
１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
フナハシ　ソウスケ タカショウ [14.22] ヤマダ　ヒビキ ナガタ [15.14]

1 20722 舟橋　奏佑(1) 鷹匠 1 24911 山田　響己(1) 長田
シマモト　ナルトシ タルミ [15.15] マエノ　ユウタ オオハラ [14.22]

2 26595 嶋本　成峻(1) 垂水 2 29122 前野　優太(1) 大原
モリ　ショウゴ タキガワ [15.20] トウジョウ　ソウキ コウヨウ [15.39]

3 28987 森　翔梧(1) 滝川 3 20013 東上　宗樹(1) 向洋
オオダン　リク セイシン [11.86] ナカタ　ユウガ ヨコオ [13.69]

4 29433 大段　璃空(1) 西神 4 25476 中田　悠雅(1) 横尾
タハラ　ソウタ タカトリ [13.40] スタング　ジョウレオン タカクラ [13.40]

5 25104 田原　蒼太(1) 鷹取 5 25303 スタング　穣レオン(1) 高倉
ヤナギハラ　マコト イブキダイ [13.69] エモト　エイチ モトヤマミナミ [12.17]

6 29657 柳原　誠人(1) 井吹台 6 20683 江本　英知(1) 本山南
ヨコヤマ　アオイ ホンタモン [13.35] カクタニ　マサキ ナギサ [13.33]

7 27047 横山　碧海(1) 本多聞 7 21864 角谷　政輝(1) 渚
アズマ　ナオヤ アリマ [13.73] ヤマモト　アユム フクダ [13.73]

8 22821 東　尚矢(1) 有馬 8 26437 山本　歩睦(1) 福田
キヨハラ　フウタ ナガミネ [14.21] オゼキ　ハヤテ タキガワ [14.20]

9 21055 清原　楓太(1) 長峰 9 28986 小關　隼風(1) 滝川

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
キタグチ　ハルト コウヨウ [15.42] コヤマ　ガク ハゼタニ [15.13]

1 20011 北口　温大(1) 向洋 1 27315 小山　樂(1) 櫨谷
イデグチ　シュント スズランダイ [15.06] オクノ　レント アリマ [15.54]

2 23515 井手口　駿斗(1) 鈴蘭台 2 22822 奥野　蓮都(1) 有馬
ニイホ　ソウイチロウ ナガミネ [14.26] ヒラバヤシ　タイガ アリノ [14.27]

3 21060 新穂　宗一郎(1) 長峰 3 29211 平林　大河(1) 有野
イシクラ　コウガ タマツ [13.68] タナカ　ヒロキ シオヤ [13.41]

4 27656 石倉　恒凱(1) 玉津 4 26205 田中　啓貴(1) 塩屋
キタガキ　ケイタ ミカゲ [13.41] コンドウ　シゲユキ コウベハラダ [13.27]

5 20585 北垣　慶大(1) 御影 5 20978 近藤　重行(1) 原田
ヤマモト　シンジ ミナトガワ [13.31] オニヤ　ローレンスジュニア タイサンジ [12.43]

6 22370 山本　真慈(1) 湊川 6 28127 オニヤ　ローレンスジュニア(1) 太山寺
タナカ　ハルト シオヤ [12.31] オオシタ　カズキ シンダイフゾクチュウ [13.66]

7 26204 田中　遥大(1) 塩屋 7 28226 大下　和希(1) 神大附属
ホリ　エイト オシベダニ [14.16] モリオカ　ユウシン シラカワダイ [13.74]

8 27531 堀　瑛登(1) 押部谷 8 25761 森岡　優心(1) 白川台
ツユリ　ソウスケ ウエノ [13.74] マツギ　タイチ スズランダイ [14.12]

9 21147 栗花落　崇祐(1) 上野 9 23510 眞継　太一(1) 鈴蘭台

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
ハヤミ　ヨシタカ セイワダイ [15.70] マツムラ　ヒロト ヒラノ [14.94]

1 23605 早水　義貴(1) 星和台 1 27853 松村　寛斗(1) 平野
ナカニシ　リョウタ オオイケ [14.36] フルタニ　チュウダイ ヤマダ [16.02]

2 23004 中西　涼太(1) 大池 2 23120 古谷　忠大(1) 山田
ヤマモト　ソウタ ヤマダ [14.96] ミシマ　リク イカワダニ [14.36]

3 23121 山本　奏太(1) 山田 3 27252 三島　鯉來(1) 伊川谷
カタオカ　リク キタコウベ [13.46] ゴトウ　トシムネ タイサンジ [12.70]

4 24171 片岡　陸(1) 北神戸 4 28130 後藤　利宗(1) 太山寺
ノムラ　ユウヒ ミカゲ [13.64] イノウエ　ショウガ アリノキタ [13.47]

5 20589 野村　悠陽(1) 御影 5 29360 井上　翔月(1) 有野北
フジワラ　タイチ セイシン [13.25] イマムラ　ソウタ カラト [13.63]

6 29432 藤原　太一(1) 西神 6 22912 今村　壮汰(1) 唐櫃
セラ　ヒビキ コウベナガサカ [12.52] マツモト　コウガ セイリョウダイ [13.24]

7 27114 世良　響(1) 神戸長坂 7 29547 松本　煌凱(1) 星陵台
イシガキ　オオガ ミナトガワ [13.79] オオカワ　ケイゴ ナダ [14.07]

8 22365 石垣　大牙(1) 湊川 8 28401 大川　敬悟(1) 灘
アラマチ　ハルキ モトヤマ [14.10] ヤマモト　ユウセイ オオハラ [13.80]

9 20310 荒町　治輝(1) 本山 9 29123 山本　悠晴(1) 大原
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１年男子100m

〈〈 予選 〉〉

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
スズキ　コウタ ケイメイガクイン [14.42] タケガワ　ユウト オシベダニ [14.87]

1 29040 鈴木　康太(1) 啓明学院 1 27530 武川　結音(1) 押部谷
ナカムラ　タイキ オブ [14.90] トダ　ユウタ ミナトジマガクエン [17.01]

2 23463 中村　太軌(1) 小部 2 21901 戸田　悠太(1) 港島学園
イワキ　ユウゴ スミヨシ [16.42] センザキ　リョウ オブ [14.42]

3 20493 岩木　優虎(1) 住吉 3 23462 千﨑　梁(1) 小部
マツバヤシ　ワクト タモンヒガシ [13.19] イワモト　ソラ ウエノ [13.61]

4 26783 松林　和久人(1) 多聞東 4 21154 岩本　大空(1) 上野
ヤストコ　オキト ホンジョウ [13.63] ヨコタ　タクミ タカショウ [12.88]

5 20141 安床　興人(1) 本庄 5 20733 横田　拓臣(1) 鷹匠
ヤマモト　ケンタ ナダ [12.72] ニシダ　イツキ タカクラ [13.17]

6 28403 山本　顕大(1) 灘 6 25301 西田　一葵(1) 高倉
カリバ　リョウト ロッコウガクイン [13.51] ハギワラ　リン ヨコオ [13.52]

7 28551 狩場　亮人(1) 六甲学院 7 25478 萩原　凛(1) 横尾
カメイ　ヒロム アリノキタ [13.83] カシワギ　ハヤト コウベハラダ [13.88]

8 29363 亀井　大夢(1) 有野北 8 20974 柏木　颯斗(1) 原田
ハラダ　レン モトヤマミナミ [14.04] イシイ　スバル スミヨシ [14.04]

9 20692 原田　蓮(1) 本山南 9 20490 石井　澄晴(1) 住吉

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
ナカイ　ジョウ ミナトジマガクエン [14.53] シノハラ　カイト マイコ

1 21902 仲井　丈(1) 港島学園 1 26825 篠原　海斗(1) 舞子
ナガフジ　ミズキ ヒラノ [14.83] トミキ　リュウト タマツ [14.79]

2 27864 永藤　瑞稀(1) 平野 2 27661 冨木　隆登(1) 玉津
スズキ　イッサ ケイメイガクイン [18.77] マツウラ　ツバサ セイリョウダイ [14.59]

3 29039 鈴木　一颯(1) 啓明学院 3 29546 松浦　光翼(1) 星陵台
ヨリオカ　カンタ イカワダニ [13.16] コイズミ　リョウイチロウ イブキダイ [13.02]

4 27255 依岡　敢太(1) 伊川谷 4 29652 小泉　遼一郎(1) 井吹台
ナンブ　ヒナタ タカトリ [13.53] ニシヤマ　サトシ シンダイフゾクチュウ [13.53]

5 25106 南部　陽向(1) 鷹取 5 28227 西山　哲志(1) 神大附属
マスダ　イブキ モモヤマダイ [13.60] スギモト　ユウマ ニシオチアイ [13.15]

6 26147 増田　歩希(1) 桃山台 6 25801 杉本　悠真(1) 西落合
タナカ　カイ ロッコウガクイン [12.99] マツオカ　ケイイチロウ サクラガオカ [13.56]

7 28554 田中　快(1) 六甲学院 7 27443 松岡　慶一郎(1) 桜が丘
マスキ　ソウマ フクダ [14.03] マエダ　タカト シラカワダイ [14.00]

8 26436 増木　颯真(1) 福田 8 25760 前田　隆翔(1) 白川台
コダマ　ヒナタ シンリョウダイ [13.91] クラツ　シュンタ コウベナガサカ [13.91]

9 26901 児玉　陽太(1) 神陵台 9 27113 倉津　駿太(1) 神戸長坂

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　ルイ マイコ サトウ　ソウイチロウ モトヤマ [14.64]

1 26826 小林　琉聖(1) 舞子 2 20313 佐藤　奏一郎(1) 本山
コミヤマ　ソウタ ホンジョウ [14.64] ワキタ　リョウジ アリノ [14.65]

2 20132 小見山　颯太(1) 本庄 3 29215 脇田　遼次(1) 有野
ヤマサキ　チヒロ タルミ [14.73] キムラ　ハルト ホンタモン [13.08]

3 26593 山﨑　智尋(1) 垂水 4 27043 木村　陽人(1) 本多聞
モリモト　ハルキ ウオザキ [13.13] ニシムラ　トミヒロ タルミヒガシチュウ [13.55]

4 20219 森本　春輝(1) 魚崎 5 26301 西村　富博(1) 垂水東
ツカコシ　イッキ モモヤマダイ [13.56] ドイ　ソウト ウオザキ [13.09]

5 26145 塚越　一輝(1) 桃山台 6 20251 土井　相宇人(1) 魚崎
ヨシザキ　トア キタコウベ [13.05] オオイエ　レオン タモンヒガシ [13.55]

6 24163 吉崎　澄空(1) 北神戸 7 26772 大家　玲音(1) 多聞東
オノ　ソウタ サクラガオカ [13.55] オオハシ　ユウセイ スマガクエン [14.00]

7 27444 小野　颯太(1) 桜が丘 8 29734 大橋　悠生(1) 須磨学園
ミズ　ユウト スマガクエン [14.00] ヤマモト　ソラ ハゼタニ [13.94]

8 29735 水　優斗(1) 須磨学園 9 27316 山本　蒼空(1) 櫨谷
オオシタ　ハヤト ナギサ [13.92]

9 21862 大下　颯人(1) 渚
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１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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１年男子1500m

〈〈 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
クニモリ　アツキ ナガタ イシバシ　リョウ タモンヒガシ [6:33.82]

1 24910 國森　敦生(1) 長田 1 26770 石橋　瞭(1) 多聞東
タケダ　ソウタ タモンヒガシ [6:33.77] フジキ　コウスケ イカワダニ [6:27.00]

2 26778 武田　爽汰(1) 多聞東 2 27251 藤木 　康介(1) 伊川谷
ウエハラ　リュウノスケ フクダ [5:55.03] サクマ　リヒ カラト [5:59.33]

3 26431 上原　隆之介(1) 福田 3 22910 佐久間　莉翔(1) 唐櫃
ニシカワ　ソウヤ ヨコオ [5:54.55] ホンダ　リョウスケ コウヨウ [5:54.63]

4 25477 西川　颯也(1) 横尾 4 20016 本多　亮介(1) 向洋
ホソノ　レン ロッコウガクイン [5:40.76] コバヤシ　ハルヒト ヨコオ [5:42.18]

5 28556 細野　廉(1) 六甲学院 5 25474 小林　悠人(1) 横尾
キタイ　カイト モモヤマダイ [5:40.36] フジタ　ケンジ ホンタモン [5:40.00]

6 26144 北井　海斗(1) 桃山台 6 27041 藤田　健志(1) 本多聞
ツギモト　リク マイコ [5:28.69] タダ　フミヒロ スミヨシ [5:28.43]

7 26827 継本　莉功(1) 舞子 7 20499 多田　文衡(1) 住吉
イワサキ　トウマ タルミ [5:28.24] ナムラ　アスク キタコウベ [5:28.02]

8 26592 岩﨑　柊真(1) 垂水 8 24147 名村　明育(1) 北神戸
トクダ　カズシ ミナトガワ [5:19.71] ムラカミ　ナオキ オウツカダイ [5:21.87]

9 22368 得田　和志(1) 湊川 9 27701 村上　直樹(1) 王塚台
ヤスオカ　ショウタ ナギサ [5:19.45] マサキ　ヒロト ホンジョウ [5:18.94]

10 21871 安岡　聖太(1) 渚 10 20138 正木　大翔(1) 本庄
ナカシマ　ケンゴ コウベナガサカ [5:08.04] ササモリ　サトム イブキダイ [5:08.13]

11 27116 中嶋　憲吾(1) 神戸長坂 11 29655 笹森　惺睦(1) 井吹台
ヤブシタ　トモタカ スミヨシ [5:07.52] イケダ　シゲノブ アリノ [5:04.61]

12 20497 藪下　殿傑(1) 住吉 12 29201 池田　茂暢(1) 有野
フジオカ　リョウ アリノ [4:58.56] コイケ　ユウダイ ヒラノ [4:58.61]

