] オオモリ　ココロ ハゼタニ [15.17]

1 27617 福井　絢音(2) 玉津 1 27349 大森　こころ(2) 櫨谷
ミナミ　ネネ タカトリ [15.06] ハナモト　リオナ ホンジョウ [15.11]

2 25181 南　峯々(1) 鷹取 2 20154 花元　莉乙那(2) 本庄
トリイ　ミコト タマツ [15.06] イズモト　スミレ モモヤマダイ [15.14]

3 27621 鳥居　心琴(2) 玉津 3 26131 泉本　純伶(1) 桃山台
ナカタ　リネ ナガミネ [15.04] クゲ　ミト ナガミネ [15.10]

4 21027 中田　梨音(2) 長峰 4 21026 久下　美灯(2) 長峰
カツラ　マオ イブキダイ [15.02] タカハシ　トモカ モモヤマダイ [15.09]

5 29637 桂　舞桜(2) 井吹台 5 26135 髙橋　共香(1) 桃山台
ナカイ　メイ シオヤ [15.02] キタノウエ　ナミ キタコウベ [15.08]

6 26273 中井　芽衣(1) 塩屋 6 24147 北ノ上　奈身(2) 北神戸
マルヤマ　チヒロ オブ [15.01] フナサキ　アヤノ タルミ [15.09]

7 23432 丸山　ちひろ(2) 小部 7 26558 舟崎　綾乃(1) 垂水
ゴトウ　サラ ホンタモン [15.05] ハラダ　カエデ ナガミネ [15.10]

8 27060 後藤　桜空(1) 本多聞 8 21023 原田　楓(2) 長峰
タケウチ　アユミ タイサンジ [15.05] タムラ　スズホ ナガミネ [15.10]

9 28102 竹内　歩美(1) 太山寺 9 21024 田村　涼穂(2) 長峰
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シマナガ　トモミ ホンタモン [15.25] マツバラ　コノハ シオヤ [15.30]

1 27065 島永　知実(1) 本多聞 1 26265 松原　木乃葉(2) 塩屋
ハヅキ　ユウコ オオゾウ [15.25] クリモト　メイ オオハラ [15.30]

2 23920 巴月　釉子(2) 大沢 2 29185 栗本　芽依(1) 大原
サオヤマ　フミ ホンタモン [15.24] ヤマノウエ　ミユキ オブ [15.32]

3 27052 佐尾山　布美(2) 本多聞 3 23433 山野上　美幸(2) 小部
オカダ　リナ イカワダニ [15.20] フジイ　ヒヨリ モトヤマ [15.27]

4 27260 岡田　莉奈(1) 伊川谷 4 20301 藤井　ひより(2) 本山
ハリキ　ユキ ホンタモン [15.18] ハヤシ　カホ イブキダイ [15.26]

5 27063 張木　愉綺(1) 本多聞 5 29687 林　果歩(1) 井吹台
サイトウ　ミヅキ アリノ [15.19] ソノダ　サキ オオハラ [15.25]

6 29202 齋藤　実月(2) 有野 6 29187 園田　沙樹(1) 大原
コタケ　ユノ ホンタモン [15.21] ヒライシ　ナナコ タイサンジ [15.27]

7 27062 小竹　唯音(1) 本多聞 7 28156 平石　奈々子(2) 太山寺
オカノ　ルカ コウベナガサカ [15.22] ナカツル　アグリ ミナトガワ [15.30]

8 27132 岡野　琉花(1) 神戸長坂 8 22360 中津留　あぐり(2) 湊川
タカハシ　アヤカ タイサンジ [15.21] ニシモト　ヒマリ セイリョウダイ [15.29]

9 28101 高橋　彩香(1) 太山寺 9 29528 西本　陽葵(1) 星陵台

21組 (-  .  m/s) 22組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オノウエ　シュリ イブキダイ [15.38] クルマ　スミレ イブキダイ [15.48]

1 29675 尾上　朱梨(1) 井吹台 1 29647 来馬　純鈴(2) 井吹台
ヤマシタ　サワ キタコウベ [15.40] ツジ　コヒナ シンダイフゾクチュウ [15.46]

2 24154 山下　桜和(2) 北神戸 2 28216 辻　こひな(1) 神大附属
ミウラ　アカリ ウエノ [15.38] ハンダ　リコ イブキダイ [15.43]

3 21102 三浦　あかり(1) 上野 3 29688 半田　莉子(1) 井吹台
タケダ　モモカ スミヨシ [15.32] カサナミ　アンナ タルミ [15.41]

4 20436 竹田　萌々花(2) 住吉 4 26553 笠波　杏奈(1) 垂水
サキ　ナナ モモヤマダイ [15.34] ヤマモト　アヤナ アリノキタ [15.41]

5 26134 佐木　那菜(1) 桃山台 5 29325 山本　彩愛(1) 有野北
キタガワ　マオ スミヨシ [15.34] オカダ　ミク イカワダニ [15.40]

6 20441 北川　茉央(1) 住吉 6 27261 岡田　美紅(1) 伊川谷
タツミ　ユイ タイサンジ [15.35] サカシタ　イロハ ナガタ [15.41]

7 28103 辰己　由衣(1) 太山寺 7 24923 坂下　いろは(2) 長田
コサカ　アスカ シラカワダイ [15.37] マルオカ　アンナ オオハラ [15.41]

8 25735 小坂　明日香(1) 白川台 8 29184 丸岡　杏奈(1) 大原
ミタ　ユイ コウベナガサカ [15.37] ヤマウチ　イツキ イカワダニ [15.42]

9 27124 箕田　結衣(2) 神戸長坂 9 27267 山内　樹(1) 伊川谷

23組 (-  .  m/s) 24組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
トミヤマ　ココロ キタコウベ [15.55] トダ　アヤノ スミヨシ [15.64]

1 24149 富山　琴心(2) 北神戸 1 20443 戸田　絢音(1) 住吉
フジタ　リツキ ナガタ [15.53] シブヤ　ユイ オオハラ [15.61]

2 24951 藤田　梨月(1) 長田 2 29180 澁谷　優衣(1) 大原
ヤナギ　ユナ タカトリ [15.55] オオサワ　リホ ミナトジマガクエン [15.64]

3 25184 柳　侑那(1) 鷹取 3 21970 大澤　凛歩(2) 港島学園
イナバ　モモカ ミカゲ [15.50] ヨネダ　リカ タイサンジ [15.57]

4 20563 稲葉　桃香(1) 御影 4 28109 米田　梨夏(1) 太山寺
イチハラ　ヒトミ ミカゲ [15.50] ヨシカワ　ユラ ミナトジマガクエン [15.55]

5 20562 市原　仁美(1) 御影 5 21974 吉川　優空(2) 港島学園
カワヒラ　ナツキ ヨコオ [15.50] キリタニ　ナツキ タマツ [15.56]

6 25429 河平　夏希(1) 横尾 6 27622 桐谷　夏姫(2) 玉津
サカシタ　リサ ミカゲ [15.50] タケノウチ　ヒヨリ アリノ [15.57]

7 20565 坂下　理彩(1) 御影 7 29204 竹ノ内　陽莉(2) 有野
イソダ　コナツ ミカゲ [15.50] モリ　ソナ オシベダニ [15.61]

8 20561 磯田　小夏(1) 御影 8 27513 森　颯菜(1) 押部谷
ミヤシタ　リノン ホンジョウ [15.51] カトウ　サエリ フクダ [15.61]

9 20156 宮下　陽愛(2) 本庄 9 26417 加藤　冴理(2) 福田

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

25組 (-  .  m/s) 26組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリノ　マヒロ タカトリ [15.68] フジノ　ジュラ ナガタ [15.76]

1 25190 森野　真瑞(1) 鷹取 1 24925 藤野　葵空(2) 長田
オガワ　マヒル イブキダイ [15.68] ツツイ　サトミ オブ [15.76]

2 29673 小川　まひる(1) 井吹台 2 23443 筒井　里美(1) 小部
タケダ　リンカ オオイケ [15.68] ナカノ　サヤハ オオハラ [15.75]

3 23010 武田　凛香(2) 大池 3 29182 中野　沙華(1) 大原
タキモト　リコ アリノ [15.66] ヤスハラ　マオ コウベナガサカ [15.70]

4 29212 滝本　莉子(2) 有野 4 27140 安原　真央(1) 神戸長坂
ツルタ　リオ オブ [15.65] アイハラ　リサコ タカショウ [15.71]

5 23444 鶴田　莉緒(1) 小部 5 20707 愛原　理彩子(1) 鷹匠
カワシマ　モナ セイシン [15.66] オダ　ナツキ タカトリ [15.71]

6 29417 川島　百来(2) 西神 6 25180 小田　夏希(1) 鷹取
タカスギ　マユ イブキダイ [15.66] ドイ　アンナ セイリョウダイ [15.70]

7 29682 髙杉　真由(1) 井吹台 7 29527 土井　杏南(1) 星陵台
マナベ　ノドカ モトヤマミナミ [15.67] ナカニシ　コトミ イカワダニ [15.75]

8 20634 眞鍋　和(1) 本山南 8 27264 中西　詞美(1) 伊川谷
ツジムラ　タマキ カラト [15.67] ミヤオ　キョウカ イブキダイ [15.73]

