
３年男子100m

〈〈 予選 〉〉

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
マエダ　カナデ オウゴ [13.16] タカヤ　シュウジ セイシン [13.30]

2 24001 前田　奏(3) 淡河 2 29423 髙谷　修史(3) 西神
マツシマ　テン アリマ [13.13] イワモト　レイタ ハゼタニ [18.34]

3 22814 松島　天(3) 有馬 3 27391 岩元　玲太(3) 櫨谷
ニシナカ　カズマ キタコウベ [11.98] サワダ　リキナル タモンヒガシ [11.30]

4 24197 西中　一真(3) 北神戸 4 26747 澤田　力成(3) 多聞東
サトウ　ウキョウ スズランダイ [12.44] アベ　ツバサ アリノ [12.07]

5 23533 佐藤　右京(3) 鈴蘭台 5 29240 安部　翼(3) 有野
カワムラ　コウシロウ タキガワ [12.05] クボタ　コウダイ オブ [11.98]

6 28968 河村　剛史郎(3) 滝川 6 23442 窪田　航大(3) 小部
フクザキ　リュウキ ホンタモン [11.23] マワタリ　ヒロキ オオハラ [12.40]

7 27028 福﨑　竜輝(3) 本多聞 7 29152 馬渡　光希(3) 大原
ウエダ　トキ コウベナガサカ [12.48] オガタ　トモヤ アリマ [13.13]

8 27121 植田　都生(3) 神戸長坂 8 22811 緒方　友哉(3) 有馬
ミカミ　コタロウ モトヤマ [12.55]

9 20302 三上　鼓太郎(3) 本山

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
モリ　レン モトヤマ [13.28] モリタ　カイル ミカゲ [13.41]

2 20306 森　蓮(3) 本山 2 20568 森田　快琉(3) 御影
ミヤモト　ダイキ ハゼタニ [14.54] キド　ミライ オウゴ [14.47]

3 27314 宮本　大輝(3) 櫨谷 3 24000 城戸　光来(3) 淡河
イトウ　ショウタロウ ナダ [11.41] ヒムラ　タイガ ケイメイガクイン [12.40]

4 28461 伊藤　将太郎(3) 灘 4 29021 樋村　太雅(3) 啓明学院
キハラ　ヒロト アリノ [11.85] オハラ　イツル タマツ [11.83]

5 29244 木原　寛斗(3) 有野 5 27632 小原　唯弦(3) 玉津
イワイ　ソラ フクダ [12.40] ナカムラ　ウク コウベナガサカ [12.16]

6 26401 岩井　大空(3) 福田 6 27127 中村　佑空(3) 神戸長坂
アンノウ　イツキ セイリョウダイ [12.08] オオタニ　コトラ イカワダニ [11.48]

7 29511 安納　一希(3) 星陵台 7 27216 大谷　乎虎(3) 伊川谷
マツモト　アスマ オブ [12.49] ホッタ　ソウシン セイリョウダイ [12.55]

8 23441 松本　明磨(3) 小部 8 29515 堀田　蒼心(3) 星陵台
ユキノブ　ヒロト マイコ [12.98] オガワ　ヒロト アリノキタ [12.84]

9 26802 行延　礼翔(3) 舞子 9 29301 小川　潤人(3) 有野北

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
ナカジマ　ユウト タカクラ [13.98] クロカワ　ルノン オシベダニ [13.54]

2 25311 中島　悠翔(3) 高倉 2 27501 黒川　月望(3) 押部谷
マキノ　リョウセイ ロッコウガクイン [13.50] フルタ　リョウ ロッコウガクイン [13.77]

3 28507 牧野　諒聖(3) 六甲学院 3 28506 古田　亮(3) 六甲学院
ズシ　ソウタ キタコウベ [11.72] ミイチ　ユウヤ アリノキタ [12.30]

4 24191 圖師　颯汰(3) 北神戸 4 29307 見市　優弥(3) 有野北
アカギ　レイト オシベダニ [12.35] ソノダ　ヒナタ フクダ [11.69]

5 27500 赤木　玲斗(3) 押部谷 5 26407 園田　陽向(3) 福田
トマシタ　キリ ホンタモン [11.61] マツシタ　カシュウ ケイメイガクイン [12.35]

6 27027 笘下　　惺(3) 本多聞 6 29023 松下　嘉秀(3) 啓明学院
サカグチ　ダイキ スズランダイ [12.21] イタニ　シンヤ タモンヒガシ [11.71]

7 23532 坂口　大騎(3) 鈴蘭台 7 26740 井谷　心哉(3) 多聞東
キヌガワ　ケイイチ ミカゲ [12.65] ワタナベ　ナル タマツ [12.83]

8 20565 衣川　慶一(3) 御影 8 27642 渡辺　凪琉(3) 玉津
サノ　ソラ ナダ [12.83] フクダ　ユウト タキガワ [12.75]

9 28463 佐野　葵空(3) 灘 9 28983 福田　悠人(3) 滝川
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３年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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３年男子200m

〈〈 予選 〉〉

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
ヤマグチ　ハルト ケイメイガクイン [27.00] マエダ　ツムギ オウゴ [27.44]

2 29026 山口　遥大(3) 啓明学院 2 24002 前田　紡(3) 淡河
モリ　レン モトヤマ [26.99] オガタ　トモヤ アリマ [26.83]

3 20306 森　蓮(3) 本山 3 22811 緒方　友哉(3) 有馬
カワムラ　コウシロウ タキガワ [24.50] ウチダ　イブキ ミナトガワ [24.65]

4 28968 河村　剛史郎(3) 滝川 4 22354 内田　依吹(3) 湊川
イワイ　ソラ フクダ [25.08] シマザキ　アオト タモンヒガシ [25.04]