13 29212 藤岡　凌(1) 有野 13 27863 小池　雄大(1) 平野
タカノ　カズタカ オオイケ [4:56.95] ヤマモト　アユム ウオザキ [4:56.69]

14 23002 高野　和空(1) 大池 14 20253 山本　歩(1) 魚崎
ウエダ　コウシ シンダイフゾクチュウ [4:38.11] サカグチ　トモアキ ウエノ [4:38.80]

15 28225 上田　浩士(1) 神大附属 15 21148 坂口　智明(1) 上野

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
ヨシダ　ユウキ セイシン イマイ　ユウヤ タマツ

1 29434 吉田　侑生(1) 西神 1 27657 今井　雄也(1) 玉津
コニシ　ナオキ コウヨウ [6:19.85] イケモト　タクミ タカショウ [6:12.96]

2 20017 小西　直輝(1) 向洋 2 20731 池本　匠(1) 鷹匠
アラキ　タケル タキガワ [5:59.99] イワイ　タケル タカトリ [6:00.60]

3 28988 荒木　豪琉(1) 滝川 3 25103 岩井　猛(1) 鷹取
ヤマグチ　ヒロキ モトヤマ [5:52.90] クガイ　ヤスヒロ タイサンジ [5:51.49]

4 20315 山口　泰生(1) 本山 4 28132 久貝　恭寛(1) 太山寺
ナカゴシ　カイ シオヤ [5:44.48] ニシオカ　フウマ モトヤマミナミ [5:48.93]

5 26207 中越　櫂(1) 塩屋 5 20690 西岡　楓真(1) 本山南
コバヤシ　ヒロト タカクラ [5:39.88] イケダ　リョウヤ ウエノ [5:37.26]

6 25306 小林　裕翔(1) 高倉 6 21146 池田　稜弥(1) 上野
ヒヤネ　イツキ アリノキタ [5:29.07] コジマ　アンリ ホンタモン [5:30.00]

7 29374 比屋根　一絆(1) 有野北 7 27040 小嶋　杏璃(1) 本多聞
クマモト　リョウスケ コウベハラダ [5:27.40] カマホラ　サトシ ミカゲ [5:24.93]

8 20977 熊本　涼介(1) 原田 8 20584 釜洞　哲(1) 御影
ハシグチ　コウヘイ ミカゲ [5:21.97] マツセ　リオ ミナトジマガクエン [5:22.33]

9 20590 橋口　航平(1) 御影 9 21903 松瀬　理央(1) 港島学園
モリタ　ソウキ ウオザキ [5:18.86] マスミ　ヒナタ セイリョウダイ [5:17.83]

10 20252 森田　蒼輝(1) 魚崎 10 29545 枡見　陽向(1) 星陵台
コキ　リョウゴ タカショウ [5:10.12] イクラ　リュウセイ ホンジョウ [5:12.67]

11 20720 湖亀　崚伍(1) 鷹匠 11 20130 井倉　琉惺(1) 本庄
モウリ　トモキ マイコ [5:03.63] マハラ　トモキ オブ [5:02.50]

12 26824 毛利　友貴(1) 舞子 12 23460 馬原　知暉(1) 小部
マツモト　リクト キタコウベ [5:00.23] シー　サント ロッコウガクイン [5:00.83]

13 24155 松本　陸人(1) 北神戸 13 28553 施　讃人(1) 六甲学院
ヒライ　ハルマ トモガオカ [4:49.96] クボ　ハルト ミナトガワ [4:49.93]

14 25501 平井　遥真(1) 友が丘 14 22366 久保　温大(1) 湊川
コガ　ナオト オオハラ [4:41.80] モモオ　ソウシ サクラガオカ [4:43.50]

15 29124 古賀　三大(1) 大原 15 27441 桃尾　奏志(1) 桜が丘

Powerd by AthleteRanking.com



１年男子1500m

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オクムラ　フウセイ スズランダイ

1 23513 奥村　颯星(1) 鈴蘭台
アカシ　リク コウベハラダ

2 20980 明石　璃久(1) 原田
カン　ケイゴ タカトリ [6:03.61]

3 25100 菅　圭吾(1) 鷹取
ホンダ　チヒロ シラカワダイ [6:00.88]

4 25762 本田　千尋(1) 白川台
シマダ　ハルモリ モトヤマ [5:49.85]

5 20314 島田　晴守(1) 本山
トクモト　ソウタ セイリョウダイ [5:44.83]

6 29543 徳元　奏太(1) 星陵台
タマイ　セイヤ ヒラノ [5:32.97]

7 27859 玉井　誠也(1) 平野
タケハラ　コウタ シオヤ [5:30.19]

8 26203 竹原　航太(1) 塩屋
ハラダ　ユキト アリノキタ [5:22.36]

9 29368 原田　結希斗(1) 有野北
ハシモト　ユキタダ ナギサ [5:22.34]

10 21868 橋本　幸忠(1) 渚
アサノ　コウセイ タマツ [5:14.96]

11 27655 浅野　煌星(1) 玉津
ニシ　リュウゲン イブキダイ [5:13.98]

12 29658 西　竜玄(1) 井吹台
タニグチ　ソウスケ ミナトジマガクエン [5:02.05]

13 21904 谷口　蒼佑(1) 港島学園
カナイ　シュンヤ タイサンジ [5:00.88]

14 28121 金井　俊弥(1) 太山寺
キッタ　タイヨウ タルミ [4:47.53]

15 26591 橘田　太陽(1) 垂水
ウエヤマ　ソラタ オブ [4:45.94]

16 23461 上山　宙大(1) 小部
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１年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



２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
カゲヤマ　トモヤ タモンヒガシ [13.53] オノ　リク ヤマダ [13.59]

2 26762 影山　智也(2) 多聞東 2 23111 小野　璃空(2) 山田
コヒラ　ユタカ ナギサ [13.52] タナカ　ケント アリノ [13.52]

3 21854 小平　悠貴(2) 渚 3 29275 田中　健斗(2) 有野
イデイ　ヤマト コウヨウ [12.70] カワグチ　ヒロト イブキダイ [12.65]

4 20005 出射　大和(2) 向洋 4 29603 川口　央翔(2) 井吹台
オダ　キョウヘイ スミヨシ [11.26] イワイ　トシキ フクダ [13.08]

5 20481 小田　恭平(2) 住吉 5 26422 岩井　寿輝(2) 福田
スミ　ユウタ タカショウ [12.70] フクムラ　リュウ ウオザキ [12.73]

6 20705 澄　悠太(2) 鷹匠 6 20247 福村　龍生(2) 魚崎
ニシクラ　シュン ロッコウガクイン [13.10] オオタ　ムツキ セイワダイ [11.39]

7 28534 西藏　惇(2) 六甲学院 7 23601 太田　陸希(2) 星和台
トキミズ　イッセイ スマガクエンシュクガワ [13.10] オガワ　リク シンダイフゾクチュウ [13.13]

8 29801 時水　一誠(2) 須磨学園夙川 8 28223 小川　陸(2) 神大附属

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
フケ　ヨシト ホンタモン [15.64] コウノ　アユム ヨコオ [15.20]

2 27031 福家　義人(2) 本多聞 2 25469 河野　歩(2) 横尾
ツジイ　ソウタ アリノ [13.57] ハヤシ　ソウマ ナダ [13.62]

3 29276 辻井　蒼大(2) 有野 3 28485 林　壮馬(2) 灘
フジノ　リョウスケ タカクラ [12.62] ハマダ　ケイト スズランダイ [13.06]

4 25321 藤野　僚祐(2) 高倉 4 23509 濵田　慶翔(2) 鈴蘭台
カリヤ　コタロウ オオイケ [12.74] クドウ　レオン オオイケ [12.62]

5 23043 仮屋　虎太朗(2) 大池 5 23040 工藤　玲音(2) 大池
ゴトウ　サトシ タカトリ [11.66] ササキ　マコト ミナトジマガクエン [12.74]

6 25168 後藤　聡志(2) 鷹取 6 21981 佐々木　誠(2) 港島学園
デグチ　ヒロキ シオヤ [13.08] ヤマモト　カイ ナガタ [11.74]

7 26286 出口　洋樹(2) 塩屋 7 24901 山本　海生(2) 長田
ヨシダ　テツヤ セイシン [13.51] シバヤマ　サクホ タキガワ [13.20]

8 29416 吉田　哲也(2) 西神 8 28985 柴山　朔歩(2) 滝川
スズキ　エイキ カラト [13.14] トヨダ　コウスケ ミナトガワ [13.51]

9 22901 鈴木　瑛騎(2) 唐櫃 9 22361 豊田　康介(2) 湊川

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
フジイ　ショウタ オシベダニ [13.73] ミワ　ジン オオハラ [15.13]

2 27518 藤井　章太(2) 押部谷 2 29105 三輪　仁(2) 大原
ヨシダ　タカヒロ ホンジョウ [15.15] シチノ　ケイ ナギサ [13.83]

3 20121 𠮷田　峻弘(2) 本庄 3 21851 七野　啓(2) 渚
ノグチ　コウキ セイリョウダイ [11.84] ミヤワキ　ヒカル イカワダニ [11.99]

4 29505 野口　航輝(2) 星陵台 4 27244 宮脇　輝(2) 伊川谷
サカモト　アイキ アリノキタ [13.05] アダチ　マサヒロ ヤマダ [12.98]

5 29348 坂本　愛生(2) 有野北 5 23110 安達　雅浩(2) 山田
イワモト　カイセイ コウベナガサカ [12.78] オオヤマ　ミズキ タモンヒガシ [12.78]

6 27142 岩本　海聖(2) 神戸長坂 6 26760 大山　瑞己(2) 多聞東
カトウ　ラグ ミカゲ [12.57] イザワ　リョウ タカトリ [12.57]

7 20573 加藤　羅倶(2) 御影 7 25161 井澤　陵(2) 鷹取
ツクダ　ソウマ ウエノ [13.25] ノヅマ　キッペイ ホンジョウ [13.30]

8 21102 佃　颯真(2) 上野 8 20122 野妻　季都平(2) 本庄
オグラ　ケント タキガワ [13.50] マツモト　リュウセイ アリノキタ [13.50]

9 28984 小倉　健翔(2) 滝川 9 29345 松本　流星(2) 有野北
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２年男子100m

〈〈 予選 〉〉

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
サカモト　ソウシ ヒラノ [13.84] シカタ　トワ タカショウ [13.87]

2 27818 坂本　創志(2) 平野 2 20704 志方　叶和(2) 鷹匠
ヒラオカ　ソウア ミナトガワ [15.02] シミズ　カナル コウベハラダ [14.71]

3 22360 平岡　奏亜(2) 湊川 3 20968 清水　奏瑠(2) 原田
オオイシ　チサト ナダ [12.80] キシ　ユウト ハゼタニ [12.07]

4 28481 大石　知惺(2) 灘 4 27304 岸　祐斗(2) 櫨谷
マツオカ　アツヤ イブキダイ [12.95] ハナオカ　リュウヤ イカワダニ [12.49]

5 29612 松岡　篤矢(2) 井吹台 5 27239 花岡　龍也(2) 伊川谷
シブヤ　レン スズランダイ [12.02] サキヤマ　トウヤ タマツ [12.82]

6 23507 澁谷　蓮(2) 鈴蘭台 6 27649 崎山　櫂也(2) 玉津
ソダ　ルルト スミヨシ [12.54] スギハラ　コウキ キタコウベ [12.95]

7 20483 祖田　琉留斗(2) 住吉 7 24123 杉原　昊樹(2) 北神戸
シカノ　リン サクラガオカ [13.32] イザワ　ユウスケ モモヤマダイ [13.34]

8 27439 鹿野　凛(2) 桜が丘 8 26131 伊沢　悠介(2) 桃山台
ウハラ　リョウタロウ キタコウベ [13.44] タカノ　ショウマ サクラガオカ [13.48]

9 24126 菟原　椋太郎(2) 北神戸 9 27435 高野　翔真(2) 桜が丘

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
クロカワ　レク コウベハラダ [13.95] タカハシ　ルイ マイコ [14.34]

2 20965 黒川　玲葉(2) 原田 2 26811 髙橋　琉生(2) 舞子
ハタノ　カズマ モモヤマダイ [14.59] カトウ　ソウタ スマガクエン [13.89]

3 26136 秦野　和真(2) 桃山台 3 29729 加藤　颯太(2) 須磨学園
ナガオ　コウタ タルミ [12.11] タナカ　タイキ ミナトジマガクエン [12.46]

4 26573 長尾　航汰(2) 垂水 4 21982 田中　大喜(2) 港島学園
カワモト　ショウタ オシベダニ [12.92] フジワケ　キリヤ シラカワダイ [12.83]

5 27511 川本　将大(2) 押部谷 5 25746 藤分　徠躍(2) 白川台
タカハシ　ソウゴ スマガクエン [12.83] マツモト　リョウタ ウオザキ [12.91]

6 29730 髙橋　宗悟(2) 須磨学園 6 20248 松本　遼太(2) 魚崎
マスイ　リクト タカクラ [12.47] ヤマシタ　ユキヤ タマツ [12.40]

7 25322 増井　陸斗(2) 高倉 7 27651 山下　友林也(2) 玉津
ヤマナカ　ケンタロウ セイワダイ [13.35] マエダ　ツバル シオヤ [13.39]

8 23604 山中　健太朗(2) 星和台 8 26291 前田　ツバル(2) 塩屋
ヤジマ　コタロウ セイシン [13.43] ゴトウ　ナオト タイサンジ [13.35]

9 29415 矢島　琥太郎(2) 西神 9 28105 呉藤　尚仁(2) 太山寺

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
オチウミ　シュウタ オブ [14.17] ジョウ　ハルキ コウヨウ [14.15]

2 23450 落海　修太(2) 小部 2 20006 城　大輝(2) 向洋
ハヤタ　ケイシ ヒラノ [14.04] コイケ　ユウタロウ タイサンジ [14.14]