9 22904 辻村　碧希(1) 唐櫃 9 29693 宮尾　京佳(1) 井吹台

27組 (-  .  m/s) 28組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤスダ　ユウノ サクラガオカ [15.90] セキサダ　ヒカル タイサンジ [15.98]

1 27415 安田　悠乃(1) 桜が丘 1 28100 席定　輝(1) 太山寺
エンドウ　カエデ セイシン [15.90] イケダ　レイナ オウゴ [16.00]

2 29403 遠藤　楓(1) 西神 2 24000 池田　鈴奈(2) 淡河
ハタナカ　アヤナ コウベナガサカ [15.91] オカノ　オウセ スミヨシ [16.05]

3 27137 畠中　絢菜(1) 神戸長坂 3 20431 岡野　桜星(2) 住吉
カタヤマ　トア ハラダ [15.78] サイトウ　リア シラカワダイ [15.91]

4 20964 片山　友愛(1) 原田 4 25736 齋藤　莉愛(1) 白川台
ワダ　アイコ タルミ [15.79] キクチ　マユ イカワダニ [15.95]

5 26554 和田　藍子(1) 垂水 5 27262 菊池　真由(1) 伊川谷
イソザキ　ユラ オオハラ [15.76] フジタ　マユ タマツ [15.94]

6 29191 磯﨑　優来(1) 大原 6 27629 藤田　真由(1) 玉津
ワカイ　サキ マイコ [15.80] ワタナベ　リナ ハゼタニ [15.97]

7 26802 若居　咲希(1) 舞子 7 27356 渡部　里菜(1) 櫨谷
ツシマ　サクラ オオハラ [15.80] トヨシマ　アカリ アリノ [15.97]

8 29188 對間　咲礼(1) 大原 8 29205 豊島　朱里(2) 有野
オカムラ　ココナ コウヨウ [15.86] イシカワ　リオナ タルミ [15.98]

9 20072 岡村　胡々菜(1) 向洋 9 26552 石川　里央菜(1) 垂水

29組 (-  .  m/s) 30組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカイ　ノドカ モトヤマミナミ [16.23] オオガワラ　マイ イブキダイ [16.46]

1 20635 酒井　のどか(1) 本山南 1 29672 大河原　真衣(1) 井吹台
タワラモト　ユイナ セイシン [16.23] カワノ　シヅキ キタコウベ [16.47]

2 29404 俵本　結菜(1) 西神 2 24167 川野　詩月(1) 北神戸
ツルミ　サキ スズランダイ [16.27] マツモト　ナツキ タカショウ [16.40]

3 23510 鶴見　咲(1) 鈴蘭台 3 20711 松本　菜月(1) 鷹匠
ミツエダ　ミサキ タマツ [16.19] マエノ　エリカ ハゼタニ [16.28]

4 27619 三枝　美咲(2) 玉津 4 27355 前野　絵里佳(1) 櫨谷
ヤスナガ　ミオリ モモヤマダイ [16.06] タカベ　マイ サクラガオカ [16.35]

5 26138 安永　光織(1) 桃山台 5 27414 髙部　真衣(1) 桜が丘
ササキ　ココア ヨコオ [16.12] アンマ　ユズキ モトヤマ [16.29]

6 25431 佐々木　心愛(1) 横尾 6 20306 安間　柚葵(1) 本山
マンダ　リオ ウオザキ [16.06] アリタ　ナツキ セイリョウダイ [16.38]

7 20234 萬田　莉生(1) 魚崎 7 29520 有田　奈月(1) 星陵台
キクチ　イチカ タルミ [16.20] ニッタ　アオイ シオヤ [16.4]

8 26555 菊地　一華(1) 垂水 8 26264 新田　葵(2) 塩屋
マツオカ　リホ イブキダイ [16.21] ミナミ　ハナ スミヨシ [16.39]

9 29690 松岡　梨穂(1) 井吹台 9 20444 南　花(1) 住吉
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

31組 (-  .  m/s) 32組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワカハラ　チハル アリノ [16.63] モリ　ヒナタ アリノ [16.94]

1 29210 若原　千晴(2) 有野 1 29208 森　陽菜多(2) 有野
モモタ　ミオ ナギサ [16.63] ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ [16.93]

2 21845 桃田　美桜(1) 渚 2 27354 中山　優菜(1) 櫨谷
ヨコヤマ　ユキネ イブキダイ [16.65] ナカガワ　ユイ イブキダイ [16.88]

3 29696 横山　雪音(1) 井吹台 3 29686 中川　結衣(1) 井吹台
アサクラ　コハル タマツ [16.52] キムラ　サキ モトヤマ [16.80]

4 27613 朝倉　心晴(2) 玉津 4 20307 木村　咲希(1) 本山
ムラカミ　ルリ オオハラ [16.55] ヤマダ　アオイ オシベダニ [16.72]

5 29190 村上　瑠俐(1) 大原 5 27514 山田　蒼空(1) 押部谷
サカキ　ミズキ モモヤマダイ [16.56] ホリキリ　ミナ セイリョウダイ [16.70]

6 26133 榊　碧月(1) 桃山台 6 29530 堀切　美那(1) 星陵台
イケガミ　ミツキ ハラダ [16.58] モリ　イブキ ヒラノ [16.72]

7 20963 池上　美月(1) 原田 7 27828 森　いぶき(1) 平野
リン　シオク ナギサ [16.61] ミヤジ　シュウ ヨコオ [16.80]

8 21846 林　子奥(1) 渚 8 25434 宮地　朱結(1) 横尾
アオキ　ミサ モトヤマミナミ [16.59] ヤギ　ココア ウエノ [16.83]

9 20631 青木　心咲(1) 本山南 9 21101 八木　心彩(1) 上野

33組 (-  .  m/s) 34組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アライ　ナナ オブ [17.11] タツタ　ミユ イカワダニ [17.67]

2 23440 新井　七奈(1) 小部 2 27263 龍田　美優(1) 伊川谷
コヤマ　ユアナ ヤマダ [17.15] オオキ　ミライ イブキダイ [17.63]

3 23131 小山　優愛菜(1) 山田 3 29671 大木　みらい(1) 井吹台
ハラノ　チホ キタコウベ [17.05] タカハシ　サクラ サクラガオカ [17.22]

4 24172 原野　智穂(1) 北神戸 4 27413 髙橋　さくら(1) 桜が丘
ヤマシタ　アオイ ウオザキ [17.00] フクイ　ユキノ キタコウベ [17.25]

5 20233 山下　葵衣(1) 魚崎 5 24169 福井　友岐乃(1) 北神戸
クロオカ　ハルカ イブキダイ [17.02] ヒラシマ　ユウア コウベナガサカ [17.23]

6 29677 黒岡　遥(1) 井吹台 6 27138 平嶋　結愛(1) 神戸長坂
モリ　ヒナ シオヤ [17.00] ヨシダ　ミク マイコ [17.20]

7 26274 森　陽菜(1) 塩屋 7 26800 吉田　美空(1) 舞子
タカハラ　ジュンナ イブキダイ [17.08] メガ　ユズカ イブキダイ [17.30]

8 29684 高原　純菜(1) 井吹台 8 29694 妻鹿　柚香(1) 井吹台
オオモリ　アオイ キタコウベ [17.08] ハタ　ミリア ナギサ [17.28]

9 24173 大森　碧(1) 北神戸 9 21844 畑　みりあ(1) 渚

35組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ササオカ　アヤ ハラダ

2 20967 笹岡　文(1) 原田
ヤブモト　ミサ オオイケ [19.34]

3 23011 藪本　光咲(1) 大池
ムラカミ　マオ ハラダ

4 20971 村上　真桜(1) 原田
ワカバヤシ　ハルカ フクダ

5 26425 若林　春夏(1) 福田
フクイ　ヒトミ キタコウベ [18.0]

6 24163 福井　ひとみ(1) 北神戸
ナカニシ　リカ タモンヒガシ [18.34]

7 26755 中西　莉佳(1) 多聞東
マツモト　ココネ タマツ

8 27618 松本　ここね(2) 玉津
サカノ　ユウア ミナトジマガクエン

9 21985 阪野　結愛(1) 港島学園

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 挑戦会 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ユラ オオハラ [28.36] クジメ　サキ タルミ [29.29]

1 29173 田中　ゆら(2) 大原 1 26533 久次米　咲季(2) 垂水
ヤマモト　サヤ タイサンジ [28.34] ハラダ　セト タカクラ [29.19]

2 28170 山本　紗也(2) 太山寺 2 25311 原田　世都(2) 高倉
フジタニ　ミウ アリノキタ [27.74] トミナガ　ヒナタ タイサンジ [28.56]

3 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 3 28175 冨永　陽(2) 太山寺
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ [27.50] ミヤワキ　ネネ ヤマダ [28.64]

4 20618 西川　真加(2) 本山南 4 23121 宮脇　寧々(3) 山田
ヤマグチ　ミズキ タカクラ [26.33] ヤマグチ　ナツミ セイウン [28.79]

5 25332 山口　瑞生(3) 高倉 5 70234 山口　菜摘(2) 青雲
タカヤマ　アオイ ヨコオ [27.17] ヒガシババ　アサ アリノキタ [28.37]

6 25426 髙山　碧(2) 横尾 6 29311 東馬場　杏咲(2) 有野北
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ [25.99] ナカモト　ソラナ タイサンジ [28.65]

7 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 7 28160 中本　空菜(2) 太山寺
ヤマニシ　メイ セイウン [28.10] キシモト　アサ コウリョウ [28.81]