5 26401 岩井　大空(3) 福田 5 26748 島崎　碧人(3) 多聞東
フナサカ　シュンスケ タカクラ [24.40] フジサカ　ユウマ ナダ [23.84]

6 25312 舟坂　俊介(3) 高倉 6 28468 藤阪　悠真(3) 灘
オオタニ　コトラ イカワダニ [23.38] ヤマダ　マナト アリノ [24.33]

7 27216 大谷　乎虎(3) 伊川谷 7 29260 山田　眞大(3) 有野
ホッタ　ソウシン セイリョウダイ [25.20] タナカ　ユウタ タマツ [25.31]

8 29515 堀田　蒼心(3) 星陵台 8 27636 田中　勇太(3) 玉津

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
ナカヤマ　ワタル アリノキタ [27.88] ミヤモト　ダイキ ハゼタニ [30.01]

2 29304 中山　航(3) 有野北 2 27314 宮本　大輝(3) 櫨谷
イトウ　ショウタロウ ナダ [26.39] タナベ　タイヨウ コウベナガサカ [28.07]

3 28461 伊藤　将太郎(3) 灘 3 27126 田鍋　太陽(3) 神戸長坂
サワダ　リキナル タモンヒガシ [23.93] ノムラ　セイリュウ アリノキタ [24.25]

4 26747 澤田　力成(3) 多聞東 4 29305 野村　成龍(3) 有野北
サカグチ　ダイキ スズランダイ [25.07] クチハラ　ムツキ ウエノ [24.83]

5 23532 坂口　大騎(3) 鈴蘭台 5 21121 口原　睦生(3) 上野
サトウ　ダイチ オオハラ [24.32] ズシ　ソウタ キタコウベ [24.08]

6 29158 佐藤　大地(3) 大原 6 24191 圖師　颯汰(3) 北神戸
キノシタ　ハルト タキガワ [24.65] ヨコタ　カエラ コウヨウ [24.68]

7 28969 木下　遥斗(3) 滝川 7 20084 横田　叶偉(3) 向洋
ハセガワ　トモキ シンダイフゾクチュウ [25.5] ニシハラ　トモキ オブ [26.13]

8 28220 長谷川　智己(3) 神大附属 8 23444 西原　朋希(3) 小部
マワタリ　ヒロキ オオハラ [25.32]

9 29152 馬渡　光希(3) 大原

5組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アカギ　レイト オシベダニ

2 27500 赤木　玲斗(3) 押部谷
シオタ　ユウト ロッコウガクイン [28.60]

3 28501 塩田　悠人(3) 六甲学院
ヒサバヤシ　ハルキ キタコウベ [24.11]

4 24192 久林　陽稀(3) 北神戸
ナカムラ　ウク コウベナガサカ [24.75]

5 27127 中村　佑空(3) 神戸長坂
クボタ　コウダイ オブ [24.79]

6 23442 窪田　航大(3) 小部
アベ　ツバサ アリノ [24.18]

7 29240 安部　翼(3) 有野
サカバヤシ　オウガ アリマ [26.16]

8 22812 坂林　碧河(3) 有馬
ミカミ　コタロウ モトヤマ [25.94]

9 20302 三上　鼓太郎(3) 本山
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３年男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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３年男子400m

〈〈 予選 〉〉

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
カメダ　ユウイチロウ ロッコウガクイン [1:05.00] マツノハナ　ハルト アリノキタ [1:04.47]

1 28509 亀田　祐一郎(3) 六甲学院 2 29306 松端　陽斗(3) 有野北
ウエダ　トキ コウベナガサカ [1:02.03] ニシハラ　トモキ オブ [1:01.96]

2 27121 植田　都生(3) 神戸長坂 3 23444 西原　朋希(3) 小部
ワダ　ミキノリ タモンヒガシ [1:00.00] ヤマダ　マナト アリノ [55.46]

3 26759 和田　樹忠(3) 多聞東 4 29260 山田　眞大(3) 有野
フナサカ　シュンスケ タカクラ [55.66] ヒサバヤシ　ハルキ キタコウベ [54.01]

4 25312 舟坂　俊介(3) 高倉 5 24192 久林　陽稀(3) 北神戸
ヨコタ　カエラ コウヨウ [54.08] ワタナベ　ナル タマツ [54.92]

5 20084 横田　叶偉(3) 向洋 6 27642 渡辺　凪琉(3) 玉津
ユウキ　リョウマ オオハラ [53.66] ツジ　イツキ シンダイフゾクチュウ [54.04]

6 29156 由木　亮海(3) 大原 7 28219 辻　樹輝(3) 神大附属
マエダ　カズキ ミナトガワ [54.17] ウチダ　イブキ ミナトガワ [56.63]

7 22357 前田　和希(3) 湊川 8 22354 内田　依吹(3) 湊川
タナカ　セイタロウ アリノキタ [57.33] オオハラ　ユウヤ タキガワ [1:00.00]

8 29302 田中　惺太朗(3) 有野北 9 28971 大原　悠椰(3) 滝川
キノシタ　ハルト タキガワ [56.39]

9 28969 木下　遥斗(3) 滝川

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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３年男子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
カワモト　ユウキ カラト [2:43.06] イデ　ショウ ミカゲ [2:20.28]

1 22954 川本　悠生(3) 唐櫃 1 20562 井手　青(3) 御影
カメダ　ユウイチロウ ロッコウガクイン [2:31.02] オクムラ　ケイタ オオイケ [2:16.89]

2 28509 亀田　祐一郎(3) 六甲学院 2 23034 奥村　啓太(3) 大池
ニッタ　アキラ カラト [2:41.49] オオノ　ゴウジン アリノ [2:14.91]