3 27819 早田　慶司(2) 平野 3 28115 小池　優太朗(2) 太山寺
シミズ　ユウキ モトヤマミナミ [12.45] ウツミ　ユウト コウベナガサカ [12.88]

4 20642 清水　勇樹(2) 本山南 4 27143 内海　佑飛(2) 神戸長坂
オオヒガシ　ショウマ ウエノ [12.42] イケダ　ハルト モトヤマミナミ [12.45]

5 21103 大東　正実(2) 上野 5 20638 池田　春翔(2) 本山南
イワサキ　ハルト シラカワダイ [12.90] シラキ　ユウセイ フクダ [12.46]

6 25745 岩﨑　陽人(2) 白川台 6 26423 白木　悠晴(2) 福田
ツダ　コウシュン ミカゲ [12.87] ツカモト　ヒロト タルミ [12.89]

7 20576 津田　光瞬(2) 御影 7 26577 塚本　広人(2) 垂水
マエハラ　ソウシ モトヤマ [13.37] ホソミ　ハルヒト オオハラ [13.38]

8 20307 前原　総司(2) 本山 8 29108 細見　晴人(2) 大原
キタニ　ツバサ ロッコウガクイン [13.38] フルタニ　シュント ハゼタニ [13.38]

9 28531 木谷　翼(2) 六甲学院 9 27310 古谷　俊翔(2) 櫨谷
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２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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２年男子1500m

〈〈 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
カシュウ　シュウト オシベダニ [5:32.05] ヒラノ　タイシン ミナトジマガクエン

1 27520 加集　秀人(2) 押部谷 1 21985 平野　泰信(2) 港島学園
ヨシムラ　タイチ タモンヒガシ [5:30.90] センナリ　シュンノスケ ウオザキ [5:36.99]

2 26769 吉村　泰一(2) 多聞東 2 20240 先成　俊乃介(2) 魚崎
カナエ　タツジ ケイメイガクイン [5:20.00] タケサダ　オウガ ホンジョウ [5:31.20]

3 29035 金榮　達治(2) 啓明学院 3 20123 武貞　桜河(2) 本庄
スギイ　タカナリ コウベナガサカ [5:19.83] タケハラ　アツヤ コウベハラダ [5:20.26]

4 27148 杉井　孝成(2) 神戸長坂 4 20969 竹原　敦哉(2) 原田
エンドウ　アラタ ミカゲ [5:07.57] ナカ　リオ タカクラ [5:18.94]

5 20572 遠藤　新舵(2) 御影 5 25324 仲　陸央(2) 高倉
タカヤマ　アキヒロ タカトリ [5:07.45] ナカガワ　ハヤテ タマツ [5:07.81]

6 25162 髙山　明寛(2) 鷹取 6 27645 中川　颯人(2) 玉津
オカモト　アスマ イカワダニ [5:02.03] タナカ　ケイ ナガタ [5:06.18]

7 27230 岡本　明日馬(2) 伊川谷 7 24902 田中　慶(2) 長田
カノウ　マサテル ハゼタニ [5:00.26] キシモト　コウガ タモンヒガシ [5:02.06]

8 27303 加納　壮晟(2) 櫨谷 8 26763 岸本　康雅(2) 多聞東
ノダ　ケンスケ フクダ [4:52.48] アソウ　リョウタ ナガミネ [4:58.54]

9 26427 野田　健介(2) 福田 9 21043 麻生　遼太(2) 長峰
コヤス　タカヒロ スズランダイ [4:50.90] コミナミ　ユウト キタコウベ [4:51.78]

10 23506 子安　崇弘(2) 鈴蘭台 10 24112 小南　勇人(2) 北神戸
オカダ　ヤスナオ ホンタモン [4:40.00] オオイ　エイシロウ ミナトガワ [4:50.53]

11 27035 岡田　泰尚(2) 本多聞 11 22359 大井　瑛士郎(2) 湊川
マエダ　ヒロト キタコウベ [4:37.97] カトウ　ソウ ヒラノ [4:44.20]

12 24141 前田　大翔(2) 北神戸 12 27816 加藤　壮(2) 平野
ウメダ　リク オオハラ [4:05.70] ナカザト　ユイト オオハラ [4:33.11]

13 29102 梅田　大陸(2) 大原 13 29107 中里　唯人(2) 大原
タニダ　ソウタロウ アリノキタ [4:06.49]

14 29336 谷田　颯太朗(2) 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
カワラダ　リュウト ケイメイガクイン [6:00.00] イナイ　ソウスケ タカトリ [5:44.61]

1 29044 川原田　琉斗(2) 啓明学院 1 25163 稲井　聡亮(2) 鷹取
ササキ　シュンスケ モモヤマダイ [5:39.72] マツオカ　リョウタ ナダ [5:39.66]

2 26134 佐々木　俊輔(2) 桃山台 2 28486 松岡　亮大(2) 灘
タケイ　シンタロウ ナダ [5:30.74] ニシグチ　レン タカクラ [5:30.46]

3 28483 武居　心太朗(2) 灘 3 25327 西口　廉(2) 高倉
ツダカ　カズアキ イカワダニ [5:20.45] イマガワ　ヒナタ シオヤ [5:26.28]

4 27235 津髙　和昭(2) 伊川谷 4 26284 今川　暖(2) 塩屋
アシダ　ユウヤ シオヤ [5:18.55] モリ　タイセイ ロッコウガクイン [5:14.91]

5 26281 芦田　悠哉(2) 塩屋 5 28537 森　大征(2) 六甲学院
タケムラ　ユウリ マイコ [5:08.53] クボ　テルナリ イブキダイ [5:14.28]

6 26814 武村　優里(2) 舞子 6 29604 久保　輝成(2) 井吹台
ニシザキ　アツシ タルミ [5:06.10] カゲヤマ　コウキ モトヤマミナミ [5:05.61]

7 26574 西﨑　諄(2) 垂水 7 20640 影山　晃基(2) 本山南
ヨシモト　チヒロ ウエノ [5:02.93] ヨシダ　ケイシ ミカゲ [5:03.63]

8 21100 吉本　千紘(2) 上野 8 20581 吉田　圭志(2) 御影
ツジ　ルイ アリマ [4:56.79] ヤマモト　タマキ タイサンジ [4:55.67]

9 22832 辻　瑠維(2) 有馬 9 28113 山本　環(2) 太山寺
カワゾエ　コウキ ヒラノ [4:53.49] ヒロタ　カナエ ハゼタニ [4:55.03]

10 27814 川副　幸輝(2) 平野 10 27309 廣田　鼎(2) 櫨谷
ウエノ　シュン タイサンジ [4:50.32] トヨダ　ユウマ ホンタモン [4:50.00]

11 28101 上野　隼(2) 太山寺 11 27033 豊田　侑真(2) 本多聞
モリタ　タイセイ コウベナガサカ [4:46.17] サトウ　オオガ マイコ [4:46.77]

12 27152 森田　泰生(2) 神戸長坂 12 26812 佐藤　碩芽(2) 舞子
モリサダ　ショウタ セイリョウダイ [4:32.80] ナシオ　コウキ アリノキタ [4:30.55]

13 29507 森貞　翔太(2) 星陵台 13 29338 名塩　公貴(2) 有野北
クボタ　トワ ヒヨドリダイ [4:20.09] クワハラ　フキタロウ オオイケ [4:20.41]

14 23702 久保田　飛羽(2) 鵯台 14 23044 桑原　蕗太郎(2) 大池

Powerd by AthleteRanking.com



２年男子1500m

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホリグチ　コウタロウ コウベハラダ [5:43.45]

1 20970 堀口　航太郎(2) 原田
エビス　アサト ウオザキ [5:41.10]

2 20242 恵比須　麻斗(2) 魚崎
カンダ　タクミ タマツ [5:27.34]

3 27644 神田　拓海(2) 玉津
フジキ　ダイチ モトヤマミナミ [5:23.72]

4 20639 藤木　大地(2) 本山南
ニシヤマ　リョウ オブ [5:17.68]

5 23451 西山　遼(2) 小部
ハラ　シュンタロウ ナガミネ [5:12.59]

6 21042 原　俊太郎(2) 長峰
ハネダ　シンノスケ シラカワダイ [5:04.32]

7 25749 羽田　晨之介(2) 白川台
アダチ　リョウスケ イブキダイ [5:04.19]

8 29600 安達　綾祐(2) 井吹台
ハヤシノ　マサタカ ロッコウガクイン [4:55.57]

9 28535 林野　正隆(2) 六甲学院
フルイエ　ユウト タルミ [4:55.24]

10 26571 古家　優人(2) 垂水
カネダ　ショウタ ミナトジマガクエン [4:48.39]

11 21983 金田　翔太(2) 港島学園
イケガワ　ヒロキ ミナトガワ [4:46.80]

12 22363 池川　拓輝(2) 湊川
コムロ　マサト オオイケ [4:27.88]

13 23046 小室　允人(2) 大池
スズキ　リョウタ スズランダイ [4:26.14]

14 23504 鈴木　涼太(2) 鈴蘭台

Powerd by AthleteRanking.com



２年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



２年男子3000m

〈〈 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
ニシヤマ　リョウ オブ イナダ　シンイチ キタコウベ

1 23451 西山　遼(2) 小部 1 24143 稲田　真一(2) 北神戸
ナガイ　ユウキ シオヤ タナカ　ケイ ナガタ

2 26288 永井　悠希(2) 塩屋 2 24902 田中　慶(2) 長田
マツオカ　リョウタ ナダ [13:21.82] イトウ　ハルキ シオヤ

3 28486 松岡　亮大(2) 灘 3 26283 伊藤　春輝(2) 塩屋
ヨシムラ　タイチ タモンヒガシ [12:11.55] イマハシ　カナタ タマツ [11:55.02]

4 26769 吉村　泰一(2) 多聞東 4 27648 今橋　哉汰(2) 玉津
オオウエ　シュウマ タカクラ [11:56.53] ナカ　リオ タカクラ [11:49.62]

5 25325 大上　主馬(2) 高倉 5 25324 仲　陸央(2) 高倉
ヒサカ　ヒロト ハゼタニ [11:46.29] タケムラ　ユウリ マイコ [11:49.03]

6 27308 日坂　優仁(2) 櫨谷 6 26814 武村　優里(2) 舞子
ヤスダ　ケイタ ミナトガワ [11:44.13] オデラ　カイト セイリョウダイ [11:45.50]

7 22362 安田　啓汰(2) 湊川 7 29502 尾寺　快仁(2) 星陵台
ミキ　ソウタ イカワダニ [11:39.25] カナエ　タツジ ケイメイガクイン [11:30.00]

8 27243 三木　蒼大(2) 伊川谷 8 29035 金榮　達治(2) 啓明学院
コヤス　タカヒロ スズランダイ [11:29.92] ウジベ　ミズヒロ モトヤマミナミ [11:28.86]

9 23506 子安　崇弘(2) 鈴蘭台 9 20635 氏部　瑞啓(2) 本山南
ナカガワ　ハヤテ タマツ [11:27.23] ヨシダ　ケイシ ミカゲ [11:26.72]

10 27645 中川　颯人(2) 玉津 10 20581 吉田　圭志(2) 御影
ヤマモト　タマキ タイサンジ [11:21.46] シバタ　トモキ イブキダイ [11:10.56]

11 28113 山本　環(2) 太山寺 11 29606 柴田　智貴(2) 井吹台
コミナミ　ユウト キタコウベ [11:03.18] アベ　ソウタ コウベナガサカ [11:10.20]

12 24112 小南　勇人(2) 北神戸 12 27141 阿部　蒼大(2) 神戸長坂
オオモリ　ソウタロウ タルミ [10:57.66] ウエノ　シュン タイサンジ [11:03.08]

13 26575 大森　素太朗(2) 垂水 13 28101 上野　隼(2) 太山寺
タバヤシ　ジュンペイ イブキダイ [10:42.53] オウリョウジ　ナオ ナガミネ [11:02.46]

14 29608 田林　準平(2) 井吹台 14 21044 押領司　尚(2) 長峰
ノダ　ケンスケ フクダ [10:40.93] ナカツカ　ミズキ オオハラ [11:00.92]

15 26427 野田　健介(2) 福田 15 29103 中塚　瑞輝(2) 大原
モリタ　タイセイ コウベナガサカ [10:39.90] クボ　リョウマ スズランダイ [10:58.00]

16 27152 森田　泰生(2) 神戸長坂 16 23501 久保　遼真(2) 鈴蘭台
サトウ　オオガ マイコ [10:26.10] サトウ　ハルト タルミ [10:56.60]

17 26812 佐藤　碩芽(2) 舞子 17 26576 佐藤　陽大(2) 垂水
カミカリヤ　ユウゴ ヒラノ [10:21.85] カノウ　マサテル ハゼタニ [10:54.09]

18 27817 上仮屋　雄梧(2) 平野 18 27303 加納　壮晟(2) 櫨谷
ナカザト　ユイト オオハラ [9:56.59] イケガワ　ヒロキ ミナトガワ [10:22.10]

19 29107 中里　唯人(2) 大原 19 22363 池川　拓輝(2) 湊川
モリサダ　ショウタ セイリョウダイ [9:44.43] スエマツ　ハルト アリノキタ [10:01.89]

20 29507 森貞　翔太(2) 星陵台 20 29333 末松　暖士(2) 有野北
クドウ　テルアキ タカショウ [9:42.25] オカダ　ヤスナオ ホンタモン [10:00.00]

21 20702 工藤　光顕(2) 鷹匠 21 27035 岡田　泰尚(2) 本多聞
ナカムラ　ユウト オオイケ [9:42.08] カトウ　ソウ ヒラノ [9:56.44]

22 23041 中村　悠聖(2) 大池 22 27816 加藤　壮(2) 平野
クボタ　トワ ヒヨドリダイ [9:23.40] クドウ　ノブアキ タカショウ [9:48.71]

23 23702 久保田　飛羽(2) 鵯台 23 20703 工藤　亘顕(2) 鷹匠
タニダ　ソウタロウ アリノキタ [8:55.77] クワハラ　フキタロウ オオイケ [9:30.49]