8 70236 山西　芽衣(2) 青雲 8 23201 岸本　明咲(1) 広陵
ナカニシ　ミウ タルミ [28.04] コクボ　ユエラ ハゼタニ [29.08]

9 26534 仲西　未羽(2) 垂水 9 27350 小久保　優蕾(2) 櫨谷

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカムラ　メイ スズランダイ [30.00] ミゾグチ　カノ タカショウ [30.97]

1 23511 中村　芽依(1) 鈴蘭台 2 20786 溝口　華乃(2) 鷹匠
タナクラ　サキホ ミカゲ [30.00] シギョウ　ミチカ ホンジョウ [30.79]

2 20566 棚倉　咲帆(1) 御影 3 20160 執行　美誓(1) 本庄
サガラ　ルナ キタコウベ [29.93] ナカニシ　ノア ヤマダ [30.14]

3 24168 相良　月奏(1) 北神戸 4 23132 中西　乃愛(1) 山田
カメタキ　ノノ ヤマダ [29.73] キシ　ミミ タカトリ [30.19]

4 23130 亀滝　のの(1) 山田 5 25165 岸　美海(2) 鷹取
チバ　ハルカ オシベダニ [29.53] キノシタ　ユミ シオヤ [30.18]

5 27503 千葉　遙(2) 押部谷 6 26263 木下　裕美(2) 塩屋
マルイ　メイ タカクラ [29.57] クリス　リオ イブキダイ [30.46]

6 25312 圓井　芽依(2) 高倉 7 29632 栗栖　里桜(2) 井吹台
ナカジマ　トモカ ホンタモン [29.41] シオザキ　ハルナ ミカゲ [30.50]

7 27055 中島　朋香(2) 本多聞 8 20554 塩崎　陽菜(2) 御影
アイオイ　ユア イブキダイ [29.98] スドウ　サクラ セイシン [30.55]

8 29644 相生　結愛(2) 井吹台 9 29418 須藤　咲愛(2) 西神
ムカイ　ヨナ ミカゲ [30.00]

9 20557 向　瑶奈(2) 御影

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　リオナ タカクラ [31.25] コタケ　ユノ ホンタモン [31.65]

2 25345 山本　莉緒奈(1) 高倉 2 27062 小竹　唯音(1) 本多聞
タカハシ　トモカ モモヤマダイ [31.37] イヨ　アスカ ホンジョウ [31.61]

3 26135 髙橋　共香(1) 桃山台 3 20152 伊豫　未来花(2) 本庄
ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [31.00] イズモト　スミレ モモヤマダイ [31.51]

4 26754 中上　和奏(1) 多聞東 4 26131 泉本　純伶(1) 桃山台
マツイ　レナ ミカゲ [31.00] アカギ　ミライ ミカゲ [31.45]

5 20555 松井　伶奈(2) 御影 5 20552 赤城　未来(2) 御影
シライシ　スズノ スズランダイ [31.00] モガミ　ユイナ ホンタモン [31.54]

6 23512 白石　鈴乃(1) 鈴蘭台 6 27061 茂上　結南(1) 本多聞
シンドウ　リオナ ゴシキ [31.00] ヤマシタ　アヤネ シオヤ [31.50]

7 74020 進藤　梨央奈(2) 五色 7 26267 山下　絢音(2) 塩屋
コバヤシ　アオイ マイコ [31.18] ナカザワ　リホ ヨコオ [31.61]

8 26811 小林　葵(2) 舞子 8 25432 中澤　莉帆(1) 横尾
シンケ　アユミ シンダイフゾクチュウ [31.19] ゴトウ　サラ ホンタモン [31.54]

9 28212 新家　歩実(2) 神大附属 9 27060 後藤　桜空(1) 本多聞
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共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サトウ　ミサキ タカトリ [32.00] キタガワ　マオ スミヨシ [32.57]

2 25187 佐藤　心咲(1) 鷹取 2 20441 北川　茉央(1) 住吉
ミツイシ　モモカ ウエノ [32.00] ミナミ　ハナ スミヨシ [32.67]

3 21106 滿石　百花(1) 上野 3 20444 南　花(1) 住吉
ヤマノウエ　ミユキ オブ [31.85] モリ　ヒナ シオヤ [32.00]

4 23433 山野上　美幸(2) 小部 4 26274 森　陽菜(1) 塩屋
サキ　ナナ モモヤマダイ [31.76] ヤマモト　カリン フクダ [32.13]

5 26134 佐木　那菜(1) 桃山台 5 26424 山本　花凜(1) 福田
カサナミ　アンナ タルミ [31.70] イシイ　ホノカ セイリョウダイ [32.12]

6 26553 笠波　杏奈(1) 垂水 6 29521 石井　穂乃花(1) 星陵台
コサカ　アスカ シラカワダイ [31.68] フジイ　カホ モモヤマダイ [32.13]

7 25735 小坂　明日香(1) 白川台 7 26137 藤井　花穂(1) 桃山台
シマナガ　トモミ ホンタモン [31.89] カワシマ　モナ セイシン [32.34]

8 27065 島永　知実(1) 本多聞 8 29417 川島　百来(2) 西神
ミヤシタ　リノン ホンジョウ [31.95] タムラ　マリ セイリョウダイ [32.20]

9 20156 宮下　陽愛(2) 本庄 9 29526 田村　まり(1) 星陵台

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マエノ　エリカ ハゼタニ [34.67] ハナヤマ　ヒヨリ セイシン

2 27355 前野　絵里佳(1) 櫨谷 2 29406 花山　陽葉里(1) 西神
カトウ　サエリ フクダ [33.64] タシロ　ワカナ ミナトジマガクエン

3 26417 加藤　冴理(2) 福田 3 21986 田代　和佳菜(1) 港島学園
ナカイ　メイ シオヤ [33.00] ホンダ　レイア タカクラ

4 26273 中井　芽衣(1) 塩屋 4 25342 本田　鈴愛(1) 高倉
カワヒラ　ナツキ ヨコオ [32.85] ホリキリ　ミナ セイリョウダイ [35.04]

5 25429 河平　夏希(1) 横尾 5 29530 堀切　美那(1) 星陵台
タツミ　ユイ タイサンジ [33.03] マツシタ　モネ タカショウ

6 28103 辰己　由衣(1) 太山寺 6 20785 松下　もね(2) 鷹匠
マツバラ　コノハ シオヤ [33.00] サカキ　ミズキ モモヤマダイ [36.13]

7 26265 松原　木乃葉(2) 塩屋 7 26133 榊　碧月(1) 桃山台
ササキ　ココア ヨコオ [33.58] ニシイ　コズエ タイサンジ

8 25431 佐々木　心愛(1) 横尾 8 28106 西井　梢(1) 太山寺
ヤスナガ　ミオリ モモヤマダイ [33.11] タワラモト　ユイナ セイシン

9 26138 安永　光織(1) 桃山台 9 29404 俵本　結菜(1) 西神
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共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオハシ　コウミ ヨコオ [2:40.00] シントク　ルキ セイリョウダイ [2:45.00]

1 25428 大橋　瑚海(1) 横尾 1 29514 新德　琉姫(2) 星陵台
ヤマモト　カナ タモンヒガシ [2:39.87] ヤマモト　アカリ ユラ [2:45.00]

2 26757 山本　佳那(1) 多聞東 2 70449 山本　朱莉(2) 由良
サトウ　ハナ フクダ [2:36.98] コダン　アオイ ヨコオ [2:45.00]

3 26418 佐藤　花(2) 福田 3 25430 小段　葵(1) 横尾
タカダ　カナ アリノキタ [2:36.35] マツイ　レナ ミカゲ [2:44.84]

4 29310 髙田　佳那(2) 有野北 4 20555 松井　伶奈(2) 御影
ホンダ　レイア タカクラ [2:35.07] ホンダ　ナナエ タルミ [2:44.52]

5 25342 本田　鈴愛(1) 高倉 5 26551 本多　菜々恵(1) 垂水
フォックス　ジュリアンアマネ コウヨウ [2:33.72] フジヤマ　オトハ イブキダイ [2:44.17]

6 20063 フォックス　ジュリアン天音(2) 向洋 6 29689 藤山　乙葉(1) 井吹台
ヤギ　ハヅキ アリノキタ [2:32.95] カツモト　アヤハ タルミ [2:43.83]

7 29324 八木　葉月(1) 有野北 7 26556 勝本　彩葉(1) 垂水
ノマ　カヅキ アリノ [2:32.83] シオザキ　ハルナ ミカゲ [2:42.73]

8 29209 野間　香月(2) 有野 8 20554 塩崎　陽菜(2) 御影
ヤマシタ　レオ ウタシキヤマ [2:32.81] タカタ　リアラ セイリョウダイ [2:41.86]

9 26602 山下　鈴央(2) 歌敷山 9 29525 高田　莉愛来(1) 星陵台
タナクラ　サキホ ミカゲ [2:29.13] デグチ　アミ ウオザキ [2:41.13]

10 20566 棚倉　咲帆(1) 御影 10 20236 出口　愛望(1) 魚崎
ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [2:28.75] スズキ　アンナ セイリョウダイ [2:41.58]

11 29306 細川　日向(3) 有野北 11 29524 鈴木　杏奈(1) 星陵台
ムラカミ　サチコ オウツカダイ [2:24.17] タキタニ　ソラ コウヨウ [2:40.25]