3 22951 新田　耀(3) 唐櫃 3 29242 大野　豪仁(3) 有野
ユアサ　トシキ ヒラノ [2:30.57] ヨシダ　コウタ ウタシキヤマ [2:12.99]

4 27806 湯朝　俊希(3) 平野 4 26609 吉田　昂汰(3) 歌敷山
ツルイ　キハチ タカクラ [2:26.77] オオシマ　ヒサトキ キタコウベ [2:12.49]

5 25317 鶴井　喜八(3) 高倉 5 24181 大島　悠睦(3) 北神戸
キッタ　コウキ オオイケ [2:26.54] タカハシ　ケント タイサンジ [2:11.77]

6 23038 橘田　昂樹(3) 大池 6 28154 髙橋　健人(3) 太山寺
アキヨシ　スグル ミカゲ [2:26.03] カシハラ　ダイキ ハゼタニ [2:10.51]

7 20560 秋好　優(3) 御影 7 27394 柏原　大輝(3) 櫨谷
スギハシ　ユウセイ イカワダニ [2:24.26] ノナカ　コウキ キタコウベ [2:09.38]

8 27221 杉橋　侑晟(3) 伊川谷 8 24109 野中　康貴(3) 北神戸
トクヤマ　ヨシナオ ハゼタニ [2:24.24] ユウキ　リョウマ オオハラ [2:07.85]

9 27399 德山　毅直(3) 櫨谷 9 29156 由木　亮海(3) 大原
カジカワ　ソウタ タマツ [2:20.85] タケ　ショウタロウ モトヤマ [2:05.35]

10 27633 梶川　颯汰(3) 玉津 10 20303 武　正太郎(3) 本山
ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン [2:00.71]

11 28505 林　信成(3) 六甲学院

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子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
タニザワ　ソラ ミナトガワ アシホ　タイシ イブキダイ [4:53.26]

1 22355 谷澤　颯良(3) 湊川 1 29676 足穂　太志(3) 井吹台
クルシマ　ショウタ スズランダイ [5:31.02] ヨシモト　ヒナタ タマツ [4:52.12]

2 23530 久留島　樟大(3) 鈴蘭台 2 27641 吉本　陽向(3) 玉津
イヅマ　ミチアキ オブ [5:19.10] イデタ　シュウヤ コウリョウ [4:51.45]

3 23445 猪妻　岐壮(3) 小部 3 23251 出田　嵩弥(3) 広陵
カタヤマ　ウルハ コウベナガサカ [5:09.19] ユアサ　トシキ ヒラノ [4:50.39]

4 27123 片山　潤覇(3) 神戸長坂 4 27806 湯朝　俊希(3) 平野
ハタチ　ユウタ ナダ [5:06.05] ヒラヤス　ハルト ウエノ [4:50.15]

5 28469 籏智　優太(3) 灘 5 21127 平安　温人(3) 上野
スズキ　レオ コウベナガサカ [5:08.10] ヒガシダ　ナオヤ タカクラ [4:49.61]

6 27125 鈴木　玲皇(3) 神戸長坂 6 25316 東田　直也(3) 高倉
ニッタ　アキラ カラト [5:04.19] コンドウ　イツキ ミカゲ [4:47.54]

7 22951 新田　耀(3) 唐櫃 7 20569 近藤　樹(3) 御影
イイ　ハルト ウエノ [5:00.98] アンドウ　ユウマ タカクラ [4:47.01]

8 21125 伊井　悠隼(3) 上野 8 25313 安藤　悠真(3) 高倉
サクマ　ヒロト カラト [4:58.27] ゴウナイ　ケイスケ ホンタモン [4:45.00]

9 22950 佐久間　裕翔(3) 唐櫃 9 27023 合内　啓輔(3) 本多聞
カジカワ　ソウタ タマツ [4:56.31] フクモト　ケント ヒラノ [4:43.15]

10 27633 梶川　颯汰(3) 玉津 10 27813 福本　健人(3) 平野
オガワ　ヒサムネ モトヤマミナミ [4:53.85] タカハシ　リョウスケ ロッコウガクイン [4:42.77]

11 20614 小川　榮心(3) 本山南 11 28503 髙橋　亮右(3) 六甲学院
イケダ　タクミ ミカゲ [4:53.50] ヨネカワ　シュウゴ オウゴ [4:41.61]

12 20561 池田　逞海(3) 御影 12 24005 米川　脩悟(3) 淡河
ヨネカワ　ケイゴ オウゴ [4:53.36] トリウチ　ハヤト アリノ [4:37.88]

13 24004 米川　恵悟(3) 淡河 13 29251 鳥内　勇門(3) 有野
タガワ　ハルト キタコウベ [4:36.34]

14 24174 多川　陽斗(3) 北神戸

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オガワ　カイト イブキダイ [4:35.53]

1 29673 小川　海音(3) 井吹台
タカハシ　ケント タイサンジ [4:35.06]

2 28154 髙橋　健人(3) 太山寺
アダチ　ショウタロウ ホンタモン [4:35.00]

3 27020 足立　將太郎(3) 本多聞
アズマ　リュウタロウ タキガワ [4:35.00]

4 28967 東　隆太郎(3) 滝川
サワダ　ヒロキ アリノキタ [4:32.08]

5 29310 澤田　大貴(3) 有野北
イヌイ　コウタロウ ミナトガワ [4:28.11]

6 22351 乾　航太朗(3) 湊川
カワウチ　ガク オオイケ [4:26.59]

7 23035 河内　岳(3) 大池
モリ　ハルト タキガワ [4:25.00]