24 29336 谷田　颯太朗(2) 有野北 24 23044 桑原　蕗太郎(2) 大池

Powerd by AthleteRanking.com



２年男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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１･２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
センザキ　リョウ オブ ヨシミ　ヒサキ シラカワダイ

1 23462 千﨑　梁(1) 小部 1 25744 吉見　寿城(2) 白川台
フチノウエ　シュンスケ オオハラ ヨシダ　ユウゴ オオイケ

2 29121 渕之上　竣亮(1) 大原 2 23039 吉田　悠吾(2) 大池
オカダ　ショウキ タモンヒガシ [30.41] クロダ　カズキ セイシン [30.60]

3 26761 岡田　将樹(2) 多聞東 3 29414 黒田　和希(2) 西神
タナカ　ヒロト オウゴ [26.54] カワキタ　タケル モモヤマダイ [26.56]

4 24011 田中　大翔(2) 淡河 4 26133 川北　丈瑠(2) 桃山台
セラ　ヒビキ コウベナガサカ [26.55] ゴトウ　サトシ タカトリ [24.06]

5 27114 世良　響(1) 神戸長坂 5 25168 後藤　聡志(2) 鷹取
オオタ　ムツキ セイワダイ [23.72] ツダ　コウシュン ミカゲ [26.45]

6 23601 太田　陸希(2) 星和台 6 20576 津田　光瞬(2) 御影
タニグチ　トモヤ フクダ [27.95] ヤブシタ　ソウシ ヨコオ [27.89]

7 26425 谷口　智哉(2) 福田 7 25479 藪下　蒼士(1) 横尾
オジマ　コウスケ アリノ [27.95] ヤマダ　テンガ タイサンジ [27.95]

8 29272 小嶋　康介(2) 有野 8 28112 山田　天河(2) 太山寺
ナカタ　トモキ タイサンジ [30.06] ニシムラ　トミヒロ タルミヒガシチュウ [30.08]

9 28107 仲田　智貴(2) 太山寺 9 26301 西村　富博(1) 垂水東

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
ヤマモト　ソウタ ヤマダ サカグチ　リク サクラガオカ

1 23121 山本　奏太(1) 山田 1 27442 阪口　凌玖(1) 桜が丘
ナガトモ　タイチ コウベハラダ ニシオカ　リク コウベハラダ

2 20981 長友　太一(1) 原田 2 20982 西岡　璃空(1) 原田
マエダ　コウスケ ケイメイガクイン [31.00] オチウミ　シュウタ オブ [31.64]

3 29041 前田　耕助(1) 啓明学院 3 23450 落海　修太(2) 小部
イケモト　ルキヤ イブキダイ [26.59] タジマ　ハルト ヨコオ [26.07]

4 29601 池本　琉生哉(2) 井吹台 4 25468 田嶋　春仁(2) 横尾
ツカモト　ヒロト タルミ [26.39] ワタナベ　イチゴ イカワダニ [27.79]

5 26577 塚本　広人(2) 垂水 5 27245 渡部　一護(2) 伊川谷
スギモト　ユウマ ニシオチアイ [27.87] トクダ　スカイ モモヤマダイ [26.60]

6 25801 杉本　悠真(1) 西落合 6 26135 得田　澄海(2) 桃山台
ミヤワキ　ヒカル イカワダニ [24.52] キシ　ユウト ハゼタニ [24.61]

7 27244 宮脇　輝(2) 伊川谷 7 27304 岸　祐斗(2) 櫨谷
ハギハラ　ユウト シラカワダイ [29.49] タナカ　リョウマ スマガクエン [28.13]

8 25743 萩原　悠翔(2) 白川台 8 29733 田中　龍馬(2) 須磨学園
コヒラ　ユタカ ナギサ [28.03] マエハラ　ソウシ モトヤマ [29.46]

9 21854 小平　悠貴(2) 渚 9 20307 前原　総司(2) 本山

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
ヤマダ　ヒビキ ナガタ ハシモト　エイシ ホンジョウ

1 24911 山田　響己(1) 長田 1 20136 橋本　瑛詩(1) 本庄
ムラカミ　ヒロヤ キタコウベ オクノ　レント アリマ

2 24162 村上　紘也(1) 北神戸 2 22822 奥野　蓮都(1) 有馬
イシサカ　ケイスケ モトヤマ [32.00] クマノ　ダイキ キタコウベ [32.91]

3 20312 石阪　慶介(1) 本山 3 24119 熊野　大希(2) 北神戸
ナガオ　コウタ タルミ [24.82] モリモト　ナオヤ オシベダニ [27.54]

4 26573 長尾　航汰(2) 垂水 4 27521 森本　直哉(2) 押部谷
サカモト　アイキ アリノキタ [26.65] タナカ　タイキ ミナトジマガクエン [26.00]

5 29348 坂本　愛生(2) 有野北 5 21982 田中　大喜(2) 港島学園
マスイ　リクト タカクラ [26.05] シブヤ　レン スズランダイ [24.91]

6 25322 増井　陸斗(2) 高倉 6 23507 澁谷　蓮(2) 鈴蘭台
カンダ　リュウセイ ウオザキ [27.70] フジノ　リョウスケ タカクラ [26.66]

7 20246 神田　琉成(2) 魚崎 7 25321 藤野　僚祐(2) 高倉
コダマ　ヒナタ シンリョウダイ [29.41] ハヤタ　ケイシ ヒラノ [29.36]

8 26901 児玉　陽太(1) 神陵台 8 27819 早田　慶司(2) 平野
アダチ　マサヒロ ヤマダ [28.30] キタダ　レイル ホンタモン [28.50]

9 23110 安達　雅浩(2) 山田 9 27045 北田　澪琉(1) 本多聞

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子200m

〈〈 予選 〉〉

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
シノハラ　カイト マイコ ワカバヤシ　トモヤ ホンジョウ

1 26825 篠原　海斗(1) 舞子 1 20142 若林　智也(1) 本庄
カトウ　ラグ ミカゲ ツツイ　イツキ ナガミネ

2 20573 加藤　羅倶(2) 御影 2 21058 筒井　慈(1) 長峰
ヨシダ　ユウセイ オシベダニ [32.20] マツモト　ユウキ シオヤ [34.00]

3 27532 吉田　侑生(1) 押部谷 3 26210 松本　悠輝(1) 塩屋
ヤマモト　カイ ナガタ [25.08] カワグチ　ヒロト イブキダイ [26.80]

4 24901 山本　海生(2) 長田 4 29603 川口　央翔(2) 井吹台
イシタニ　ヒビキ ウオザキ [27.50] イケダ　ハルト モトヤマミナミ [25.50]

5 20239 石谷　響(2) 魚崎 5 20638 池田　春翔(2) 本山南
オオヤマ　ミズキ タモンヒガシ [26.72] タガワ　シュウタ フクダ [27.28]

6 26760 大山　瑞己(2) 多聞東 6 26424 多川　宗汰(2) 福田
ササキ　マコト ミナトジマガクエン [26.00] カリヤ　コタロウ オオイケ [26.00]

7 21981 佐々木　誠(2) 港島学園 7 23043 仮屋　虎太朗(2) 大池
ハヤシ　ソウマ ナダ [29.29] ハヤシダ　シリュウ コウヨウ [29.09]

8 28485 林　壮馬(2) 灘 8 20004 林田　子竜(2) 向洋
タムラ　ショウセイ ホンタモン [28.50] シバヤマ　サクホ タキガワ [28.50]

9 27049 田村　翔聖(1) 本多聞 9 28985 柴山　朔歩(2) 滝川

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
ヒノ　トモヤ ナギサ アマカワ　ソウタ タカショウ

1 21869 日野　智也(1) 渚 1 20730 天川　颯太(1) 鷹匠
ナツイ　リョウ セイシン ヤマモト　シンジ ミナトガワ

2 29431 名津井　稜(1) 西神 2 22370 山本　真慈(1) 湊川
イシバシ　リク スミヨシ サカグチ　タクト スミヨシ

3 20491 石橋　璃久(1) 住吉 3 20496 坂口　隼大(1) 住吉
カワモト　マキト アリノキタ [25.55] イザワ　リョウ タカトリ [25.93]

4 29331 川本　槙人(2) 有野北 4 25161 井澤　陵(2) 鷹取
イワモト　カイセイ コウベナガサカ [25.95] オオサキ　カイト コウヨウ [26.81]

5 27142 岩本　海聖(2) 神戸長坂 5 20003 大崎　海斗(2) 向洋
タカハシ　ソウタ モトヤマミナミ [26.81] フクズミ　ショウタ オオハラ [25.60]

6 20641 高橋　空大(2) 本山南 6 29106 福住　翔太(2) 大原
クルマ　リョウタ ハゼタニ [27.21] ホウライ　ケンタロウ セイリョウダイ [27.00]

7 27306 来馬　涼太(2) 櫨谷 7 29544 蓬莱　賢太郎(1) 星陵台
テシマ　アオシ ヒラノ [29.00] ムラカミ　ヒロキ オウゴ [28.65]

8 27860 手島　蒼士(1) 平野 8 24013 村上　寛季(2) 淡河
ノムラ　ヒナタ アリノ [28.50] ツボタ　ケイト シオヤ [29.00]

9 29280 野村　陽向(2) 有野 9 26206 坪田　渓跳(1) 塩屋

11組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マエダ　タカハル ナダ

1 28402 前田　貴春(1) 灘
オクミ　ユウ タカショウ

2 20701 奥見　悠(2) 鷹匠
トヨダ　コウスケ ミナトガワ

3 22361 豊田　康介(2) 湊川
オオシタ　ヤマト セイリョウダイ [27.00]

4 29540 大下　岳真(1) 星陵台
オサ　カズキ スマガクエン [25.8]

5 29732 長　一輝(2) 須磨学園
オカダ　リュウジュ タキガワ [25.90]

6 28974 岡田　龍樹(2) 滝川
ナガイ　タケヒロ スズランダイ [27.00]

7 23508 永井　健裕(2) 鈴蘭台
アズマ　ナオヤ アリマ [28.66]

8 22821 東　尚矢(1) 有馬
シカノ　リン サクラガオカ [28.89]

9 27439 鹿野　凛(2) 桜が丘

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



１･２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
ヤマモト　フウイ タカショウ サカネ　ミツキ コウヨウ

1 20713 山元　楓云(2) 鷹匠 2 20015 坂根　光樹(1) 向洋
カゲヤマ　アキヒロ コウヨウ ヤブシタ　ソウシ ヨコオ

2 20014 隂山　顕寛(1) 向洋 3 25479 藪下　蒼士(1) 横尾
ノムラ　ヒナタ アリノ フクズミ　ショウタ オオハラ [57.06]

3 29280 野村　陽向(2) 有野 4 29106 福住　翔太(2) 大原
オカダ　リュウジュ タキガワ [1:02.00] タイラ　エイジ イカワダニ [1:07.06]

4 28974 岡田　龍樹(2) 滝川 5 27233 平　瑛司(2) 伊川谷
カワモト　マキト アリノキタ [55.24] ウエハタ　ヨウスケ アリノキタ [1:02.46]

5 29331 川本　槙人(2) 有野北 6 29324 上畑　陽介(2) 有野北
ヒラオカ　ソウア ミナトガワ [1:07.21] ムラカミ　ヒロキ オウゴ [1:05.00]

6 22360 平岡　奏亜(2) 湊川 7 24013 村上　寛季(2) 淡河
トクダ　スカイ モモヤマダイ [1:02.09] ナカソネ　マイト モトヤマミナミ [1:08.00]

7 26135 得田　澄海(2) 桃山台 8 20687 仲宗根　万絃(1) 本山南
サヤナギ　リョウセイ モトヤマミナミ [1:07.89] カンダ　ソウタ ウエノ [1:15.00]

8 20634 佐柳　諒成　(2) 本山南 9 21143 神田　颯太(1) 上野
ヨシダ　テツヤ セイシン

9 29416 吉田　哲也(2) 西神

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
フジワラ　ソウタ タカクラ タガワ　シュウタ フクダ

2 25328 藤原　颯大(2) 高倉 2 26424 多川　宗汰(2) 福田
トダ　アツキ ヒラノ キタセ　トモヤ キタコウベ

3 27850 戸田　篤樹(1) 平野 3 24135 北瀬　　大也(2) 北神戸
イケモト　ルキヤ イブキダイ [1:00.67] マツオカ　アツヤ イブキダイ [1:02.67]

4 29601 池本　琉生哉(2) 井吹台 4 29612 松岡　篤矢(2) 井吹台
クブキ　ウキョウ タイサンジ [1:06.97] イシハマ　ユキト スズランダイ [1:05.00]

5 28114 久富木　右京(2) 太山寺 5 23505 石濱　勇輝斗(2) 鈴蘭台
タジマ　ハルト ヨコオ [57.84] タナカ　ヒロト オウゴ [1:00.00]

6 25468 田嶋　春仁(2) 横尾 6 24011 田中　大翔(2) 淡河
タダ　アオイ オオイケ [1:03.67] タナカ　トワ セイリョウダイ [1:00.00]

7 23042 多田　碧(2) 大池 7 29542 田中　柊羽(1) 星陵台
オノデラ　コウセイ スミヨシ [1:09.04] サカイ　コウシロウ タカクラ [1:09.28]

8 20482 小野寺　公成(2) 住吉 8 25326 酒井　孝士郎(2) 高倉
ミヤオ　リンタロウ シオヤ [1:15.00] タカラダ　ユウスケ シオヤ [1:15.00]

9 26211 宮尾　琳太郎(1) 塩屋 9 26202 寳田　勇佑(1) 塩屋

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
ハシヅメ　ジョウタロウ ミナトジマガクエン ウチヤマ　マナト ナギサ

2 21906 橋爪　丈太朗(1) 港島学園 2 21861 内山　愛翔(1) 渚
ミズハラ　カイト キタコウベ ユアサ　タイガ コウベナガサカ

3 24131 水原　海翔(2) 北神戸 3 27119 湯浅　太我(1) 神戸長坂
ニシガミ　ジン スズランダイ [1:04.94] シバ　アキト タモンヒガシ [1:05.00]