12 27701 村上　咲智子(2) 王塚台 12 20064 滝谷　天空(2) 向洋
タナカ　リノ セイシン [2:24.10] イノウエ　アミ ヒラノ [2:40.23]

13 29411 田中　梨乃(3) 西神 13 27829 井上　青海(1) 平野

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　ミハネ オシベダニ [2:52.06] サオヤマ　リコ ヒラノ [2:58.05]

1 27511 藤井　美羽(1) 押部谷 1 27830 佐尾山　琳子(1) 平野
ミズタニ　ルイ スミヨシ [2:50.75] マツモト　チナ ヨコオ [2:57.02]

2 20433 水谷　瑠衣(2) 住吉 2 25433 松本　稚奈(1) 横尾
イケジマ　サトネ タカクラ [2:50.15] コジマ　ユウ ユラ [2:55.00]

3 25346 池嶋　里音(1) 高倉 3 70448 小島　結羽(2) 由良
ツキヤマ　アヤ タカショウ [2:49.44] テライ　ミカ フクダ [2:56.12]

4 20710 築山　綾(1) 鷹匠 4 26423 寺井　美果(1) 福田
オオツカ　ナツコ ウオザキ [2:48.79] コハマ　サユミ ユラ [2:55.00]

5 20201 大塚　那都子(2) 魚崎 5 70446 小濵　沙優美(3) 由良
ノブモト　サヨ マイコ [2:47.88] ワダ　ユズナ シオヤ [2:55.00]

6 26801 信本　咲世(1) 舞子 6 26268 和田　ゆず奈(2) 塩屋
テイ　ユウリ スミヨシ [2:47.84] マツモト　ナナ アリノ [2:54.07]

7 20435 提　優里(2) 住吉 7 29220 松本　波奈(1) 有野
カワバタ　カノン イカワダニ [2:47.29] キムラ　カンナ キタコウベ [2:53.14]

8 27251 川畑　華音(2) 伊川谷 8 24142 木村　栞夏(2) 北神戸
トダ　アヤノ スミヨシ [2:46.72] マツウラ　カナデ ウオザキ [2:53.11]

9 20443 戸田　絢音(1) 住吉 9 20227 松浦　奏(2) 魚崎
シラキ　ヒナタ アリノ [2:46.65] オカダ　ユウア イブキダイ [2:52.31]

10 29203 白木　陽奈多(2) 有野 10 29630 岡田　結愛(2) 井吹台
ヤマグチ　エコ マイコ [2:46.45] ネシ　アオイ ウオザキ [2:52.97]

11 26816 山口　絵子(2) 舞子 11 20226 根志　あおい(2) 魚崎
オガタ　ユア イブキダイ [2:45.40] ウラノ　コハル ハゼタニ [2:52.11]

12 29640 緒方　優愛(2) 井吹台 12 27352 浦野　小春(1) 櫨谷
カドモト　マナカ フクダ [2:45.10]

13 26421 門元　愛佳(1) 福田
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共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマサキ　ソナ ヨコオ [3:03.90] ムラカミ　マオ ハラダ

1 25427 山崎　想奈(2) 横尾 1 20971 村上　真桜(1) 原田
ナカムラ　アサ ウオザキ [3:02.50] シンリキ　ヒナノ ホンジョウ [3:24.69]

2 20235 中村　あさ(1) 魚崎 2 20150 神力　日向暖(2) 本庄
ゴトウ　キヨラ ハラダ [3:00.10] イシイ　シュウカ ウエノ [3:16.19]

3 20966 後藤　清蘭(1) 原田 3 21103 石井　繍花(1) 上野
マツモト　ユヅキ シオヤ [3:00.00] タナカ　ユヅキ シオヤ [3:15.00]

4 26266 松本　ゆづき(2) 塩屋 4 26272 田中　優月(1) 塩屋
カジハラ　アイラ タモンヒガシ [2:59.94] サコ　ウララ オオゾウ [3:13.66]

5 26748 梶原　逢楽(2) 多聞東 5 23924 佐古　羽麗(1) 大沢
カワグチ　ハルカ セイリョウダイ [2:59.47] スギモト　アユ シオヤ [3:15.00]

6 29523 川口　晴楓(1) 星陵台 6 26271 杉本　あゆ(1) 塩屋
コシハラ　メグ タモンヒガシ [2:59.66] マツウラ　ミオン イブキダイ [3:12.00]

7 26752 越原　芽玖(1) 多聞東 7 29691 松浦　実音(1) 井吹台
ホソカワ　サクラ アリノキタ [2:59.16] コジマ　サキホ ナギサ [3:11.94]

8 29323 細川　咲來(1) 有野北 8 21841 小嶋　咲穂(1) 渚
オオシマ　ユウ モトヤマ [2:59.05] ハラダ　ユズカ セイシン [3:11.69]

9 20303 大島　由羽(1) 本山 9 29407 原田　柚花(1) 西神
ワタナベ　モモカ スマガクエン [2:58.66] マツシマ　ナオ イブキダイ [3:10.25]

10 29764 渡辺　桃加(3) 須磨学園 10 29692 松島　奈央(1) 井吹台
ウザワ　ネイナ タカショウ [2:58.09] ナカモト　ケイ ナギサ [3:10.21]

11 20708 鵜沢　音生奈(1) 鷹匠 11 21843 中元　恵(1) 渚
ササキ　リセ タルミ [2:58.06] エンドウ　シュン タカトリ [3:08.28]

12 26550 佐々木　莉聖(1) 垂水 12 25185 遠藤　旬(1) 鷹取
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カタヤマ　アカリ ナギサ [5:09.18] スズキ　ハルノ モトヤマ [5:25.00]

1 21831 片山　紅里(2) 渚 1 20304 鈴木　春乃(1) 本山
ササキ　ナナ キタコウベ [5:08.23] タカヤマ　ミキ タカクラ [5:24.12]

2 24137 佐々木　七晄(2) 北神戸 2 25347 髙山　美希(1) 高倉
ノマ　カヅキ アリノ [5:07.78] フジモト　ミレナ イカワダニ [5:23.38]

3 29209 野間　香月(2) 有野 3 27250 藤本　みれな(2) 伊川谷
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ [5:07.07] タカダ　カナ アリノキタ [5:22.96]

4 27134 黒川　絆奈(1) 神戸長坂 4 29310 髙田　佳那(2) 有野北
モリシタ　シズク イカワダニ [5:04.37] ナカガワ　マドカ オオハラ [5:22.80]

5 27245 森下　凉月(3) 伊川谷 5 29189 中川　円(1) 大原
アズマ　ハル ミナトガワ [4:59.42] スエイシ　アヤナ タイサンジ [5:21.92]

6 22364 東　はる(1) 湊川 6 28158 末石　彩夏(2) 太山寺
ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [4:58.20] フルカワ　ミサキ タルミ [5:20.68]

7 29306 細川　日向(3) 有野北 7 26532 古川　美咲(2) 垂水
イイヅカ　ナツコ タイサンジ [4:57.09] アキヤマ　カホ オシベダニ [5:20.37]

8 28171 飯塚　菜津子(2) 太山寺 8 27505 秋山　果穂(2) 押部谷
ムラカミ　サチコ オウツカダイ [4:56.39] トクモト　ハルナ セイリョウダイ [5:20.00]

9 27701 村上　咲智子(2) 王塚台 9 29508 德元　陽菜(3) 星陵台
ヒラノ　サツキ オブ [4:53.51] ネヅ　ユカリ オブ [5:19.93]

10 23422 平野　さつき(3) 小部 10 23446 根津　由香里(1) 小部
カガワ　ハルカ タイサンジ [4:52.05] ヤマシタ　レオ ウタシキヤマ [5:17.82]

11 28177 香川　悠(2) 太山寺 11 26602 山下　鈴央(2) 歌敷山
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ [4:49.36] サトウ　ハナ フクダ [5:15.85]

12 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 12 26418 佐藤　花(2) 福田
カネコ　セナ マイコ [4:47.68] イシイ　ハナ コウベナガサカ [5:14.69]

13 26817 金子　聖奈(2) 舞子 13 27111 石井　英(3) 神戸長坂
イケノ　カイリ タイサンジ [4:32.52] ヤギ　ハヅキ アリノキタ [5:11.54]

14 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 14 29324 八木　葉月(1) 有野北

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムラカミ　ソノ タカクラ [5:36.88] コダン　アオイ ヨコオ [5:50.00]

1 25343 村上　想乃(1) 高倉 1 25430 小段　葵(1) 横尾
マツダ　ミサキ タイサンジ [5:36.01] モトダ　クルミ タイサンジ [5:47.58]

2 28166 松田　美咲(2) 太山寺 2 28108 元田　くるみ(1) 太山寺
ナカムラ　リマ オシベダニ [5:34.11] ウラノ　コハル ハゼタニ [5:46.77]

3 27515 中村　莉麻(1) 押部谷 3 27352 浦野　小春(1) 櫨谷
ツジ　ミナミ ミナトガワ [5:32.89] タカハシ　サクラ ミナトガワ [5:46.71]

4 22368 辻　美波(1) 湊川 4 22356 髙橋　咲良(3) 湊川
ムラカミ　リン タカトリ [5:32.88] ミムラ　アオイ イカワダニ [5:43.88]