8 28970 森　陽杜(3) 滝川
クロキ　ライト タマツ [4:20.34]

9 27634 黒木　麗翔(3) 玉津
モリモト　ライセイ キタコウベ [4:19.92]

10 24179 盛本　頼晴(3) 北神戸
イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ [4:19.91]

11 26607 稲葉　俊也(3) 歌敷山
ウメモト　リクト アリノ [4:15.14]

12 29241 梅本　陸翔(3) 有野
ギョウテン　ハルオ オオイケ [4:14.39]

13 23033 行天　晴郎(3) 大池
ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン [4:10.31]

14 28505 林　信成(3) 六甲学院

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子3000m

〈〈 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
サイトウ　ユウイチ タルミ イデタ　シュウヤ コウリョウ [10:20.58]

1 26547 齊藤　宥一(3) 垂水 1 23251 出田　嵩弥(3) 広陵
タニザワ　ソラ ミナトガワ ゴウナイ　ケイスケ ホンタモン [10:20.00]

2 22355 谷澤　颯良(3) 湊川 2 27023 合内　啓輔(3) 本多聞
カワモト　ユウキ カラト [12:21.17] フクモト　ケント ヒラノ [10:17.24]

3 22954 川本　悠生(3) 唐櫃 3 27813 福本　健人(3) 平野
スズキ　レオ コウベナガサカ [11:53.49] イケダ　タクミ ミカゲ [10:12.21]

4 27125 鈴木　玲皇(3) 神戸長坂 4 20561 池田　逞海(3) 御影
ニシカワ　レオ ロッコウガクイン [11:12.94] アダチ　ショウタロウ ホンタモン [10:10.00]

5 28510 西川　黎(3) 六甲学院 5 27020 足立　將太郎(3) 本多聞
カタヤマ　ウルハ コウベナガサカ [11:48.04] ヨネカワ　シュウゴ オウゴ [10:09.33]

6 27123 片山　潤覇(3) 神戸長坂 6 24005 米川　脩悟(3) 淡河
ヨシムラ　レン オウゴ [11:10.11] トリウチ　ハヤト アリノ [10:00.49]

7 24006 吉村　漣(3) 淡河 7 29251 鳥内　勇門(3) 有野
ヤマグチ　リョウヤ タルミ [11:05.69] オガワ　カイト イブキダイ [9:58.21]

8 26552 山口　凌弥(3) 垂水 8 29673 小川　海音(3) 井吹台
コバヤシ　シュウヘイ オオハラ [10:59.77] サクラダ　ハヤテ オオイケ [9:50.64]

9 29151 小林　周平(3) 大原 9 23037 櫻田　颯(3) 大池
イイ　ハルト ウエノ [10:58.96] サワダ　ヒロキ アリノキタ [9:50.00]

10 21125 伊井　悠隼(3) 上野 10 29310 澤田　大貴(3) 有野北
サクマ　ヒロト カラト [10:55.84] カシハラ　ダイキ ハゼタニ [9:47.72]

11 22950 佐久間　裕翔(3) 唐櫃 11 27394 柏原　大輝(3) 櫨谷
イヅマ　ミチアキ オブ [10:54.29] コンドウ　ソウイチロウ セイリョウダイ [9:42.37]

12 23445 猪妻　岐壮(3) 小部 12 29512 近藤　壮一郎(3) 星陵台
コンドウ　イツキ ミカゲ [10:50.00] タシマ　チカラ ヒラノ [9:34.26]

13 20569 近藤　樹(3) 御影 13 27805 田島　主税(3) 平野
トクヤマ　ヨシナオ ハゼタニ [10:51.74] クロキ　ライト タマツ [9:31.06]

14 27399 德山　毅直(3) 櫨谷 14 27634 黒木　麗翔(3) 玉津
イデ　ショウ ミカゲ [10:50.00] モリモト　ライセイ キタコウベ [9:30.96]

15 20562 井手　青(3) 御影 15 24179 盛本　頼晴(3) 北神戸
タケモト　スグル ホンタモン [10:40.00] イヌイ　コウタロウ ミナトガワ [9:28.76]

16 27025 竹本　傑(3) 本多聞 16 22351 乾　航太朗(3) 湊川
フクイ　リクマ タルミ [10:39.66] ギョウテン　ハルオ オオイケ [9:28.53]

17 26541 福井　陸真(3) 垂水 17 23033 行天　晴郎(3) 大池
フジナミ　タクロウ ハゼタニ [10:36.69] イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ [9:24.19]

18 27302 藤濤　拓郎(3) 櫨谷 18 26607 稲葉　俊也(3) 歌敷山
ヤマモト　ヒロキ マイコ [10:35.59] カワウチ　ガク オオイケ [9:19.10]

19 26807 山本　洋輝(3) 舞子 19 23035 河内　岳(3) 大池
ヨネカワ　ケイゴ オウゴ [10:29.49] フジオカ　コウタロウ アリノ [9:09.27]

20 24004 米川　恵悟(3) 淡河 20 29263 藤岡　孝太郎(3) 有野
タムラ　ユウジロウ ヒラノ [10:23.59] ウメモト　リクト アリノ [9:00.03]

21 27809 田村　悠二朗(3) 平野 21 29241 梅本　陸翔(3) 有野

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子110mH [91.4cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミズタニ　ジン アリノキタ [21.38]

2 29308 水谷　仁(3) 有野北
タナカ　セイタロウ アリノキタ [20.60]

3 29302 田中　惺太朗(3) 有野北
アンノウ　イツキ セイリョウダイ [17.38]

4 29511 安納　一希(3) 星陵台
ソノダ　ヒナタ フクダ [16.06]