4 23502 西上　仁(2) 鈴蘭台 4 26764 芝　彬翔(2) 多聞東
フジタ　フウガ ヒラノ [1:00.0] クルマ　リョウタ ハゼタニ [59.48]

5 27820 藤田　楓右我(2) 平野 5 27306 来馬　涼太(2) 櫨谷
ヤマグチ　レント タルミ [1:06.67] マツオ　ケイシ ミカゲ [58.34]

6 26572 山口　漣斗(2) 垂水 6 20579 松尾　慶志(2) 御影
オオニシ　ヒロト セイリョウダイ [58.00] ヨゴ　ユキナリ ホンタモン [1:05.00]

7 29541 大西　浩斗(1) 星陵台 7 27044 余吾　幸也(1) 本多聞
ノムラ　コウタロウ イカワダニ [1:11.43] フジイ　ユウスケ タルミ [1:10.00]

8 27238 野村　晃太郎(2) 伊川谷 8 26579 藤井　優介(2) 垂水
ナカジマ　ケイ コウベハラダ [1:13.46] カワキタ　タケル モモヤマダイ [1:13.38]

9 20979 中島　慧(1) 原田 9 26133 川北　丈瑠(2) 桃山台

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子400m

〈〈 予選 〉〉

7組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シンタニ　チカイ ナギサ

2 21852 新谷　誓(2) 渚
アベ　ヒロト コウベハラダ

3 20961 阿部　大翔(2) 原田
ヤナセ　ハルキ ハゼタニ [1:05.00]

4 27312 栁瀬　陽基(2) 櫨谷
サハシ　ケンタ ナダ [58.72]

5 28482 佐橋　研太(2) 灘
コフネ　コウヘイ タイサンジ [58.88]

6 28106 小舟　晃平(2) 太山寺
オカダ　ショウキ タモンヒガシ [1:05.00]

7 26761 岡田　将樹(2) 多聞東
オオヒガシ　ソラ サクラガオカ [1:12.67]

8 27431 大東　昊來(2) 桜が丘
タニグチ　トモヤ フクダ [1:12.03]

9 26425 谷口　智哉(2) 福田

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子800m

〈〈 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
キタイ　カイト モモヤマダイ カゲヤマ　アキヒロ コウヨウ

1 26144 北井　海斗(1) 桃山台 1 20014 隂山　顕寛(1) 向洋
ハマダ　ユイト コウベハラダ カタヤマ　ヒロキ コウベハラダ

2 20983 濱田　唯翔(1) 原田 2 20975 片山　裕貴(1) 原田
ムラカミ　ナオキ オウツカダイ ウエヤマ　ソラタ オブ

3 27701 村上　直樹(1) 王塚台 3 23461 上山　宙大(1) 小部
オオタ　ノア タカショウ コガ　トモタカ タカショウ

4 20724 太田　乃彪(1) 鷹匠 4 20732 古賀　智隆(1) 鷹匠
タナカ　セナ ミナトガワ ヤマモト　ソウマ タカトリ

5 22367 田中　星那(1) 湊川 5 25108 山本　颯真(1) 鷹取
カワグチ　ゲンキ タカトリ ニシダ　リュウノスケ ロッコウガクイン [3:00.00]

6 25101 川口　源喜(1) 鷹取 6 28555 西田　龍ノ介(1) 六甲学院
ムラヤマ　ジュンペイ シオヤ [2:43.64] クニモリ　アツキ ナガタ [2:47.84]

7 26212 村山　惇平(1) 塩屋 7 24910 國森　敦生(1) 長田
サトウ　ソウイチロウ モトヤマ [2:43.34] キヨセ　ユウ ハゼタニ [2:43.27]

8 20313 佐藤　奏一郎(1) 本山 8 27305 清瀬　悠(2) 櫨谷
イケダ　シゲノブ アリノ [2:38.65] ムラカミ　カズハ モトヤマミナミ [2:39.74]

9 29201 池田　茂暢(1) 有野 9 20632 村上　和榮(2) 本山南
マエダ　シュンスケ ハゼタニ [2:38.63] ウオヤマ　ハルト タルミ [2:37.72]

10 27311 前田　隼佑(2) 櫨谷 10 26570 魚山　温大(2) 垂水
ササジマ　ソウ マイコ [2:30.80] タクボ　リョウタ ホンジョウ [2:31.94]

11 26815 笹嶋　壮(2) 舞子 11 20134 田窪　亮太(1) 本庄
タマムラ　シュンタロウ スマガクエン [2:30.00] ナカニシ　ユウキ マイコ [2:28.52]

12 29731 玉村　峻太郎(2) 須磨学園 12 26813 中西　優輝(2) 舞子
カゲヤマ　コウキ モトヤマミナミ [2:24.61] トヨダ　ユウマ ホンタモン [2:25.00]

13 20640 影山　晃基(2) 本山南 13 27033 豊田　侑真(2) 本多聞
オオガキ　ツカサ オオイケ [2:24.29] カワカツ　シュン アリノキタ [2:17.92]

14 23045 大柿　司(2) 大池 14 29330 川勝　瞬(2) 有野北
ウメダ　リク オオハラ [1:59.86] スズキ　リョウタ スズランダイ [2:04.53]

15 29102 梅田　大陸(2) 大原 15 23504 鈴木　涼太(2) 鈴蘭台

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
サカネ　ミツキ コウヨウ クガイ　ヤスヒロ タイサンジ

1 20015 坂根　光樹(1) 向洋 1 28132 久貝　恭寛(1) 太山寺
タケチ　タカアキ ナガミネ コバヤシ　ヒロト タカクラ

2 21063 武地　隆陽(1) 長峰 2 25306 小林　裕翔(1) 高倉
サカイ　コウシロウ タカクラ ネギシ　アオイ タマツ

3 25326 酒井　孝士郎(2) 高倉 3 27664 根岸　葵(1) 玉津
マツモト　リクト キタコウベ ヨシダ　ユウキ セイシン

4 24155 松本　陸人(1) 北神戸 4 29434 吉田　侑生(1) 西神
ニイダテ　ヒロキ ミカゲ モリヤ　タカヒサ ウエノ [2:55.00]

5 20577 新舘　宙祁(2) 御影 5 21144 森屋　貴悠(1) 上野
コバヤシ　マサアキ ロッコウガクイン [3:00.00] ナラ　スバル ホンタモン [2:50.00]

6 28552 小林　正明(1) 六甲学院 6 27046 奈良　昴(1) 本多聞
ハシモト　サトシ ヒラノ [2:48.00] オクノ　ソラ オブ [2:40.56]

7 27858 橋本　敏(1) 平野 7 23464 奥野　蒼空(1) 小部
ササキ　シュンスケ モモヤマダイ [2:42.59] コバヤシ　アラシ ミカゲ [2:40.00]

8 26134 佐々木　俊輔(2) 桃山台 8 20586 小林　嵐士(1) 御影
クボ　リョウマ スズランダイ [2:39.16] モリモト　ソウシ ホンジョウ [2:35.03]

9 23501 久保　遼真(2) 鈴蘭台 9 20140 森本　蒼佑(1) 本庄
ハヤシバラ　ショウ イカワダニ [2:36.52] シマワキ　タイチ コウベナガサカ [2:33.66]

10 27240 林原　匠(2) 伊川谷 10 27147 島脇　汰知(2) 神戸長坂
エビス　アサト ウオザキ [2:32.87] ヤマモト　ユウセイ オオハラ [2:28.00]

11 20242 恵比須　麻斗(2) 魚崎 11 29123 山本　悠晴(1) 大原
ミネ　タクミ イブキダイ [2:28.41] スドウ　ヨシヒロ イカワダニ [2:26.58]

12 29614 三根　匠(2) 井吹台 12 27232 首藤　義弘(2) 伊川谷
キシモト　コウガ タモンヒガシ [2:25.72] コムロ　マサト オオイケ [2:16.98]

13 26763 岸本　康雅(2) 多聞東 13 23046 小室　允人(2) 大池
モモオ　ソウシ サクラガオカ [2:23.57] フジオカ　ヒナタ イブキダイ [2:08.61]

14 27441 桃尾　奏志(1) 桜が丘 14 29610 藤岡　陽大(2) 井吹台
ナシオ　コウキ アリノキタ [2:08.33]

15 29338 名塩　公貴(2) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子800m

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カナイ　シュンヤ タイサンジ

1 28121 金井　俊弥(1) 太山寺
ナカシマ　ケンゴ コウベナガサカ

2 27116 中嶋　憲吾(1) 神戸長坂
トミタ　リキ タマツ

3 27662 富田　璃希(1) 玉津
ナリタ　トモキ ウオザキ

4 20255 成田　寅喜(1) 魚崎
フクオカ　ソウマ シオヤ [2:55.15]

5 26289 福岡　聡真(2) 塩屋
タカノ　ハルキ ヒラノ [2:50.00]

6 27856 高野　大樹(1) 平野
シバ　アキト タモンヒガシ [2:40.00]

7 26764 芝　彬翔(2) 多聞東
オオサキ　タイスケ ウエノ [2:40.00]

8 21151 大崎　泰典(1) 上野
ヤマサキ　チヒロ タルミ [2:35.00]

9 26593 山﨑　智尋(1) 垂水
フジオカ　リョウ アリノ [2:33.86]

10 29212 藤岡　凌(1) 有野
ヤマナカ　ケンタロウ セイワダイ [2:27.52]

11 23604 山中　健太朗(2) 星和台
ツジ　ルイ アリマ [2:26.96]

12 22832 辻　瑠維(2) 有馬
マエダ　ヒロト キタコウベ [2:14.62]

13 24141 前田　大翔(2) 北神戸
オオイ　エイシロウ ミナトガワ [2:14.02]

14 22359 大井　瑛士郎(2) 湊川

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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１･２年男子110mH [91.4cm]

〈〈 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
エモト　エイチ モトヤマミナミ マサベ　リョウ モモヤマダイ

2 20683 江本　英知(1) 本山南 2 26137 正部　稜(2) 桃山台
ヤジマ　コタロウ セイシン ニシダ　イツキ タカクラ

3 29415 矢島　琥太郎(2) 西神 3 25301 西田　一葵(1) 高倉
イイダ　ガク ヒラノ [16.46] タナカ　タイシ アリノキタ [20.33]

4 27822 飯田　賀久(2) 平野 4 29335 田中　泰志(2) 有野北
イナヨシ　アオイ オオハラ [20.31] モリサキ　コウスケ タイサンジ [19.19]

5 29101 稲吉　碧已(2) 大原 5 28111 森嵜　晃輔(2) 太山寺
コウノ　ダイチ イブキダイ [21.15] ウエサカ　タクヤ コウヨウ [19.18]

6 29656 河野　大地(1) 井吹台 6 20002 上坂　拓弥(2) 向洋
マツモト　タイチ タイサンジ [19.95] イワモト　リュウタ イブキダイ [20.88]

7 28108 松本　泰知(2) 太山寺 7 29650 岩本　隆太(1) 井吹台
アライ　ソラ タカクラ オガワ　カイト キタコウベ

8 25304 新居　大空(1) 高倉 8 24128 小河　迦斗(2) 北神戸

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
スマガクエン イカワダニ [47.50]

1 須磨学園 6 伊川谷
[  ] カトウ　ソウタ [  ] タカハシ　ソウゴ [  ] オサ　カズキ [  ] タイラ　エイジ [  ] ノムラ　コウタロウ [  ] ハナオカ　リュウヤ

29729 加藤 颯太(2) 29730 髙橋 宗悟(2) 29732 長 一輝(2) 27233 平 瑛司(2) 27238 野村 晃太郎(2) 27239 花岡 龍也(2)

[  ] タナカ　リョウマ [  ] オオハシ　ユウセイ [  ] ミズ　ユウト [  ] ミヤワキ　ヒカル [  ] ワタナベ　イチゴ [  ] ヨリオカ　カンタ

29733 田中 龍馬(2) 29734 大橋 悠生(1) 29735 水 優斗(1) 27244 宮脇 輝(2) 27245 渡部 一護(2) 27255 依岡 敢太(1)

イブキダイ セイリョウダイ [50.00]

2 井吹台 7 星陵台
[  ] イケモト　ルキヤ [  ] カワグチ　ヒロト [  ] タカハシ　ハヤト [  ] ノグチ　コウキ [  ] オオシタ　ヤマト [  ] オオニシ　ヒロト

29601 池本 琉生哉(2) 29603 川口 央翔(2) 29607 高橋 隼斗(2) 29505 野口 航輝(2) 29540 大下 岳真(1) 29541 大西 浩斗(1)

[  ] マツオカ　アツヤ [  ] ヤマヒラ　ダイスケ [  ] コイズミ　リョウイチロウ [  ] ホウライ　ケンタロウ [  ] マツウラ　ツバサ [  ] マツモト　コウガ

29612 松岡 篤矢(2) 29617 山平 大祐(2) 29652 小泉 遼一郎(1) 29544 蓬莱 賢太郎(1) 29546 松浦 光翼(1) 29547 松本 煌凱(1)

タルミ モトヤマ [54.00]

3 垂水 8 本山
[  ] ヤマグチ　レント [  ] ナガオ　コウタ [  ] ツカモト　ヒロト [  ] マエハラ　ソウシ [  ] アラマチ　ハルキ [  ] イシサカ　ケイスケ

26572 山口 漣斗(2) 26573 長尾 航汰(2) 26577 塚本 広人(2) 20307 前原 総司(2) 20310 荒町 治輝(1) 20312 石阪 慶介(1)

[  ] ヒダカ　リュウトク [  ] フジイ　ユウスケ [  ] ヤマサキ　チヒロ [  ] サトウ　ソウイチロウ [  ] シマダ　ハルモリ [  ] ヤマグチ　ヒロキ