5 25168 村上　凛(2) 鷹取 5 27257 三村　葵(2) 伊川谷
ヒライ　ミユ オオハラ [5:31.87] イノウエ　アミ ヒラノ [5:42.11]

6 29192 平井　心結(1) 大原 6 27829 井上　青海(1) 平野
ハリマ　アイサ タイサンジ [5:31.44] ムカイ　ユハネ ミナトガワ [5:41.77]

7 28176 播磨　あいさ(2) 太山寺 7 22359 向井　優羽(2) 湊川
シバハラ　サクラ コウベナガサカ [5:30.98] カタクラ　チハル イブキダイ [5:40.60]

8 27135 柴原　さくら(1) 神戸長坂 8 29676 片倉　千晴(1) 井吹台
イワモト　ユイ オブ [5:30.1] オオハシ　コウミ ヨコオ [5:40.00]

9 23441 岩本　ゆい(1) 小部 9 25428 大橋　瑚海(1) 横尾
ミキ　アヤハ イカワダニ [5:30.27] ナカガキ　フミカ タイサンジ [5:39.55]

10 27243 三木　彩羽(3) 伊川谷 10 28105 中垣　文花(1) 太山寺
トダ　チイ オブ [5:30.1] フクナガ　アヤミ オブ [5:39.49]

11 23445 戸田　智唯(1) 小部 11 23436 福永　彩心(2) 小部
ウエダ　ナナミ キタコウベ [5:26.84] ヤノ　アイカ タイサンジ [5:38.30]

12 24184 上田　七海(1) 北神戸 12 28167 矢野　愛花(2) 太山寺
モリタ　ラン コウベナガサカ [5:26.76] カワムラ　スミレ ミナトガワ [5:37.89]

13 27115 森田　藍(3) 神戸長坂 13 22362 河村　すみれ(2) 湊川
タケウチ　サキ キタコウベ [5:25.59] シラキ　ヒナタ アリノ [5:37.87]

14 24185 竹内　咲貴(1) 北神戸 14 29203 白木　陽奈多(2) 有野
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イシオカ　ノア ホンタモン [6:03.16] トタニ　ナツキ タイサンジ

1 27050 石岡　叶彩(2) 本多聞 1 28104 戸谷　夏姫(1) 太山寺
ナカモリ　ハルカ イブキダイ [6:04.83] ゴトウ　キヨラ ハラダ

2 29646 仲森　遥香(2) 井吹台 2 20966 後藤　清蘭(1) 原田
オガワ　ユズノ ホンタモン [6:01.81] ナカムロ　ハルコ ヒラノ

3 27051 小川　柚乃(2) 本多聞 3 27831 中室　晴心(1) 平野
ワダ　ユズナ シオヤ [6:00.00] ヤマシタ　ムツキ タイサンジ

4 26268 和田　ゆず奈(2) 塩屋 4 28110 山下　睦稀(1) 太山寺
イケダ　ミハナ タカクラ [5:57.22] ミヤザキ　アオバ イブキダイ

5 25341 池田　美波那(1) 高倉 5 29648 宮崎　青葉(2) 井吹台
マツモト　ユヅキ シオヤ [6:00.00] ナカニシ　リカ タモンヒガシ [7:01.00]

6 26266 松本　ゆづき(2) 塩屋 6 26755 中西　莉佳(1) 多聞東
オクノ　リナ タイサンジ [5:55.03] コマツ　ユイ イブキダイ [6:36.08]

7 28157 奥野　里那(2) 太山寺 7 29678 小松　由惟(1) 井吹台
ナガイ　ミズキ タカトリ [5:55.0] モリモト　アイ ミナトジマガクエン [6:31.31]

8 25186 永井　泉葵(1) 鷹取 8 21973 森本　あい(2) 港島学園
ナカソネ　リコ ミナトガワ [5:53.15] サオヤマ　リコ ヒラノ [6:30.86]

9 22369 仲宗根　莉子(1) 湊川 9 27830 佐尾山　琳子(1) 平野
カワバタ　カノン イカワダニ [5:53.11] マツモト　チナ ヨコオ [6:20.93]

10 27251 川畑　華音(2) 伊川谷 10 25433 松本　稚奈(1) 横尾
サイトウ　マオ キタコウベ [5:52.86] ホソカワ　サクラ アリノキタ [6:08.54]

11 24139 斉藤　舞桜(2) 北神戸 11 29323 細川　咲來(1) 有野北
マツモト　ナナ アリノ [5:52.67] ヤマサキ　ソナ ヨコオ [6:19.24]

12 29220 松本　波奈(1) 有野 12 25427 山崎　想奈(2) 横尾
ヤマグチ　サキ タカトリ [5:50.0] タケウチ　サナ タカトリ [6:05.29]

13 25163 山口　紗葵(2) 鷹取 13 25171 竹内　紗菜(2) 鷹取
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共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤスガキ　ソヨカ ヨコオ [17.50] サオヤマ　フミ ホンタモン [18.55]

1 25435 安垣　颯華(1) 横尾 1 27052 佐尾山　布美(2) 本多聞
コバヤシ　マオ ヨコオ [17.50] オカイ　ナナミ ヒラノ [18.57]

2 25425 小林　茉央(2) 横尾 2 27825 岡井　七海(2) 平野
コウダマ　イチカ タイサンジ [16.30] ミヤジ　シュウ ヨコオ [18.00]

3 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 3 25434 宮地　朱結(1) 横尾
ミヤワキ　ネネ ヤマダ [16.60] カタヤマ　チヒロ シオヤ [17.70]

4 23121 宮脇　寧々(3) 山田 4 26261 片山　千寛(2) 塩屋
モリ　チヒロ タイサンジ [15.65] ミヨシ　ユナ モトヤマミナミ [17.56]

5 28169 森　千裕(2) 太山寺 5 20621 三好　佑奈(2) 本山南
タナカ　ユラ オオハラ [16.34] フジカワ　シオリ シオヤ [17.50]

6 29173 田中　ゆら(2) 大原 6 26269 藤川　栞(2) 塩屋
カヤマ　モモハ タイサンジ [16.15] ナカヤマ　ユラ ウオザキ [17.87]

7 28178 香山　百葉(2) 太山寺 7 20204 中山　夢瑛(2) 魚崎
モリシタ　サキ モモヤマダイ [16.96] キノシタ　サラ マイコ [18.52]

8 26125 森下　咲輝(2) 桃山台 8 26810 木下　沙羅(2) 舞子
コバヤシ　リコ イブキダイ [17.12] タナカ　コハル モモヤマダイ [18.03]

9 29638 小林　莉子(2) 井吹台 9 26122 田中　心遥(2) 桃山台

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤタケ　イロハ キタコウベ [20.00] ヤマウチ　イツキ イカワダニ [21.12]

1 24152 宮武　彩羽(2) 北神戸 1 27267 山内　樹(1) 伊川谷
タカヤマ　リナ ミナトガワ [19.80] ヒコサカ　アオイ キタコウベ [21.45]

2 22366 高山　莉波(1) 湊川 2 24166 彦坂　葵(1) 北神戸
アンドウ　マホ ミカゲ [19.50] クドウ　サヤカ ミカゲ [20.86]

3 20560 安藤　真歩(1) 御影 3 20564 工藤　紗華(1) 御影
フジモト　アンジ キタコウベ [18.94] ハブ　カンナ モトヤマ [20.88]

4 24155 藤本　杏栞(2) 北神戸 4 20311 土生　栞奈(1) 本山
ハッタ　サアヤ タルミ [19.28] クルマ　スミレ イブキダイ [20.01]

5 26537 八田　咲綾(2) 垂水 5 29647 来馬　純鈴(2) 井吹台
イタダニ　アカリ ホンタモン [18.95] ミヤシタ　ミオ マイコ [20.81]

6 27053 板谷　朱莉(2) 本多聞 6 26815 宮下　美汐(2) 舞子
ミナミ　ネネ タカトリ [19.36] イソダ　コナツ ミカゲ [20.50]

7 25181 南　峯々(1) 鷹取 7 20561 磯田　小夏(1) 御影
サカイ　シイナ セイリョウダイ [19.80] オオマチ　ミヒロ タマツ [20.97]

8 29513 酒井　椎名(2) 星陵台 8 27615 大町　美弘(2) 玉津
キタムラ　ミユ モトヤマミナミ [19.62] ナンキ　ミノリ マイコ [20.95]

9 20614 喜多村　心優(2) 本山南 9 26813 南木　みのり(2) 舞子

5組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワカハラ　チハル アリノ

1 29210 若原　千晴(2) 有野
ワカバヤシ　ハルカ フクダ

2 26425 若林　春夏(1) 福田
サイトウ　ミヅキ アリノ

3 29202 齋藤　実月(2) 有野
キムラ　サキ モトヤマ [23.50]

4 20307 木村　咲希(1) 本山
ヤマモト　リオ イカワダニ [21.75]

5 27268 山本　梨央(1) 伊川谷
トヨシマ　アカリ アリノ [21.94]

6 29205 豊島　朱里(2) 有野
ニシワキ　ハナ モトヤマ [21.85]

7 20310 西脇　羽南(1) 本山
シギョウ　ミチカ ホンジョウ

8 20160 執行　美誓(1) 本庄
タキモト　リコ アリノ

9 29212 滝本　莉子(2) 有野
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ヤマダ [54.50] コウヨウ [53.99]