5 26407 園田　陽向(3) 福田
ニシウラ　ミズキ キタコウベ [14.85]

6 24103 西浦　瑞貴(3) 北神戸
コヤマ　リョウヘイ タイサンジ [17.82]

7 28153 小山　凌平(3) 太山寺
ニシナカ　カズマ キタコウベ [17.85]

8 24197 西中　一真(3) 北神戸

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
オウゴ アリノキタ [46.27]

2 淡河 6 有野北
[  ] キド　ミライ [  ] マエダ　カナデ [  ] マエダ　ツムギ [  ] タナカ　セイタロウ [  ] ノムラ　セイリュウ [  ] マツノハナ　ハルト

24000 城戸 光来(3) 24001 前田 奏(3) 24002 前田 紡(3) 29302 田中 惺太朗(3) 29305 野村 成龍(3) 29306 松端 陽斗(3)

[  ] タナカ　ヒロト [  ] ムラカミ　ヒロキ [  ] ミイチ　ユウヤ [  ] ヤマナカ　ハルト [  ] ナカシマ　フヒト

24011 田中 大翔(2) 24013 村上 寛季(2) 29307 見市 優弥(3) 29309 山中 春人(3) 29337 中嶋 史(2)
タマツ キタコウベ [45.76]

3 玉津 7 北神戸
[  ] イソ　リュウヤ [  ] オハラ　イツル [  ] タナカ　ユウタ [  ] ニシウラ　ミズキ [  ] ヨネタニ　リク [  ] オガワ　ユウト

27631 磯 隆也(3) 27632 小原 唯弦(3) 27636 田中 勇太(3) 24103 西浦 瑞貴(3) 24122 米谷 陸(2) 24132 小河 優斗(2)

[  ] フジタ　セイガ [  ] ワタナベ　ナル [  ] ズシ　ソウタ [  ] ヒサバヤシ　ハルキ [  ] ニシナカ　カズマ

27639 藤田 聖河(3) 27642 渡辺 凪琉(3) 24191 圖師 颯汰(3) 24192 久林 陽稀(3) 24197 西中 一真(3)

ケイメイガクイン [48.00] コウベナガサカ [50.56]

4 啓明学院 8 神戸長坂
[  ] ヒムラ　タイガ [  ] マツシタ　カシュウ [  ] クマノ　オト [  ] クラツ　シュンタ [  ] ユアサ　タイガ

29021 樋村 太雅(3) 29023 松下 嘉秀(3) 27112 熊野 央人(1) 27113 倉津 駿太(1) 27119 湯浅 太我(1)

[  ] ハットリ　シュンノスケ [  ] ヤマグチ　ハルト [  ] ウエダ　トキ [  ] ナカムラ　ウク [  ] イワモト　カイセイ

29024 服部 洵之介(3) 29026 山口 遥大(3) 27121 植田 都生(3) 27127 中村 佑空(3) 27142 岩本 海聖(2)

アリノ [45.19]

5 有野
[  ] アベ　ツバサ [  ] キハラ　ヒロト [  ] ツジモト　ソウマ

29240 安部 翼(3) 29244 木原 寛斗(3) 29249 辻本 蒼馬(3)

[  ] フクダ　ユウト [  ] ヤマダ　マナト [  ] イナモリ　ユウイチ

29255 福田 夢叶(3) 29260 山田 眞大(3) 29265 稲森 優一(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タキガワ ナダ [46.50]

3 滝川 6 灘
[  ] カワムラ　コウシロウ [  ] キノシタ　ハルト [  ] ヤマモト　ケンタ [  ] イトウ　ショウタロウ [  ] サイトウ　ツヨシ

28968 河村 剛史郎(3) 28969 木下 遥斗(3) 28403 山本 顕大(1) 28461 伊藤 将太郎(3) 28462 齋藤 毅(3)
[  ] オオハラ　ユウヤ [  ] フクダ　ユウト [  ] サノ　ソラ [  ] オオイシ　チサト [  ] サハシ　ケンタ

28971 大原 悠椰(3) 28983 福田 悠人(3) 28463 佐野 葵空(3) 28481 大石 知惺(2) 28482 佐橋 研太(2)

シンダイフゾクチュウ [46.74] タモンヒガシ [45.23]

4 神大附属 7 多聞東
[  ] オガワ　ショウキ [  ] ツジ　イツキ [  ] イタニ　シンヤ [  ] カミムラ　ハルト [  ] サワダ　リキナル

28218 小川 将輝(3) 28219 辻 樹輝(3) 26740 井谷 心哉(3) 26745 上村 遥人(3) 26747 澤田 力成(3)

[  ] ハセガワ　トモキ [  ] アベ　シュウスケ [  ] シマザキ　アオト [  ] ワダ　ミキノリ

28220 長谷川 智己(3) 28221 阿部 秀祐(3) 26748 島崎 碧人(3) 26759 和田 樹忠(3)

ホンタモン [45.28] オブ

5 本多聞 8 小部
[  ] イトウ　コウタ [  ] タノ　ヨシユキ [  ] オカダ　タイガ [  ] マツモト　アスマ [  ] クボタ　コウダイ

27022 伊藤 洸太(3) 27026 田野 善之(3) 23440 岡田 大河(3) 23441 松本 明磨(3) 23442 窪田 航大(3)

[  ] トマシタ　キリ [  ] フクザキ　リュウキ [  ] ニシハラ　ユウキ [  ] ニシハラ　トモキ

27027 笘下  惺(3) 27028 福﨑 竜輝(3) 23443 西原 侑希(3) 23444 西原 朋希(3)
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３年男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨネザワ　ダイチ シラカワダイ [1.67]