26578 日高 琉羽徳(2) 26579 藤井 優介(2) 26593 山﨑 智尋(1) 20313 佐藤 奏一郎(1) 20314 島田 晴守(1) 20315 山口 泰生(1)

タイサンジ [50.00] ナダ

4 太山寺 9 灘
[  ] カトウ　レイ [  ] コフネ　コウヘイ [  ] モリサキ　コウスケ [  ] オオカワ　ケイゴ [  ] マエダ　タカハル [  ] ヤマモト　ケンタ

28103 加藤 澪(2) 28106 小舟 晃平(2) 28111 森嵜 晃輔(2) 28401 大川 敬悟(1) 28402 前田 貴春(1) 28403 山本 顕大(1)

[  ] フロレス　ザッケリーセバスティエン [  ] オニヤ　ローレンスジュニア [  ] ゴトウ　トシムネ [  ] オオイシ　チサト [  ] サハシ　ケンタ [  ] ハヤシ　ソウマ

28125 フロレス ザッケリーセバスティエン(1) 28127 オニヤ ローレンスジュニア(1) 28130 後藤 利宗(1) 28481 大石 知惺(2) 28482 佐橋 研太(2) 28485 林 壮馬(2)
ホンタモン [53.68]

5 本多聞
[  ] キムラ　ハルト [  ] ヨゴ　ユキナリ [  ] キタダ　レイル

27043 木村 陽人(1) 27044 余吾 幸也(1) 27045 北田 澪琉(1)

[  ] ヨコヤマ　アオイ [  ] タムラ　ショウセイ [  ] オガワ　ソオ

27047 横山 碧海(1) 27049 田村 翔聖(1) 27050 小川 惣央(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
コウベハラダ コウベナガサカ [50.61]

1 原田 6 神戸長坂
[  ] イワモト　カイ [  ] カシワギ　ハヤト [  ] コンドウ　シゲユキ [  ] クラツ　シュンタ [  ] セラ　ヒビキ [  ] ユアサ　タイガ

20973 岩本 榎惟(1) 20974 柏木 颯斗(1) 20978 近藤 重行(1) 27113 倉津 駿太(1) 27114 世良 響(1) 27119 湯浅 太我(1)

[  ] ナカジマ　ケイ [  ] ナガトモ　タイチ [  ] ニシオカ　リク [  ] イワモト　カイセイ [  ] ウツミ　ユウト [  ] ニシモト　セイヤ

20979 中島 慧(1) 20981 長友 太一(1) 20982 西岡 璃空(1) 27142 岩本 海聖(2) 27143 内海 佑飛(2) 27149 西本 勢也(2)

オシベダニ モトヤマミナミ [48.00]

2 押部谷 7 本山南
[  ] カワモト　ショウタ [  ] フジイ　ショウタ [  ] モリモト　ナオヤ [  ] カタオカ　ハルト [  ] マツモト　ユイ [  ] イケダ　ハルト

27511 川本 将大(2) 27518 藤井 章太(2) 27521 森本 直哉(2) 20633 片岡 遼人(2) 20636 松本 悠生(2) 20638 池田 春翔(2)

[  ] タケガワ　ユウト [  ] ホリ　エイト [  ] ヨシダ　ユウセイ [  ] タカハシ　ソウタ [  ] シミズ　ユウキ [  ] エモト　エイチ

27530 武川 結音(1) 27531 堀 瑛登(1) 27532 吉田 侑生(1) 20641 高橋 空大(2) 20642 清水 勇樹(2) 20683 江本 英知(1)

ヤマダ スミヨシ

3 山田 8 住吉
[  ] アダチ　マサヒロ [  ] オノ　リク [  ] カワモト　ケンシ [  ] イシイ　スバル [  ] イシバシ　リク [  ] イマイズミ　ソラ

23110 安達 雅浩(2) 23111 小野 璃空(2) 23112 川本 兼史(2) 20490 石井 澄晴(1) 20491 石橋 璃久(1) 20492 今泉 爽良(1)

[  ] フルタニ　チュウダイ [  ] ヤマモト　ソウタ [  ] イワキ　ユウゴ [  ] カジワラ　コウスケ [  ] サカグチ　タクト

23120 古谷 忠大(1) 23121 山本 奏太(1) 20493 岩木 優虎(1) 20494 梶原 航輔(1) 20496 坂口 隼大(1)

ナギサ [52.74] タカショウ

4 渚 9 鷹匠
[  ] シチノ　ケイ [  ] シンタニ　チカイ [  ] コヒラ　ユタカ [  ] オクミ　ユウ [  ] シカタ　トワ [  ] スミ　ユウタ

21851 七野 啓(2) 21852 新谷 誓(2) 21854 小平 悠貴(2) 20701 奥見 悠(2) 20704 志方 叶和(2) 20705 澄 悠太(2)
[  ] ウチヤマ　マナト [  ] オオシタ　ハヤト [  ] カクタニ　マサキ [  ] ヤマモト　フウイ [  ] フナハシ　ソウスケ [  ] ヨコタ　タクミ

21861 内山 愛翔(1) 21862 大下 颯人(1) 21864 角谷 政輝(1) 20713 山元 楓云(2) 20722 舟橋 奏佑(1) 20733 横田 拓臣(1)

ハゼタニ [50.00]

5 櫨谷
[  ] キシ　ユウト [  ] クルマ　リョウタ [  ] フルタニ　シュント

27304 岸 祐斗(2) 27306 来馬 涼太(2) 27310 古谷 俊翔(2)

[  ] ヤナセ　ハルキ [  ] コヤマ　ガク [  ] ヤマモト　ソラ

27312 栁瀬 陽基(2) 27315 小山 樂(1) 27316 山本 蒼空(1)
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3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ミナトガワ ウオザキ [50.00]

1 湊川 6 魚崎
[  ] ヒラオカ　ソウア [  ] トヨダ　コウスケ [  ] ソノダ　イブキ [  ] タカミヤ　ジン [  ] モリモト　ハルキ [  ] イシタニ　ヒビキ

22360 平岡 奏亜(2) 22361 豊田 康介(2) 22364 園田 衣吹(2) 20218 髙宮 仁(1) 20219 森本 春輝(1) 20239 石谷 響(2)
[  ] イシガキ　オオガ [  ] ナカガワ　ソウト [  ] ヤマモト　シンジ [  ] フクムラ　リュウ [  ] マツモト　リョウタ [  ] ドイ　ソウト

22365 石垣 大牙(1) 22369 中川 颯人(1) 22370 山本 真慈(1) 20247 福村 龍生(2) 20248 松本 遼太(2) 20251 土井 相宇人(1)

ナガミネ ミカゲ [48.50]

2 長峰 7 御影
[  ] ハラ　シュンタロウ [  ] アソウ　リョウタ [  ] キヨハラ　フウタ [  ] カトウ　ラグ [  ] タケダ　ユウキ [  ] ツダ　コウシュン

21042 原 俊太郎(2) 21043 麻生 遼太(2) 21055 清原 楓太(1) 20573 加藤 羅倶(2) 20575 武田 悠希(2) 20576 津田 光瞬(2)

[  ] ツツイ　イツキ [  ] ニイホ　ソウイチロウ [  ] ヒラノ　タイチ [  ] マツオ　ケイシ [  ] キタガキ　ケイタ

21058 筒井 慈(1) 21060 新穂 宗一郎(1) 20578 平野 太一(2) 20579 松尾 慶志(2) 20585 北垣 慶大(1)

アリノ フクダ

3 有野 8 福田
[  ] シマ　ユウキ [  ] ヒラバヤシ　タイガ [  ] オジマ　コウスケ [  ] アキタ　シオン [  ] イワイ　トシキ [  ] シラキ　ユウセイ

29208 島 悠輝(1) 29211 平林 大河(1) 29272 小嶋 康介(2) 26421 秋田 志温(2) 26422 岩井 寿輝(2) 26423 白木 悠晴(2)

[  ] タナカ　ケント [  ] ツジイ　ソウタ [  ] ヤマサキ　ユウキ [  ] タガワ　シュウタ [  ] タニグチ　トモヤ [  ] ヤマモト　アユム

29275 田中 健斗(2) 29276 辻井 蒼大(2) 29279 山﨑 悠生(2) 26424 多川 宗汰(2) 26425 谷口 智哉(2) 26437 山本 歩睦(1)

シオヤ [52.00] サクラガオカ

4 塩屋 9 桜が丘
[  ] タナカ　ハルト [  ] タナカ　ヒロキ [  ] ツボタ　ケイト [  ] タカノ　ショウマ [  ] シカノ　リン [  ] サカグチ　リク

26204 田中 遥大(1) 26205 田中 啓貴(1) 26206 坪田 渓跳(1) 27435 高野 翔真(2) 27439 鹿野 凛(2) 27442 阪口 凌玖(1)

[  ] デグチ　ヒロキ [  ] フクバヤシ　ユウト [  ] マエダ　ツバル [  ] マツオカ　ケイイチロウ [  ] オノ　ソウタ [  ] エノモト　カイト

26286 出口 洋樹(2) 26290 福林 佑斗(2) 26291 前田 ツバル(2) 27443 松岡 慶一郎(1) 27444 小野 颯太(1) 27445 榎本 海斗(1)

ヒラノ [50.69]

5 平野
[  ] サカモト　ソウシ [  ] ハヤタ　ケイシ [  ] フジタ　フウガ

27818 坂本 創志(2) 27819 早田 慶司(2) 27820 藤田 楓右我(2)

[  ] イイダ　ガク [  ] テシマ　アオシ [  ] ナガフジ　ミズキ

27822 飯田 賀久(2) 27860 手島 蒼士(1) 27864 永藤 瑞稀(1)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ミナトジマガクエン タモンヒガシ [50.78]

2 港島学園 6 多聞東
[  ] タニグチ　ソウスケ [  ] ハシヅメ　ジョウタロウ [  ] ササキ　マコト [  ] オオヤマ　ミズキ [  ] オカダ　ショウキ [  ] カゲヤマ　トモヤ

21904 谷口 蒼佑(1) 21906 橋爪 丈太朗(1) 21981 佐々木 誠(2) 26760 大山 瑞己(2) 26761 岡田 将樹(2) 26762 影山 智也(2)

[  ] タナカ　タイキ [  ] カネダ　ショウタ [  ] ヒラノ　タイシン [  ] ナカオ　シュン [  ] オオイエ　レオン [  ] マツバヤシ　ワクト

21982 田中 大喜(2) 21983 金田 翔太(2) 21985 平野 泰信(2) 26766 中尾 舜(2) 26772 大家 玲音(1) 26783 松林 和久人(1)

オブ アリノキタ [49.00]

3 小部 7 有野北
[  ] オチウミ　シュウタ [  ] マハラ　トモキ [  ] カワモト　マキト [  ] ナカシマ　フヒト [  ] ニシイ　ミズキ

23450 落海 修太(2) 23460 馬原 知暉(1) 29331 川本 槙人(2) 29337 中嶋 史(2) 29340 西井 瑞樹(2)

[  ] センザキ　リョウ [  ] ナカムラ　タイキ [  ] マツナガ　レン [  ] サカモト　アイキ [  ] イノウエ　ショウガ

23462 千﨑 梁(1) 23463 中村 太軌(1) 29343 松永 澪音(2) 29348 坂本 愛生(2) 29360 井上 翔月(1)

ヨコオ [51.16] スズランダイ

4 横尾 8 鈴蘭台
[  ] タジマ　ハルト [  ] オオヤ　コタロウ [  ] ナカタ　ユウガ [  ] ニシガミ　ジン [  ] アビコ　ルカ [  ] イシハマ　ユキト

25468 田嶋 春仁(2) 25470 大箭 虎太郎(1) 25476 中田 悠雅(1) 23502 西上 仁(2) 23503 安孫子 瑠佳(2) 23505 石濱 勇輝斗(2)

[  ] ハギワラ　リン [  ] ヤブシタ　ソウシ [  ] シブヤ　レン [  ] ナガイ　タケヒロ [  ] ハマダ　ケイト

25478 萩原 凛(1) 25479 藪下 蒼士(1) 23507 澁谷 蓮(2) 23508 永井 健裕(2) 23509 濵田 慶翔(2)

セイシン [49.26] オオハラ

5 西神 9 大原
[  ] ヤジマ　コタロウ [  ] ヨシダ　テツヤ [  ] フジワラ　タイチ [  ] イナヨシ　アオイ [  ] フクズミ　ショウタ [  ] ホソミ　ハルヒト

29415 矢島 琥太郎(2) 29416 吉田 哲也(2) 29432 藤原 太一(1) 29101 稲吉 碧已(2) 29106 福住 翔太(2) 29108 細見 晴人(2)

[  ] オオダン　リク [  ] ヨシダ　ユウキ [  ] オガワ　キラ [  ] ナカムラ　カフウ [  ] マエノ　ユウタ [  ] ヤマモト　ユウセイ

29433 大段 璃空(1) 29434 吉田 侑生(1) 29435 小川 煌月(1) 29110 中村 果楓(2) 29122 前野 優太(1) 29123 山本 悠晴(1)

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タキガワ タカトリ [49.06]

2 滝川 6 鷹取
[  ] オカダ　リュウジュ [  ] イタノ　ユウキ [  ] オグラ　ケント [  ] ナンブ　ヒナタ [  ] タナカ　ヒビキ [  ] タナカ　リク

28974 岡田 龍樹(2) 28976 板野 結希(2) 28984 小倉 健翔(2) 25106 南部 陽向(1) 25107 田中 響(1) 25160 田中 琉徠(2)

[  ] シバヤマ　サクホ [  ] オゼキ　ハヤテ [  ] モリ　ショウゴ [  ] イザワ　リョウ [  ] オグラ　カンタ [  ] ゴトウ　サトシ

28985 柴山 朔歩(2) 28986 小關 隼風(1) 28987 森 翔梧(1) 25161 井澤 陵(2) 25165 小椋 寛太(2) 25168 後藤 聡志(2)

タカクラ キタコウベ [49.25]