2 山田 6 向洋
[  ] フクダ　カエデ [  ] ミヤワキ　ネネ [  ] カメタキ　ノノ [  ] タニ　ユアン [  ] タグチ　ホノカ [  ] フォックス　ジュリアンアマネ

23120 福田 楓(3) 23121 宮脇 寧々(3) 23130 亀滝 のの(1) 20061 谷 優杏(2) 20062 田口 歩果(2) 20063 フォックス ジュリアン天音(2)

[  ] コヤマ　ユアナ [  ] ナカニシ　ノア [  ] タキタニ　ソラ [  ] アオタ　マナミ [  ] オカムラ　ココナ

23131 小山 優愛菜(1) 23132 中西 乃愛(1) 20064 滝谷 天空(2) 20071 青田 愛未(1) 20072 岡村 胡々菜(1)

シオヤ [55.00] タカクラ [53.91]

3 塩屋 7 高倉
[  ] カタヤマ　チヒロ [  ] キノシタ　ユミ [  ] マツバラ　コノハ [  ] ハラダ　セト [  ] マルイ　メイ [  ] ヤマグチ　ミズキ

26261 片山 千寛(2) 26263 木下 裕美(2) 26265 松原 木乃葉(2) 25311 原田 世都(2) 25312 圓井 芽依(2) 25332 山口 瑞生(3)

[  ] ヤマシタ　アヤネ [  ] フジカワ　シオリ [  ] ナカイ　メイ [  ] ホンダ　レイア [  ] モリモト　ミウ [  ] ヤマモト　リオナ

26267 山下 絢音(2) 26269 藤川 栞(2) 26273 中井 芽衣(1) 25342 本田 鈴愛(1) 25344 森本 美羽(1) 25345 山本 莉緒奈(1)

イブキダイ [53.09] ヨコオ [54.20]

4 井吹台 8 横尾
[  ] ヤマグチ　ミツキ [  ] タネイチ　モエ [  ] コバヤシ　リコ [  ] コバヤシ　マオ [  ] タカヤマ　アオイ [  ] カワヒラ　ナツキ

29633 山口 美月(2) 29636 種市 萌(2) 29638 小林 莉子(2) 25425 小林 茉央(2) 25426 髙山 碧(2) 25429 河平 夏希(1)

[  ] オオヤマ　ヒナタ [  ] アイオイ　ユア [  ] オクムラ　アヤカ [  ] ナカザワ　リホ [  ] ヤスガキ　ソヨカ

29639 大山 ひなた(2) 29644 相生 結愛(2) 29645 奥村 彩加(2) 25432 中澤 莉帆(1) 25435 安垣 颯華(1)

タイサンジ [51.67] モトヤマミナミ [54.30]

5 太山寺 9 本山南
[  ] ナカモト　ソラナ [  ] モリ　チヒロ [  ] ヤマモト　サヤ [  ] イイダ　マイ [  ] キタムラ　ミユ [  ] タカギシ　マナミ

28160 中本 空菜(2) 28169 森 千裕(2) 28170 山本 紗也(2) 20611 飯田 舞(2) 20614 喜多村 心優(2) 20615 高岸 愛心(2)

[  ] コウダマ　イチカ [  ] トミナガ　ヒナタ [  ] カヤマ　モモハ [  ] ナカソネ　マリン [  ] ニシカワ　マナカ [  ] ミヨシ　ユナ

28172 幸玉 いちか(2) 28175 冨永 陽(2) 28178 香山 百葉(2) 20617 仲宗根 万梨(2) 20618 西川 真加(2) 20621 三好 佑奈(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タカトリ [57.00] ミカゲ [56.00]

2 鷹取 6 御影
[  ] ヤマモト　ユウヅキ [  ] キシ　ミミ [  ] オカダ　アヤカ [  ] オオイ　アリサ [  ] ムカイ　ヨナ [  ] ヨシダ　ミオ

25164 山本 憂月(2) 25165 岸 美海(2) 25169 岡田 彩加(2) 20553 大井 杏里彩(2) 20557 向 瑶奈(2) 20558 吉田 弥央(2)

[  ] ミナミ　ネネ [  ] イマルオカ　レイナ [  ] サトウ　ミサキ [  ] アンドウ　マホ [  ] クドウ　サヤカ [  ] ヤスフク　リコ

25181 南 峯々(1) 25183 伊丸岡 伶奈(1) 25187 佐藤 心咲(1) 20560 安藤 真歩(1) 20564 工藤 紗華(1) 20567 安福 梨子(1)

イカワダニ [56.60] キタコウベ [56.0]

3 伊川谷 7 北神戸
[  ] オカダ　リナ [  ] オカダ　ミク [  ] ナカニシ　コトミ [  ] ヨコヤマ　ミオ [  ] ヒコサカ　アオイ [  ] カワノ　シヅキ

27260 岡田 莉奈(1) 27261 岡田 美紅(1) 27264 中西 詞美(1) 24165 横山 未桜(1) 24166 彦坂 葵(1) 24167 川野 詩月(1)

[  ] ナダ　アヤカ [  ] ミウラ　チハル [  ] ヤマウチ　イツキ [  ] サガラ　ルナ [  ] イソワキ　ユウ [  ] カジ　メイサ

27265 灘 彩夏(1) 27266 三浦 千陽(1) 27267 山内 樹(1) 24168 相良 月奏(1) 24171 礒脇 結羽(1) 24174 鍛冶 明沙(1)

ヒラノ [55.90] モモヤマダイ [56.01]

4 平野 8 桃山台
[  ] トダ　ヒマリ [  ] コミナミ　ユイ [  ] フジモト　モモア [  ] タナカ　コハル [  ] モリシタ　サキ [  ] イズモト　スミレ

27813 戸田 向日葵(3) 27822 小南 結(2) 27823 藤本 桃杏(2) 26122 田中 心遥(2) 26125 森下 咲輝(2) 26131 泉本 純伶(1)

[  ] オオツカ　ユウカ [  ] オカイ　ナナミ [  ] イノウエ　アミ [  ] サキ　ナナ [  ] タカハシ　トモカ [  ] フジイ　カホ

27824 大塚 悠華(2) 27825 岡井 七海(2) 27829 井上 青海(1) 26134 佐木 那菜(1) 26135 髙橋 共香(1) 26137 藤井 花穂(1)

モトヤマ [56.00] スズランダイ [56.00]

5 本山 9 鈴蘭台
[  ] ハヤシ　リンカ [  ] フジイ　ヒヨリ [  ] セコ　ハヅキ [  ] アダチ　シオリ [  ] イノウエ　ミク [  ] ウエシマ　ユリア

20300 林 凛香(2) 20301 藤井 ひより(2) 20302 世古 葉月(1) 23501 安達 栞(3) 23506 井ノ上 美玖(2) 23507 上島 有梨亜(2)

[  ] マルタニ　ヒヨリ [  ] ヤマガタ　アサ [  ] ハブ　カンナ [  ] ツルミ　サキ [  ] ナカムラ　メイ [  ] シライシ　スズノ

20305 丸谷 ひより(1) 20308 山形 安紗(1) 20311 土生 栞奈(1) 23510 鶴見 咲(1) 23511 中村 芽依(1) 23512 白石 鈴乃(1)
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ウエノ [58.50] アリノ [57.31]

2 上野 6 有野
[  ] ストックトン　メイ [  ] ヤギ　ココア [  ] ミウラ　アカリ [  ] サイトウ　ミヅキ [  ] タケノウチ　ヒヨリ [  ] トヨシマ　アカリ

21100 ストックトン 愛以(1) 21101 八木 心彩(1) 21102 三浦 あかり(1) 29202 齋藤 実月(2) 29204 竹ノ内 陽莉(2) 29205 豊島 朱里(2)

[  ] サカタ　ハル [  ] ミツイシ　モモカ [  ] ヒラカワ　マホ [  ] ホリケ　アイ [  ] ワタナベ　アン

21104 坂田 はる(1) 21106 滿石 百花(1) 29206 平川 真穂(2) 29207 堀家 愛(2) 29211 渡邊 杏(2)
オブ [59.00] ハゼタニ [57.99]

3 小部 7 櫨谷
[  ] マルヤマ　チヒロ [  ] ヤマノウエ　ミユキ [  ] カワノ　ハルカ [  ] オオモリ　ココロ [  ] コクボ　ユエラ [  ] ハナノ　ナナミ

23432 丸山 ちひろ(2) 23433 山野上 美幸(2) 23435 川野 晴香(2) 27349 大森 こころ(2) 27350 小久保 優蕾(2) 27351 花野 七海(2)

[  ] ツルタ　リオ [  ] ハラダ　ミコ [  ] ナカヤマ　ユウナ [  ] マエノ　エリカ [  ] ワタナベ　リナ

23444 鶴田 莉緒(1) 23447 原田 実呼(1) 27354 中山 優菜(1) 27355 前野 絵里佳(1) 27356 渡部 里菜(1)

シンダイフゾクチュウ [57.89] オオハラ [58.25]

4 神大附属 8 大原
[  ] ヤマダ　リオ [  ] エンドウ　アン [  ] シンケ　アユミ [  ] イヨタ　ハル [  ] ササハラ　ナオ [  ] タナカ　ユラ

28210 山田 莉央(3) 28211 遠藤 杏(2) 28212 新家 歩実(2) 29171 伊與田 晴(2) 29172 笹原 菜桜(2) 29173 田中 ゆら(2)