1 25733 米澤　大地(3) 白川台
オカダ　タイガ オブ [1.58]

2 23440 岡田　大河(3) 小部
ノムラ　セイリュウ アリノキタ [1.76]

3 29305 野村　成龍(3) 有野北
マエダ　ツムギ オウゴ [1.55]

4 24002 前田　紡(3) 淡河
サトウ　ダイチ オオハラ [1.77]

5 29158 佐藤　大地(3) 大原
マエダ　カナデ オウゴ [1.45]

6 24001 前田　奏(3) 淡河
ミズタニ　ジン アリノキタ [1.55]

7 29308 水谷　仁(3) 有野北
ヤマモト　ヒロキ マイコ

8 26807 山本　洋輝(3) 舞子
イナモリ　ユウイチ アリノ

9 29265 稲森　優一(3) 有野

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スギモト　サトアキ ウエノ [4.20]

1 21124 杉本　惺昭(3) 上野
クチハラ　ムツキ ウエノ [4.10]

2 21121 口原　睦生(3) 上野
オカモト　サトシ アリノキタ [2.20]

3 29300 岡本　聡(3) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



３年男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ユキノブ　ヒロト マイコ [5.59]

1 26802 行延　礼翔(3) 舞子
フクダ　ユウト タキガワ [5.40]

2 28983 福田　悠人(3) 滝川
マルヤマ　ヨウタロウ ヤマダ [4.99]

3 23105 丸山　陽太郎(3) 山田
オオハラ　ユウヤ タキガワ [5.82]

4 28971 大原　悠椰(3) 滝川
ツジモト　ソウマ アリノ [6.22]

5 29249 辻本　蒼馬(3) 有野
カツノ　レン タイサンジ [5.70]

6 28152 勝野　連(3) 太山寺
フクダ　ユウト アリノ [5.59]

7 29255 福田　夢叶(3) 有野
オオタ　ハルト キタコウベ [5.03]

8 24190 太田　陽斗(3) 北神戸
ニシハラ　ユウキ オブ [4.74]

9 23443 西原　侑希(3) 小部
ムラタ　クユ フクダ [5.57]

10 26411 村田　暁遊(3) 福田
フジイ　カイン キタコウベ [5.56]

11 24195 藤井　海音(3) 北神戸
ミヤモト　ヨシキ オオハラ [5.14]

12 29154 宮本　善生(3) 大原
ミイチ　ユウヤ アリノキタ [4.43]

13 29307 見市　優弥(3) 有野北
ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ [6.74]

14 20567 平川　靖士(3) 御影
サトウ　ウキョウ スズランダイ [5.54]

15 23533 佐藤　右京(3) 鈴蘭台
コヤマ　リョウヘイ タイサンジ [5.68]

16 28153 小山　凌平(3) 太山寺
カミムラ　ハルト タモンヒガシ [5.24]

17 26745 上村　遥人(3) 多聞東
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３年男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カツノ　レン タイサンジ [11.58]

1 28152 勝野　連(3) 太山寺
マルヤマ　ヨウタロウ ヤマダ [10.74]

2 23105 丸山　陽太郎(3) 山田
カミムラ　ハルト タモンヒガシ [11.73]

3 26745 上村　遥人(3) 多聞東
ツジモト　ソウマ アリノ [12.90]

4 29249 辻本　蒼馬(3) 有野
クロカワ　ルノン オシベダニ [10.73]

5 27501 黒川　月望(3) 押部谷
フジイ　カイン キタコウベ

6 24195 藤井　海音(3) 北神戸
イナモリ　ユウイチ アリノ [11.50]

7 29265 稲森　優一(3) 有野
イタニ　シンヤ タモンヒガシ [11.79]

8 26740 井谷　心哉(3) 多聞東
オオタ　ハルト キタコウベ

9 24190 太田　陽斗(3) 北神戸
ムラタ　クユ フクダ

10 26411 村田　暁遊(3) 福田
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３年男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシダ　アンジ ナダ

1 28466 西田　庵時(3) 灘
シオタ　ユウト ロッコウガクイン [5.11]

2 28501 塩田　悠人(3) 六甲学院
ヤマナカ　ハルト アリノキタ [6.96]

3 29309 山中　春人(3) 有野北
ナカジマ　ユウト タカクラ [8.11]

4 25311 中島　悠翔(3) 高倉
シンジョウ　ハヤト マイコ [9.05]

5 26806 新圧　隼士(3) 舞子
オガワ　リュウ タカクラ [13.38]

6 25318 小河　琉(3) 高倉
ムラタ　ミツキ タモンヒガシ [8.51]

7 26756 村田　光希(3) 多聞東
ヨネザワ　ケイト アリノキタ [6.36]

8 29311 米澤　佳都(3) 有野北
キガワ　ショウゴ タモンヒガシ [7.93]

9 26746 木川　翔伍(3) 多聞東
ツカモト　タツキ ロッコウガクイン [4.15]

10 28504 塚本　樹(3) 六甲学院
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３年男子円盤投 [1.5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サワダ　ムツミ アリマ [18.47]

1 22813 澤田　睦史(3) 有馬
キガワ　ショウゴ タモンヒガシ [20.18]

2 26746 木川　翔伍(3) 多聞東
ヤマナカ　ハルト アリノキタ [27.49]

3 29309 山中　春人(3) 有野北
オガワ　リュウ タカクラ [31.23]

4 25318 小河　琉(3) 高倉
ヨネザワ　ケイト アリノキタ [23.71]

5 29311 米澤　佳都(3) 有野北
ムラタ　ミツキ タモンヒガシ [20.00]

6 26756 村田　光希(3) 多聞東
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３年女子100m