3 高倉 7 北神戸
[  ] ニシダ　イツキ [  ] スタング　ジョウレオン [  ] タナカ　ソウラ [  ] ヨネタニ　リク [  ] オガワ　カイト [  ] オガワ　ユウト

25301 西田 一葵(1) 25303 スタング 穣レオン(1) 25307 田中 蒼良(1) 24122 米谷 陸(2) 24128 小河 迦斗(2) 24132 小河 優斗(2)

[  ] フジノ　リョウスケ [  ] マスイ　リクト [  ] サカイ　コウシロウ [  ] ソトマ　カンエイ [  ] ヨシザキ　トア [  ] カタオカ　リク

25321 藤野 僚祐(2) 25322 増井 陸斗(2) 25326 酒井 孝士郎(2) 24152 外間 完映(1) 24163 吉崎 澄空(1) 24171 片岡 陸(1)
ロッコウガクイン [51.00] シラカワダイ

4 六甲学院 8 白川台
[  ] キタニ　ツバサ [  ] ツボウチ　ケイタ [  ] ニシクラ　シュン [  ] ハギハラ　ユウト [  ] ヨシミ　ヒサキ [  ] イワサキ　ハルト

28531 木谷 翼(2) 28533 坪内 啓太(2) 28534 西藏 惇(2) 25743 萩原 悠翔(2) 25744 吉見 寿城(2) 25745 岩﨑 陽人(2)

[  ] ハヤシノ　マサタカ [  ] カリバ　リョウト [  ] タナカ　カイ [  ] フジワケ　キリヤ [  ] マエダ　タカト [  ] モリオカ　ユウシン

28535 林野 正隆(2) 28551 狩場 亮人(1) 28554 田中 快(1) 25746 藤分 徠躍(2) 25760 前田 隆翔(1) 25761 森岡 優心(1)

モモヤマダイ [50.93] コウヨウ

5 桃山台 9 向洋
[  ] イザワ　ユウスケ [  ] カワキタ　タケル [  ] トクダ　スカイ [  ] ウエサカ　タクヤ [  ] オオサキ　カイト [  ] ハヤシダ　シリュウ

26131 伊沢 悠介(2) 26133 川北 丈瑠(2) 26135 得田 澄海(2) 20002 上坂 拓弥(2) 20003 大崎 海斗(2) 20004 林田 子竜(2)

[  ] ヤマネ　セイア [  ] ツカコシ　イッキ [  ] マスダ　イブキ [  ] イデイ　ヤマト [  ] ツジ　リュウノスケ [  ] ハラ　ミズキ

26139 山根 靖空(2) 26145 塚越 一輝(1) 26147 増田 歩希(1) 20005 出射 大和(2) 20007 辻 竜乃介(2) 20012 原 瑞基(1)

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
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1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミズシマ　コウセイ タカトリ

1 25166 水島　浩成(2) 鷹取
ヒラミ　シュン キタコウベ [1.45]

2 24130 平見　駿(2) 北神戸
マツムラ　ヒロト ヒラノ [1.20]

3 27853 松村　寛斗(1) 平野
マサベ　リョウ モモヤマダイ

4 26137 正部　稜(2) 桃山台
ナガフジ　ミズキ ヒラノ [1.20]

5 27864 永藤　瑞稀(1) 平野
マツオ　ケイシ ミカゲ [1.25]

6 20579 松尾　慶志(2) 御影
タカノ　ショウマ サクラガオカ

7 27435 高野　翔真(2) 桜が丘
マツモト　ユウマ イブキダイ

8 29654 松本　優舞(1) 井吹台
マツオ　ケンゴ タカトリ [1.25]

9 25102 松尾　建吾(1) 鷹取
マツモト　ソウタ アリノキタ [1.45]

10 29344 松本　蒼大(2) 有野北
ミハラ　タクト モトヤマミナミ [1.30]

11 20695 三原　拓斗(1) 本山南
ニシイ　ミズキ アリノキタ [1.45]

12 29340 西井　瑞樹(2) 有野北
スギハラ　コウキ キタコウベ [1.55]

13 24123 杉原　昊樹(2) 北神戸
クブキ　ウキョウ タイサンジ

14 28114 久富木　右京(2) 太山寺
ヒロタ　ソウスケ イブキダイ

15 29653 廣田　宗佑(1) 井吹台
マツモト　ユイ モトヤマミナミ [1.25]

16 20636 松本　悠生(2) 本山南
スタング　ジョウレオン タカクラ

17 25303 スタング　穣レオン(1) 高倉
マツオカ　ケイイチロウ サクラガオカ

18 27443 松岡　慶一郎(1) 桜が丘
ヨシモリ　ハルト フクダ

19 26438 吉森　陽人(1) 福田
イマムラ　ソウタ カラト [1.25]

20 22912 今村　壮汰(1) 唐櫃
シカタ　トワ タカショウ [1.55]

21 20704 志方　叶和(2) 鷹匠
スズキ　エイキ カラト [1.45]

22 22901 鈴木　瑛騎(2) 唐櫃

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ツユリ　ソウスケ ウエノ [2.40]

1 21147 栗花落　崇祐(1) 上野
コンドウ　トワ アリノキタ

2 29332 近藤　叶羽(2) 有野北
イケウチ　ルカナ アリノキタ [2.20]

3 29321 池内　琉奏(2) 有野北
イワモト　ソラ ウエノ [2.00]

4 21154 岩本　大空(1) 上野

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子走幅跳

〈〈 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
マエダ　ツバル シオヤ [4.28] オジマ　コウスケ アリノ [4.82]

1 26291 前田　ツバル(2) 塩屋 1 29272 小嶋　康介(2) 有野
タケダ　ユウキ ミカゲ [5.05] ウハラ　リョウタロウ キタコウベ [4.52]

2 20575 武田　悠希(2) 御影 2 24126 菟原　椋太郎(2) 北神戸
タカハシ　ルイ マイコ オオヒガシ　ソラ サクラガオカ [3.62]

3 26811 髙橋　琉生(2) 舞子 3 27431 大東　昊來(2) 桜が丘
タカミヤ　ジン ウオザキ オオダン　リク セイシン [4.88]

4 20218 髙宮　仁(1) 魚崎 4 29433 大段　璃空(1) 西神
イマタケ　ショウタ イブキダイ [4.43] アラマチ　ハルキ モトヤマ [4.06]

5 29602 今竹　将太(2) 井吹台 5 20310 荒町　治輝(1) 本山
マツナガ　レン アリノキタ [5.71] ナンジョウ　フユキ イブキダイ [4.86]

6 29343 松永　澪音(2) 有野北 6 29609 南條　冬貴(2) 井吹台
ハマダ　ケイト スズランダイ [4.50] ナカオ　シュン タモンヒガシ [4.91]

7 23509 濵田　慶翔(2) 鈴蘭台 7 26766 中尾　舜(2) 多聞東
タナカ　ゴウ ナギサ [4.22] コフネ　コウヘイ タイサンジ

8 21867 田中　豪(1) 渚 8 28106 小舟　晃平(2) 太山寺
オカダ　ショウ ホンタモン ソガ　ケンシン ヨコオ [4.08]

9 27042 岡田　翔(1) 本多聞 9 25475 曽我　輝心(1) 横尾
オガワ　カイト キタコウベ [5.04] イタノ　ユウキ タキガワ [5.12]

10 24128 小河　迦斗(2) 北神戸 10 28976 板野　結希(2) 滝川
ホソミ　ハルヒト オオハラ [4.89] オグラ　カンタ タカトリ [4.34]

11 29108 細見　晴人(2) 大原 11 25165 小椋　寛太(2) 鷹取
ハギハラ　ユウト シラカワダイ [4.13] モリオカ　ユウシン シラカワダイ

12 25743 萩原　悠翔(2) 白川台 12 25761 森岡　優心(1) 白川台
ヨネダ　カズキ タカクラ フルタニ　シュント ハゼタニ [4.30]

13 25323 米田　千騎(2) 高倉 13 27310 古谷　俊翔(2) 櫨谷
ヒダカ　リュウトク タルミ ナカシマ　フヒト アリノキタ [5.50]

14 26578 日高　琉羽徳(2) 垂水 14 29337 中嶋　史(2) 有野北
カワグチ　ショウタロウ コウヨウ [4.19] ハママツ　ソラ モトヤマミナミ [3.91]

15 20008 川口　翔太郎(2) 向洋 15 20691 浜松　そら(1) 本山南
イワイ　トシキ フクダ [4.73] イソベ　コウ タカショウ

16 26422 岩井　寿輝(2) 福田 16 20712 磯辺　航(2) 鷹匠
ハナオカ　リュウヤ イカワダニ [5.22] イケダ　タイト スズランダイ

17 27239 花岡　龍也(2) 伊川谷 17 23516 池田　泰斗(2) 鈴蘭台
カワモト　ケンシ ヤマダ [5.13] ヤマミチ　ライ シオヤ [3.80]

18 23112 川本　兼史(2) 山田 18 26214 山道　礼偉(1) 塩屋
タナカ　リク タカトリ [5.50] ホリ　コウスケ ナギサ [2.72]

19 25160 田中　琉徠(2) 鷹取 19 21870 堀　亘佑(1) 渚
オオヤ　コタロウ ヨコオ [3.60] マスダ　カズキ ウオザキ [4.46]

20 25470 大箭　虎太郎(1) 横尾 20 20243 増田　夏月(2) 魚崎
オガワ　キラ セイシン イデイ　ヤマト コウヨウ [4.76]

21 29435 小川　煌月(1) 西神 21 20005 出射　大和(2) 向洋
スギヤマ　フウガ スミヨシ [4.19] ハシモト　タイチ フクダ

22 20484 杉山　風雅(2) 住吉 22 26435 橋本　泰知(1) 福田
カンベ　ヒイロ モトヤマミナミ [3.92] ヨコヤマ　アオイ ホンタモン

23 20684 神戸　陽彩(1) 本山南 23 27047 横山　碧海(1) 本多聞
オノ　ソウタ サクラガオカ [4.00] ナカムラ　カフウ オオハラ [4.38]

24 27444 小野　颯太(1) 桜が丘 24 29110 中村　果楓(2) 大原
ゴトウ　ナオト タイサンジ [4.37] ヒラノ　タイチ ミカゲ

25 28105 呉藤　尚仁(2) 太山寺 25 20578 平野　太一(2) 御影
スミ　ユウタ タカショウ [4.10]

26 20705 澄　悠太(2) 鷹匠

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカオ　シュン タモンヒガシ [10.50]

1 26766 中尾　舜(2) 多聞東
タナカ　リク タカトリ

2 25160 田中　琉徠(2) 鷹取
デグチ　ヒロキ シオヤ

3 26286 出口　洋樹(2) 塩屋
ヒラノ　タイチ ミカゲ [9.55]

4 20578 平野　太一(2) 御影
オクノ　レン モトヤマミナミ

5 20637 奥野　漣(2) 本山南
ヒロセ　キラト ウオザキ

6 20245 廣瀬　煌斗(2) 魚崎
サカモト　ソウシ ヒラノ [9.10]

7 27818 坂本　創志(2) 平野
カワモト　ケンシ ヤマダ

8 23112 川本　兼史(2) 山田
イマタケ　ショウタ イブキダイ

9 29602 今竹　将太(2) 井吹台
テシマ　アオシ ヒラノ [9.10]

10 27860 手島　蒼士(1) 平野
シミズ　ユウキ モトヤマミナミ [10.00]

11 20642 清水　勇樹(2) 本山南
マツナガ　レン アリノキタ [11.64]

12 29343 松永　澪音(2) 有野北
オグラ　カンタ タカトリ

13 25165 小椋　寛太(2) 鷹取
フジイ　コウキ キタコウベ

14 24120 藤井　洸希(2) 北神戸
ウエダ　ソウタ ウオザキ

15 20238 上田　颯太(2) 魚崎
オガワ　ユウト キタコウベ

16 24132 小河　優斗(2) 北神戸
ナンジョウ　フユキ イブキダイ

17 29609 南條　冬貴(2) 井吹台
ナカシマ　フヒト アリノキタ [12.08]

18 29337 中嶋　史(2) 有野北
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１･２年男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ドンド　コウ キタコウベ

1 24158 どんど　琥羽(1) 北神戸
ヤマサキ　ユウキ アリノ

2 29279 山﨑　悠生(2) 有野
イワモト　リュウタ イブキダイ

3 29650 岩本　隆太(1) 井吹台
オカ　コウタロウ ヨコオ [5.17]

4 25471 岡　航太朗(1) 横尾
カネモト　ケンタロウ ヨコオ [5.71]

5 25472 金本　賢汰朗(1) 横尾
トリイ　シュン ホンジョウ [5.84]

6 20135 鳥居　旬(1) 本庄
ワタナベ　コウタ ウエノ [6.00]

7 21145 渡辺　康太(1) 上野
ヨコヤマ　ソウタ フクダ [6.86]

8 26428 横山　壮太(2) 福田
タナベ　リイト タモンヒガシ [7.00]

9 26765 田邊　吏絃(2) 多聞東
アサノ　ハルト アリノキタ [7.22]

10 29320 浅野　遥大(2) 有野北
イズタ　ハヤト シオヤ [7.35]

11 26282 出田　駿仁(2) 塩屋
ヤナセ　ハルキ ハゼタニ [8.00]

12 27312 栁瀬　陽基(2) 櫨谷
オノ　リク ヤマダ [8.47]

13 23111 小野　璃空(2) 山田
フクバヤシ　ユウト シオヤ [8.69]

14 26290 福林　佑斗(2) 塩屋
ヤマダ　アオト ヒラノ [9.80]

15 27815 山田　葵斗(2) 平野
マルセロ　ホーワン ホンジョウ [10.26]

16 20120 マルセロ　ホーワン(2) 本庄
コダマ　アイジ モトヤマミナミ [9.27]

17 20631 児玉　愛侍(2) 本山南
アビコ　ルカ スズランダイ [8.69]

18 23503 安孫子　瑠佳(2) 鈴蘭台
ソノダ　イブキ ミナトガワ [8.11]