[  ] トオヤマ　サワ [  ] タカハシ　リアン [  ] ツジ　コヒナ [  ] ヤマダ　マオ [  ] ナカノ　サヤハ [  ] ソノダ　サキ

28213 遠山 紗和(2) 28215 高橋 倫杏(1) 28216 辻 こひな(1) 29176 山田 麻央(2) 29182 中野 沙華(1) 29187 園田 沙樹(1)

セイリョウダイ [57.81] タモンヒガシ [58.00]

5 星陵台 9 多聞東
[  ] サカイ　シイナ [  ] タニガワ　モモナ [  ] ウエノ　マリナ [  ] ナカガミ　ワカナ

29513 酒井 椎名(2) 29515 谷河 桃々菜(2) 26747 上野 莉奈(2) 26754 中上 和奏(1)

[  ] イシダ　レイ [  ] ニシモト　ヒマリ [  ] ハセ　ミクル [  ] ヤマモト　カナ

29522 石田 礼衣(1) 29528 西本 陽葵(1) 26756 長谷 美来(1) 26757 山本 佳那(1)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タマツ セイシン [1:01.82]

3 玉津 7 西神
[  ] アサクラ　コハル [  ] フクイ　アヤネ [  ] タワラモト　ユイナ [  ] ハナヤマ　ヒヨリ

27613 朝倉 心晴(2) 27617 福井 絢音(2) 29404 俵本 結菜(1) 29406 花山 陽葉里(1)

[  ] トリイ　ミコト [  ] キリタニ　ナツキ [  ] カワシマ　モナ [  ] スドウ　サクラ

27621 鳥居 心琴(2) 27622 桐谷 夏姫(2) 29417 川島 百来(2) 29418 須藤 咲愛(2)

ホンタモン タルミ

4 本多聞 8 垂水
[  ] サオヤマ　フミ [  ] イタダニ　アカリ [  ] キクチ　ノドカ [  ] アサカワ　ユイナ [  ] クジメ　サキ [  ] ナカニシ　ミウ

27052 佐尾山 布美(2) 27053 板谷 朱莉(2) 27054 菊地 のどか(2) 26530 浅川 唯汝(2) 26533 久次米 咲季(2) 26534 仲西 未羽(2)

[  ] ナカジマ　トモカ [  ] タナカ　ユラ [  ] モガミ　ユイナ [  ] マエダ　ワカナ [  ] ヒロイ　ルルナ [  ] フナサキ　アヤノ

27055 中島 朋香(2) 27056 田中 侑来(2) 27061 茂上 結南(1) 26535 前田 和奏(2) 26538 廣井 琉月(2) 26558 舟崎 綾乃(1)

マイコ [1:00.33] ミナトジマガクエン

5 舞子 9 港島学園
[  ] ワカイ　サキ [  ] キノシタ　サラ [  ] オオサワ　リホ [  ] ミタムラ　イズミ [  ] ヨシカワ　ユラ

26802 若居 咲希(1) 26810 木下 沙羅(2) 21970 大澤 凛歩(2) 21972 三田村 伊純(2) 21974 吉川 優空(2)

[  ] コバヤシ　アオイ [  ] カネコ　セナ [  ] ヤマグチ　ユズキ [  ] サカノ　ユウア [  ] タシロ　ワカナ

26811 小林 葵(2) 26817 金子 聖奈(2) 21984 山口 柚希(1) 21985 阪野 結愛(1) 21986 田代 和佳菜(1)

スミヨシ [1:01.76]

6 住吉
[  ] オカノ　オウセ [  ] マサキ　サトミ [  ] ミズタニ　ルイ

20431 岡野 桜星(2) 20432 正木 里親(2) 20433 水谷 瑠衣(2)

[  ] ムトウ　フウナ [  ] タケダ　モモカ

20434 武藤 楓和(2) 20436 竹田 萌々花(2)
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共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オガワ　マヒル イブキダイ [1.25]

1 29673 小川　まひる(1) 井吹台
フクダ　カエデ ヤマダ [1.53]

2 23120 福田　楓(3) 山田
ツジゴウ　サラ タカトリ [1.25]

3 25167 辻□郷　紗良(2) 鷹取
トダ　ヒマリ ヒラノ [1.60]

4 27813 戸田　向日葵(3) 平野
ツルミ　サキ スズランダイ

5 23510 鶴見　咲(1) 鈴蘭台
ホシノ　フウカ タイサンジ [1.30]

6 28107 星野　楓果(1) 太山寺
ヤマグチ　ミツキ イブキダイ [1.25]

7 29633 山口　美月(2) 井吹台
オオイ　アリサ ミカゲ

8 20553 大井　杏里彩(2) 御影
カワノ　シヅキ キタコウベ [1.15]

9 24167 川野　詩月(1) 北神戸
タカハシ　アヤカ タイサンジ

10 28101 高橋　彩香(1) 太山寺
キモト　ユキノ キタコウベ [1.35]

11 24157 木元　雪乃(2) 北神戸
ミシロ　アミ ミカゲ

12 20556 三代　蒼実(2) 御影
シノミヤ　メイ イブキダイ

13 29680 四宮　萌彩(1) 井吹台
カタヤマ　トモミ タイサンジ [1.30]

14 28152 片山　友実(2) 太山寺
タネイチ　モエ イブキダイ [1.35]

15 29636 種市　萌(2) 井吹台
ストックトン　メイ ウエノ [1.15]

16 21100 ストックトン　愛以(1) 上野
モリ　チヒロ タイサンジ [1.44]

17 28169 森　千裕(2) 太山寺
イノウエ　ナギサ キタコウベ [1.62]

18 24150 井上　凪紗(2) 北神戸
ハヤシ　リンカ モトヤマ [1.25]

19 20300 林　凛香(2) 本山
オオタ　ホノカ タルミ [1.30]

20 26557 太田　穂香(1) 垂水
フジモト　モモア ヒラノ [1.30]

21 27823 藤本　桃杏(2) 平野
コバシ　ワカナ タイサンジ [1.33]

22 28173 小橋　若奈(2) 太山寺
ニシワキ　ハナ モトヤマ [1.15]

23 20310 西脇　羽南(1) 本山
ホリケ　アイ アリノ [1.25]

24 29207 堀家　愛(2) 有野
ヤマダ　マオ オオハラ [1.51]

25 29176 山田　麻央(2) 大原
サイカイ　ミズキ オシベダニ [1.30]

26 27510 西海　瑞葵(1) 押部谷
ホズミ　アオイ タカトリ [1.15]

27 25160 穗積　葵(2) 鷹取
モリ　ユウナ ヒラノ [1.25]

28 27832 森　優奈(1) 平野
ゲンモト　アオイ タカショウ [1.40]

29 20782 厳本　碧(2) 鷹匠
カヤマ　モモハ タイサンジ [1.35]

30 28178 香山　百葉(2) 太山寺
タケノウチ　ヒヨリ アリノ [1.40]

31 29204 竹ノ内　陽莉(2) 有野
ハブ　カンナ モトヤマ [1.35]

32 20311 土生　栞奈(1) 本山



共通女子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ [2.70]

1 22400 村上　綾奈(3) 兵庫
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒロイ　ルルナ タルミ [4.11] ハラノ　チホ キタコウベ [3.40]

1 26538 廣井　琉月(2) 垂水 1 24172 原野　智穂(1) 北神戸
ヤマモト　アヤナ アリノキタ [4.02] ヤマガタ　アサ モトヤマ [3.50]

2 29325 山本　彩愛(1) 有野北 2 20308 山形　安紗(1) 本山
ヨシダ　ミオ ミカゲ [4.02] セゴウ　ルミナ タルミ [3.54]

3 20558 吉田　弥央(2) 御影 3 26536 瀬郷　瑠美奈(2) 垂水
ナカソネ　マリン モトヤマミナミ [4.00] オダ　ナツキ タカトリ [3.50]

4 20617 仲宗根　万梨(2) 本山南 4 25180 小田　夏希(1) 鷹取
ウエバヤシ　ココロ セイリョウダイ [4.10] ミタムラ　イズミ ミナトジマガクエン [3.67]

5 29511 上林　こころ(2) 星陵台 5 21972 三田村　伊純(2) 港島学園
カツラ　マオ イブキダイ [4.21] ツムラ　ミユウ タカショウ [3.50]

6 29637 桂　舞桜(2) 井吹台 6 20781 津村　美優羽(2) 鷹匠
シロモト　ナギサ タイサンジ [4.16] スギシタ　アンリ オシベダニ [3.51]

7 28174 城本　渚(2) 太山寺 7 27504 杉下　杏凜(2) 押部谷
タカギシ　マナミ モトヤマミナミ [4.04] ナカノ　サヤハ オオハラ [3.70]

8 20615 高岸　愛心(2) 本山南 8 29182 中野　沙華(1) 大原
ワカダ　ミツキ マイコ [4.09] マルタニ　ヒヨリ モトヤマ [3.50]

9 26834 若田　光季(3) 舞子 9 20305 丸谷　ひより(1) 本山
アシダ　マユ ミカゲ [5.28] アサハラ　ナナミ タイサンジ [3.97]

10 20543 芦田　真由(3) 御影 10 28168 朝原　菜々美(2) 太山寺
タニ　ユアン コウヨウ [5.05] ヤマモト　ユウヅキ タカトリ [3.98]