〈〈 予選 〉〉

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
スドウ　サクラ セイシン [14.48] ドイ　サアヤ スマガクエン [14.81]

2 29418 須藤　咲愛(3) 西神 2 29763 土井　紗彩(3) 須磨学園
ヤマモト　チナツ オウゴ [15.17] カワシマ　モナ セイシン [15.35]

3 24001 山本　千夏(3) 淡河 3 29417 川島　百来(3) 西神
イシイ　アンナ コウベナガサカ [14.01] キモト　ユキノ キタコウベ [13.48]

4 27121 石井　杏奈(3) 神戸長坂 4 24157 木元　雪乃(3) 北神戸
タカヤマ　アオイ ヨコオ [12.59] キシ　ミミ タカトリ [13.87]

5 25426 髙山　碧(3) 横尾 5 25165 岸　美海(3) 鷹取
コウダマ　イチカ タイサンジ [12.93] ナカモト　ソラナ タイサンジ [12.91]

6 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺 6 28160 中本　空菜(3) 太山寺
トモフジ　ミユ キタコウベ [13.42] ヒガシババ　アサ アリノキタ [12.71]

7 24151 友藤　美優(3) 北神戸 7 29311 東馬場　杏咲(3) 有野北
ムカイ　ヨナ ミカゲ [14.02] モリシタ　サヤ セイリョウダイ [14.40]

8 20557 向　瑶奈(3) 御影 8 29517 森下　紗耶(3) 星陵台
マルイ　メイ タカクラ [14.43] アカギ　ミライ ミカゲ [14.06]

9 25312 圓井　芽依(3) 高倉 9 20552 赤城　未来(3) 御影

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　アオイ マイコ [14.94]

2 26811 小林　葵(3) 舞子
ナカツル　アグリ ミナトガワ [15.30]

3 22360 中津留　あぐり(3) 湊川
ナカニシ　ミウ タルミ [13.50]

4 26534 仲西　未羽(3) 垂水
タニ　ユアン コウヨウ [12.76]

5 20061 谷　優杏(3) 向洋
オオカワ　リコ ケイメイガクイン [13.78]

6 29029 大川　莉子(3) 啓明学院
ナカジマ　トモカ ホンタモン [12.86]

7 27055 中島　朋香(3) 本多聞
ヒラカワ　マホ アリノ [14.23]

8 29206 平川　真穂(3) 有野
イケダ　レイナ オウゴ [14.37]

9 24000 池田　鈴奈(3) 淡河

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子200m

〈〈 予選 〉〉

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
カワシマ　モナ セイシン [31.42] ヤマモト　チナツ オウゴ [32.42]

2 29417 川島　百来(3) 西神 2 24001 山本　千夏(3) 淡河
イケダ　レイナ オウゴ [30.23] ナカツル　アグリ ミナトガワ [31.45]

3 24000 池田　鈴奈(3) 淡河 3 22360 中津留　あぐり(3) 湊川
イシイ　アンナ コウベナガサカ [28.73] ハラダ　セト タカクラ [27.94]

4 27121 石井　杏奈(3) 神戸長坂 4 25311 原田　世都(3) 高倉
ナカジマ　トモカ ホンタモン [27.43] ヒガシババ　アサ アリノキタ [26.67]

5 27055 中島　朋香(3) 本多聞 5 29311 東馬場　杏咲(3) 有野北
ナカモト　ソラナ タイサンジ [27.27] ナカニシ　ミウ タルミ [27.83]

6 28160 中本　空菜(3) 太山寺 6 26534 仲西　未羽(3) 垂水
イノウエ　ナギサ キタコウベ [25.81] タカヤマ　アオイ ヨコオ [26.24]

7 24150 井上　凪紗(3) 北神戸 7 25426 髙山　碧(3) 横尾
マルイ　メイ タカクラ [28.78] ムカイ　ヨナ ミカゲ [30.00]

8 25312 圓井　芽依(3) 高倉 8 20557 向　瑶奈(3) 御影
スドウ　サクラ セイシン [29.50]

9 29418 須藤　咲愛(3) 西神

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子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
イマダ　アオイ タマツ [3:01.38] フクナガ　アヤミ オブ [2:45.58]

1 27614 今田　葵(3) 玉津 1 23436 福永　彩心(3) 小部
アカギ　ミライ ミカゲ [2:50.00] ハヤタ　ユズキ キタコウベ [2:44.87]

2 20552 赤城　未来(3) 御影 2 24141 早田　釉稀(3) 北神戸
コバヤシ　リオン タマツ [2:56.67] イトウ　シオリ モトヤマミナミ [2:44.82]

3 27620 小林　莉音(3) 玉津 3 20612 伊藤　栞(3) 本山南
カワムラ　スミレ ミナトガワ [2:49.65] ムカイ　ユハネ ミナトガワ [2:44.82]

4 22362 河村　すみれ(3) 湊川 4 22359 向井　優羽(3) 湊川
コバヤシ　マオ ヨコオ [2:48.56] タカダ　カナ アリノキタ [2:36.35]

5 25425 小林　茉央(3) 横尾 5 29310 髙田　佳那(3) 有野北
センザキ　ホノカ スマガクエン [2:47.91] シオザキ　ハルナ ミカゲ [2:35.29]

6 29762 先崎　帆香(3) 須磨学園 6 20554 塩崎　陽菜(3) 御影
カワバタ　カノン イカワダニ [2:47.29] ササキ　ナナ キタコウベ [2:33.08]

7 27251 川畑　華音(3) 伊川谷 7 24137 佐々木　七晄(3) 北神戸
シラキ　ヒナタ アリノ [2:46.65] ノマ　カヅキ アリノ [2:32.83]

8 29203 白木　陽奈多(3) 有野 8 29209 野間　香月(3) 有野
ミムラ　アオイ イカワダニ [2:45.97] カネコ　セナ マイコ [2:26.46]

9 27257 三村　葵(3) 伊川谷 9 26817 金子　聖奈(3) 舞子
イケノ　カイリ タイサンジ [2:14.52]

10 28150 池野　絵莉(3) 太山寺

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コバヤシ　マオ ヨコオ

1 25425 小林　茉央(3) 横尾
サイトウ　マオ キタコウベ [5:51.87]

2 24139 斉藤　舞桜(3) 北神戸
ムカイ　ユハネ ミナトガワ [5:41.77]

3 22359 向井　優羽(3) 湊川
トヨシマ　ホノカ アリノ [5:40.00]

4 29213 豊島　ほのか(3) 有野
フクナガ　アヤミ オブ [5:38.73]

5 23436 福永　彩心(3) 小部
シラキ　ヒナタ アリノ [5:37.87]

6 29203 白木　陽奈多(3) 有野
オオキタ　リオ キタコウベ [5:36.86]

7 24136 大北　梨央(3) 北神戸
カワムラ　スミレ ミナトガワ [5:29.63]

8 22362 河村　すみれ(3) 湊川
マツイ　レナ ミカゲ [5:28.44]

9 20555 松井　伶奈(3) 御影
タカダ　カナ アリノキタ [5:22.96]

10 29310 髙田　佳那(3) 有野北
ハラダ　セト タカクラ [5:22.79]

11 25311 原田　世都(3) 高倉
シオザキ　ハルナ ミカゲ [5:16.67]

12 20554 塩崎　陽菜(3) 御影
フルカワ　ミサキ タルミ [5:16.43]

13 26532 古川　美咲(3) 垂水
ササキ　ナナ キタコウベ [5:08.23]

14 24137 佐々木　七晄(3) 北神戸
ノマ　カヅキ アリノ [5:07.78]

15 29209 野間　香月(3) 有野
カネコ　セナ マイコ [4:47.68]

16 26817 金子　聖奈(3) 舞子
イケノ　カイリ タイサンジ [4:32.52]

17 28150 池野　絵莉(3) 太山寺

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
エダノブ　ホノカ コウベナガサカ [20.26]

3 27122 枝信　歩果(3) 神戸長坂
キモト　ユキノ キタコウベ [15.35]

4 24157 木元　雪乃(3) 北神戸
コウダマ　イチカ タイサンジ [14.44]

5 28172 幸玉　いちか(3) 太山寺
フジモト　アンジ キタコウベ [15.37]

6 24155 藤本　杏栞(3) 北神戸
サカイ　シイナ セイリョウダイ [17.37]

7 29513 酒井　椎名(3) 星陵台

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
マイコ アリノキタ [52.19]

4 舞子 6 有野北
[  ] ヨシダ　ミク [  ] ワカイ　サキ [  ] タカハシ　アヤメ [  ] ヒガシババ　アサ [  ] コバヤシ　ミユ [  ] フジタニ　ミウ

26800 吉田 美空(2) 26802 若居 咲希(2) 26803 高橋 彩芽(2) 29311 東馬場 杏咲(3) 29321 小林 心優(2) 29322 藤谷 心詩(2)

[  ] コバヤシ　アオイ [  ] ナイトウ　モモカ [  ] タナカ　ココミ [  ] ヤギ　ハヅキ [  ] ヤマモト　アヤナ [  ] ナカムラ　ユナ

26811 小林 葵(3) 26820 内藤 百香(1) 26822 田中 ここみ(1) 29324 八木 葉月(2) 29325 山本 彩愛(2) 29333 中村 優菜(1)

キタコウベ [49.64]

5 北神戸
[  ] キムラ　シュリ [  ] イノウエ　ナギサ [  ] トモフジ　ミユ

24108 木村 朱里(1) 24150 井上 凪紗(3) 24151 友藤 美優(3)

[  ] フジモト　アンジ [  ] キモト　ユキノ [  ] サガラ　ルナ

24155 藤本 杏栞(3) 24157 木元 雪乃(3) 24168 相良 月奏(2)

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　ナギサ キタコウベ [1.66]

1 24150 井上　凪紗(3) 北神戸
オオイ　アリサ ミカゲ [1.20]

2 20553 大井　杏里彩(3) 御影
タケノウチ　ヒヨリ アリノ [1.51]

3 29204 竹ノ内　陽莉(3) 有野
コバヤシ　アオイ マイコ [1.30]

4 26811 小林　葵(3) 舞子

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
セゴウ　ルミナ タルミ [4.05]

1 26536 瀬郷　瑠美奈(3) 垂水
モリ　ヒナタ アリノ [3.61]

2 29208 森　陽菜多(3) 有野
ヨシダ　ミオ ミカゲ [4.40]

3 20558 吉田　弥央(3) 御影
オオタ　オトナ キタコウベ [4.59]

4 24146 太田　乙菜(3) 北神戸
タニ　ユアン コウヨウ [5.05]

5 20061 谷　優杏(3) 向洋
トモフジ　ミユ キタコウベ [4.90]

6 24151 友藤　美優(3) 北神戸
モリシタ　サヤ セイリョウダイ [4.19]

7 29517 森下　紗耶(3) 星陵台
ヒラカワ　マホ アリノ [4.29]

8 29206 平川　真穂(3) 有野

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コミナミ　ユイ ヒラノ [11.38]

1 27822 小南　結(3) 平野

Powerd by AthleteRanking.com



３年女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コミナミ　ユイ ヒラノ [25.08]

1 27822 小南　結(3) 平野

Powerd by AthleteRanking.com