11 20061 谷　優杏(2) 向洋 11 25164 山本　憂月(2) 鷹取
タナカ　ヒナ カラト [4.84] ウエスギ　ララ ウオザキ [3.99]

12 22933 田中　陽菜(3) 唐櫃 12 20203 上杉　ララ(2) 魚崎
オクムラ　アヤカ イブキダイ [5.00] タニグチ　ナナカ マイコ [3.98]

13 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 13 26812 谷口　菜々香(2) 舞子
コバシ　ワカナ タイサンジ [4.24] タケウチ　アユミ タイサンジ [3.92]

14 28173 小橋　若奈(2) 太山寺 14 28102 竹内　歩美(1) 太山寺
ワタナベ　アン アリノ [4.29] ササハラ　ナオ オオハラ [3.80]

15 29211 渡邊　杏(2) 有野 15 29172 笹原　菜桜(2) 大原
トモフジ　ミユ キタコウベ [4.82] ヒライシ　ナナコ タイサンジ [3.90]

16 24151 友藤　美優(2) 北神戸 16 28156 平石　奈々子(2) 太山寺
イヨタ　ハル オオハラ [4.34] ササオカ　イツキ イブキダイ [3.68]

17 29171 伊與田　晴(2) 大原 17 29634 笹岡　愛生(2) 井吹台
カジタ　カイリ ゴシキ [4.72] セコ　ハヅキ モトヤマ [3.56]

18 74023 梶田　浬(2) 五色 18 20302 世古　葉月(1) 本山
オオタ　オトナ キタコウベ [4.30] オオイワ　ソノ タイサンジ [3.81]

19 24146 太田　乙菜(2) 北神戸 19 28163 大岩　苑(2) 太山寺
ウエシマ　ユリア スズランダイ [4.56] スギヤマ　ユウキ イブキダイ [3.71]

20 23507 上島　有梨亜(2) 鈴蘭台 20 29642 杉山　結咲(2) 井吹台
ハゼカワ　ミハネ セイリョウダイ [4.69] ヒラカワ　マホ アリノ [3.87]

21 29516 沙魚川　心羽(2) 星陵台 21 29206 平川　真穂(2) 有野
オオツカ　ユウカ ヒラノ [4.57] モリシタ　サヤ セイリョウダイ [3.84]

22 27824 大塚　悠華(2) 平野 22 29517 森下　紗耶(2) 星陵台
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　アンズ ミナトガワ

1 22370 平野　杏(1) 湊川
アマノ　メイ ミカゲ

2 20559 天野　芽衣(1) 御影
ワタナベ　リナ ハゼタニ

3 27356 渡部　里菜(1) 櫨谷
ナカニシ　コトミ イカワダニ

4 27264 中西　詞美(1) 伊川谷
ヤスフク　リコ ミカゲ

5 20567 安福　梨子(1) 御影
ノムラ　マユ ミナトジマガクエン

6 21983 野村　真優(1) 港島学園
タツタ　ミユ イカワダニ

7 27263 龍田　美優(1) 伊川谷
サカシタ　リサ ミカゲ

8 20565 坂下　理彩(1) 御影
フジモト　モモア ヒラノ

9 27823 藤本　桃杏(2) 平野
コヤマ　レナ ナガタ

10 24922 小山　麗奈(2) 長田
モリノ　マヒロ タカトリ [3.22]

11 25190 森野　真瑞(1) 鷹取
マツシタ　モネ タカショウ [3.23]

12 20785 松下　もね(2) 鷹匠
キクチ　イチカ タルミ [3.38]

13 26555 菊地　一華(1) 垂水
センニン　サキネ タモンヒガシ [3.00]

14 26753 仙人　咲音(1) 多聞東
コヤマ　ユアナ ヤマダ

15 23131 小山　優愛菜(1) 山田
ドイ　アンナ セイリョウダイ [3.01]

16 29527 土井　杏南(1) 星陵台
ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ

17 27354 中山　優菜(1) 櫨谷
ハリキ　ユキ ホンタモン

18 27063 張木　愉綺(1) 本多聞
カワウチ　ラン ヒラノ [3.30]

19 27827 川内　藍(1) 平野
タカハシ　ミノリ ミナトガワ

20 22374 髙橋　美里(1) 湊川
フジノ　ジュラ ナガタ [3.15]

21 24925 藤野　葵空(2) 長田
キクチ　ユキナ フクダ

22 26422 菊池　雪菜(1) 福田
モリ　ヒナタ アリノ

23 29208 森　陽菜多(2) 有野
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イイダ　マイ モトヤマミナミ コミヤジ　ユラ オシベダニ [10.50]

1 20611 飯田　舞(2) 本山南 19 27500 小宮路　優來(3) 押部谷
フナサキ　アヤノ タルミ スギノ　ミカ イブキダイ [9.74]

2 26558 舟崎　綾乃(1) 垂水 20 29635 杉野　美香(2) 井吹台
ヤマシタ　サワ キタコウベ [5.00] ハヅキ　ユウコ オオゾウ [8.05]

3 24154 山下　桜和(2) 北神戸 21 23920 巴月　釉子(2) 大沢
モリオカ　ヨシカ シラカワダイ [5.16] クロオカ　ミハル イブキダイ [7.89]

4 25737 森岡　祥花(1) 白川台 22 29641 黒岡　美晴(2) 井吹台
ヨネダ　リカ タイサンジ [5.66] イヨ　アスカ ホンジョウ [7.72]

5 28109 米田　梨夏(1) 太山寺 23 20152 伊豫　未来花(2) 本庄
オオモリ　アオイ キタコウベ [6.00] シミズ　アオイ ナガタ [7.25]

6 24173 大森　碧(1) 北神戸 24 24950 清水　葵(1) 長田
タケダ　サワ モトヤマミナミ [6.01] マエダ　ワカナ タルミ [6.82]

7 20616 竹田　紗羽(2) 本山南 25 26535 前田　和奏(2) 垂水
オオイワ　ソノ タイサンジ [6.10] オオモリ　ココロ ハゼタニ [6.63]

8 28163 大岩　苑(2) 太山寺 26 27349 大森　こころ(2) 櫨谷
ナカノ　ユヅキ オオハラ [6.56] ニシオ　チヒロ タイサンジ [6.35]

9 29175 中野　悠月(2) 大原 27 28164 西尾　千弥(2) 太山寺
カワシマ　サツキ シオヤ [6.71] タイラ　ヒナツ タイサンジ [6.07]

10 26262 川島　颯稀(2) 塩屋 28 28154 平　ひなつ(2) 太山寺
イソワキ　ユウ キタコウベ [6.96] アンマ　ユズキ モトヤマ [6.00]

11 24171 礒脇　結羽(1) 北神戸 29 20306 安間　柚葵(1) 本山
シミズ　リオ フクダ [7.58] シロモト　ナギサ タイサンジ [5.67]

12 26419 清水　梨桜(2) 福田 30 28174 城本　渚(2) 太山寺
ハナノ　ナナミ ハゼタニ [7.82] ヨコヤマ　ユキネ イブキダイ [5.38]

13 27351 花野　七海(2) 櫨谷 31 29696 横山　雪音(1) 井吹台
ヒラキ　リン タイサンジ [7.99] トミヤマ　ココロ キタコウベ [5.00]

14 28161 平木　凛(2) 太山寺 32 24149 富山　琴心(2) 北神戸
フクダ　カエデ ヤマダ [9.36] ムカイタニ　ハルカ キタコウベ [5.00]

15 23120 福田　楓(3) 山田 33 24170 向谷　陽花(1) 北神戸
コミナミ　ユイ ヒラノ [10.36] モリ　イブキ ヒラノ

16 27822 小南　結(2) 平野 34 27828 森　いぶき(1) 平野
アダチ　シオリ スズランダイ [11.08] イノウエ　ミク スズランダイ

17 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台 35 23506 井ノ上　美玖(2) 鈴蘭台
シンカワ　ミノリ ユラ [11.26]

18 70447 新川　みのり(3) 由良
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共通女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
セキサダ　ヒカル タイサンジ

1 28100 席定　輝(1) 太山寺
イシカワ　リオナ タルミ

2 26552 石川　里央菜(1) 垂水
タイラ　ヒナツ タイサンジ [11.20]

3 28154 平　ひなつ(2) 太山寺
カワシマ　サツキ シオヤ [13.71]

4 26262 川島　颯稀(2) 塩屋
マツウラ　ミオン イブキダイ [16.58]

5 29691 松浦　実音(1) 井吹台
マツダ　セツカ スズランダイ [20.56]

6 23502 松田　雪月香(3) 鈴蘭台
コミヤジ　ユラ オシベダニ [25.43]

7 27500 小宮路　優來(3) 押部谷
アダチ　シオリ スズランダイ [28.07]

8 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台
コミナミ　ユイ ヒラノ [20.93]

9 27822 小南　結(2) 平野
ナカノ　ユヅキ オオハラ [19.19]

10 29175 中野　悠月(2) 大原
マエダ　ワカナ タルミ [15.46]

11 26535 前田　和奏(2) 垂水
ニッタ　アオイ シオヤ [12.35]

12 26264 新田　葵(2) 塩屋
ヒラキ　リン タイサンジ

13 28161 平木　凛(2) 太山寺
ニシオ　チヒロ タイサンジ

14 28164 西尾　千弥(2) 太山寺
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