19 22364 園田　衣吹(2) 湊川
アキタ　シオン フクダ [7.54]

20 26421 秋田　志温(2) 福田
オオドウ　セイテツ モモヤマダイ [7.33]

21 26132 大堂　誠哲(2) 桃山台
ミウラ　レント ヒラノ [7.16]

22 27821 三浦　蓮翔(2) 平野
フジワケ　キリヤ シラカワダイ [6.97]

23 25746 藤分　徠躍(2) 白川台
ウヅ　タクマ アリノ [6.02]

24 29271 宇津　匠磨(2) 有野
マツモト　シンノスケ ナダ [5.88]

25 28404 松本　進之介(1) 灘
イワモト　ライト アリノキタ [5.75]

26 29323 岩本　頼都(2) 有野北
ナガタ　カイリ モトヤマミナミ [5.39]

27 20688 永田　海莉(1) 本山南
ミヤノ　レンジ マイコ

28 26816 宮野　蓮二(2) 舞子
ヤナギハラ　マコト イブキダイ

29 29657 柳原　誠人(1) 井吹台
ヨネタニ　リク キタコウベ

30 24122 米谷　陸(2) 北神戸
ハラ　ミズキ コウヨウ

31 20012 原　瑞基(1) 向洋
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１･２年男子円盤投 [1.5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ジョウ　ハルキ コウヨウ

1 20006 城　大輝(2) 向洋
ヤマネ　セイア モモヤマダイ

2 26139 山根　靖空(2) 桃山台
マエウチ　トモキ キタコウベ

3 24151 前内　友輝(1) 北神戸
ヤマサキ　ユウキ アリノ

4 29279 山﨑　悠生(2) 有野
コイズミ　リョウイチロウ イブキダイ

5 29652 小泉　遼一郎(1) 井吹台
アキタ　シオン フクダ

6 26421 秋田　志温(2) 福田
イズミ　ルカ ウオザキ

7 20206 泉　琉加(1) 魚崎
コダマ　アイジ モトヤマミナミ

8 20631 児玉　愛侍(2) 本山南
イソガワ　ゲンキ ヒラノ [13.00]

9 27862 磯川　元希(1) 平野
イズタ　ハヤト シオヤ [14.98]

10 26282 出田　駿仁(2) 塩屋
アサノ　ハルト アリノキタ [18.90]

11 29320 浅野　遥大(2) 有野北
アビコ　ルカ スズランダイ [25.89]

12 23503 安孫子　瑠佳(2) 鈴蘭台
ヤマダ　アオト ヒラノ [28.25]

13 27815 山田　葵斗(2) 平野
オオドウ　セイテツ モモヤマダイ [22.74]

14 26132 大堂　誠哲(2) 桃山台
タカトリ　ヒナタ アリノキタ [16.85]

15 29347 髙取　日向(2) 有野北
タナベ　リイト タモンヒガシ [13.30]

16 26765 田邊　吏絃(2) 多聞東
マルセロ　ホーワン ホンジョウ

17 20120 マルセロ　ホーワン(2) 本庄
ナガタ　カイリ モトヤマミナミ

18 20688 永田　海莉(1) 本山南
ヤナセ　ヨシアキ シオヤ

19 26213 柳瀬　慧明(1) 塩屋
ヨコヤマ　ソウタ フクダ

20 26428 横山　壮太(2) 福田
ウヅ　タクマ アリノ

21 29271 宇津　匠磨(2) 有野
コイケ　ユウタロウ タイサンジ

22 28115 小池　優太朗(2) 太山寺
ニシヤマ　ハルキ イブキダイ

23 29651 西山　明希(1) 井吹台
ハヤシダ　シリュウ コウヨウ

24 20004 林田　子竜(2) 向洋
ヤストコ　オキト ホンジョウ

25 20141 安床　興人(1) 本庄
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１･２年男子四種競技

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨネタニ　リク キタコウベ [932]

1 24122 米谷　陸(2) 北神戸
マツモト　ソウタ アリノキタ

2 29344 松本　蒼大(2) 有野北
オガワ　ユウト キタコウベ

3 24132 小河　優斗(2) 北神戸
ニシイ　ミズキ アリノキタ [1235]

4 29340 西井　瑞樹(2) 有野北
モリサキ　コウスケ タイサンジ

5 28111 森嵜　晃輔(2) 太山寺
イイダ　ガク ヒラノ

6 27822 飯田　賀久(2) 平野
マツモト　タイチ タイサンジ

7 28108 松本　泰知(2) 太山寺
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１･２年男子110mH [91.4cm]

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オガワ　ユウト キタコウベ

2 24132 小河　優斗(2) 北神戸
マツモト　ソウタ アリノキタ

3 29344 松本　蒼大(2) 有野北
モリサキ　コウスケ タイサンジ [19.19]

4 28111 森嵜　晃輔(2) 太山寺
ヨネタニ　リク キタコウベ [21.91]

5 24122 米谷　陸(2) 北神戸
イイダ　ガク ヒラノ [16.46]

6 27822 飯田　賀久(2) 平野
マツモト　タイチ タイサンジ [19.95]

7 28108 松本　泰知(2) 太山寺
ニシイ　ミズキ アリノキタ [22.94]

8 29340 西井　瑞樹(2) 有野北
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１･２年男子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツモト　ソウタ アリノキタ [1.45]

1 29344 松本　蒼大(2) 有野北
モリサキ　コウスケ タイサンジ [1.40]

2 28111 森嵜　晃輔(2) 太山寺
イイダ　ガク ヒラノ [1.30]

3 27822 飯田　賀久(2) 平野
オガワ　ユウト キタコウベ

4 24132 小河　優斗(2) 北神戸
マツモト　タイチ タイサンジ

5 28108 松本　泰知(2) 太山寺
ニシイ　ミズキ アリノキタ [1.45]

6 29340 西井　瑞樹(2) 有野北
ヨネタニ　リク キタコウベ [1.35]

7 24122 米谷　陸(2) 北神戸

Powerd by AthleteRanking.com



１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
ウメダ　レイナ スミヨシ [17.23] ヤマネ　サヤ タカトリ [16.91]

1 20450 梅田　玲衣奈(1) 住吉 1 25101 山根　沙綾(1) 鷹取
ギマ　タマラ ウオザキ [17.31] ハギワラ　カナメ モモヤマダイ [17.40]

2 20231 儀間　たまら(1) 魚崎 2 26142 萩原　希芽(1) 桃山台
スガ　ホノカ ケイメイガクイン [15.80] スガワラ　カエデ ウエノ [15.76]

3 29038 須賀　歩果(1) 啓明学院 3 21112 菅原　花楓(1) 上野
オグロ　ユナ タモンヒガシ [14.82] ニシカワ　サエ フクダ [15.18]

4 26758 尾黒　由奈(1) 多聞東 4 26406 西川　小詠(1) 福田
オゾエ　ミキ ハゼタニ [15.19] キタガワ　シオリ イカワダニ [14.89]

5 27357 尾副　美樹(1) 櫨谷 5 27272 北川　詩央里(1) 伊川谷
タナベ　ヒナ コウベナガサカ [13.35] オカムラ　モモカ アリノ [14.79]

6 27116 田鍋　陽菜(1) 神戸長坂 6 29232 岡村　百々花(1) 有野
オクヤマ　コハル キタコウベ [14.82] キムラ　シュリ キタコウベ [13.67]

7 24100 奥山　心陽(1) 北神戸 7 24108 木村　朱里(1) 北神戸
ムトウ　ホノカ ウエノ [15.67] ヤマグチ　ミア セイワダイ [15.22]

8 21111 武藤　歩夏(1) 上野 8 23606 山口　弥亜(1) 星和台
ホウダ　リン シオヤ [15.21] カサイ　アリサ ナガミネ [15.65]

9 26282 宝田　琳(1) 塩屋 9 21053 笠井　ありさ(1) 長峰

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
クジメ　ユキ タルミ [16.52] アカギ　ユイ ヤマダ [16.49]

1 26572 久次米　柚季(1) 垂水 1 23140 赤木　佑衣(1) 山田
タカハシ　アイリ オオタ [17.54] コヤマ　コハル モモヤマダイ [17.88]

2 25000 高橋　愛莉(1) 太田 2 26141 小山　こはる(1) 桃山台
ミヤモト　ミイナ スミヨシ [15.81] ニシジマ　ヒナノ シオヤ [15.83]

3 20451 宮本　みいな(1) 住吉 3 26281 西島　陽菜乃(1) 塩屋
トミサト　サアヤ ヒラノ [13.79] ニシハシ　ミウ タモンヒガシ [15.17]

4 27870 冨里　彩礼(1) 平野 4 26760 西橋　美羽(1) 多聞東
タケウチ　ミユ コウベナガサカ [14.76] ナカタニ　アオイ タイサンジ [13.85]

5 27114 竹内　美釉(1) 神戸長坂 5 28114 中谷　碧(1) 太山寺
ナカムラ　ユナ アリノキタ [14.93] ハヤシ　アマネ モトヤマ [14.76]

6 29333 中村　優菜(1) 有野北 6 20321 林　あまね(1) 本山
オオハナ　ミユ タイサンジ [15.16] ナカムラ　サキ オオハラ [14.93]

7 28116 大花　美優(1) 太山寺 7 29132 中村　沙紀(1) 大原
マツシタ　ユリ オオハラ [15.23] ホヅキ　カエデ アリノキタ [15.62]

8 29137 松下　侑莉(1) 大原 8 29335 保月　かえで(1) 有野北
タジ　アオイ ホンタモン [15.63] ウエノ　カナデ シラカワダイ [15.24]

9 27075 田路　蒼依(1) 本多聞 9 25740 上野　奏(1) 白川台

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
オオワタリ　リノ ナガミネ [16.48] タカタ　サヨ ヤマダ

1 21052 大當　りの(1) 長峰 1 23142 髙田　紗世(1) 山田
サイトウ　シオリ アリノ [18.16] アタエ　サト ミカゲ [16.44]

2 29234 齋藤　しおり(1) 有野 2 20568 与　紗都(1) 御影
トクナガ　レモン オブ [15.88] スズキ　サエラ タカトリ [15.96]

3 23452 徳永　れもん(1) 小部 3 25103 鈴木　紗良衣(1) 鷹取
タナカ　ココミ マイコ [15.14] ヨシムラ　ヒナ モトヤマミナミ [15.14]

4 26822 田中　ここみ(1) 舞子 4 20609 吉村　日那(1) 本山南
イシダ　ミサキ セイリョウダイ [14.02] アカギ　リノア オシベダニ [14.59]

5 29541 石田　美咲(1) 星陵台 5 27536 赤木　凛乃杏(1) 押部谷
オリノ　アカネ タルミヒガシチュウ [14.65] ナイトウ　モモカ マイコ [14.96]

6 26301 織野　彩花音(1) 垂水東 6 26820 内藤　百香(1) 舞子
オクダ　ミユウ モトヤマ [14.95] エンシュウ　サキ コウベハラダ [14.14]

7 20315 奥田　美祐(1) 本山 7 20987 遠周　咲希(1) 原田
ニシモト　メイサ ナガタ [15.25] オダ　ヒマリ ハゼタニ [15.27]

8 24961 西本　芽桜(1) 長田 8 27358 小田　ひまり(1) 櫨谷
カネモリ　ヒナタ ホンタモン [15.61] カワセ　ヒナタ ケイメイガクイン [15.60]

9 27077 兼森　ひなた(1) 本多聞 9 29037 河瀬　ひなた(1) 啓明学院
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１年女子100m

〈〈 予選 〉〉

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
オオセラ　ミオ コウナンジョシ マツモト　リク コウナンジョシ

1 28303 大瀬良　美緒(1) 甲南女子 1 28304 松本　璃來(1) 甲南女子
シオタニ　ハルヒ セイワダイ [16.37] カミニシ　アオカ スマガクエン [16.31]

2 23602 塩谷　春妃(1) 星和台 2 29764 上西　碧香(1) 須磨学園
ヤマモト　ムア ホンジョウ [15.98] ヤマモト　ヒマリ ミナトガワ [15.96]

3 20113 山本　夢空(1) 本庄 3 22378 山本　日葵(1) 湊川
マツタニ　アヤナ モトヤマミナミ [15.00] マツモト　サラ ホンジョウ [14.56]

4 20608 松谷　彩菜(1) 本山南 4 20112 松本　彩良(1) 本庄
シモムラ　マリナ タカクラ [14.59] オガワ　カホ サクラガオカ [15.13]

5 25329 下村　真里奈(1) 高倉 5 27441 小川　夏穂(1) 桜が丘
オグラ　サラ ミナトガワ [15.13] ノブカワ　アヤネ タルミ [15.01]

6 22379 小倉　咲愛(1) 湊川 6 26576 信川　綾音(1) 垂水
オオニシ　コハル スズランダイ [14.34] クマダ　マホ タカクラ [14.37]

7 23520 大西　心陽(1) 鈴蘭台 7 25328 熊田　真帆(1) 高倉
フジワラ　ナナコ シンダイフゾクチュウ [15.31] ノツ　ナナ スズランダイ [15.32]

8 28218 藤原　菜々子(1) 神大附属 8 23524 野津　那奈(1) 鈴蘭台
ウエノ　リンカ ナギサ [15.59] アライ　リオ タマツ [15.57]

9 21851 上野　倫加(1) 渚 9 27601 新井　莉央(1) 玉津

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
ヤマモト　ミドリ コウベハラダ ヨシダ　ハルカ ウオザキ [16.04]

1 20990 山本　碧(1) 原田 2 20214 吉田　陽香(1) 魚崎
ミヤタ　サエ タマツ [16.07] サコ　キララ ミカゲ [16.04]

2 27603 宮田　紗英(1) 玉津 3 20571 硲　輝羅々(1) 御影
フドウ　ユリ スマガクエン [16.00] カワサキ　リオ フクダ [15.06]

3 29766 不動　由梨(1) 須磨学園 4 26402 川﨑　梨央(1) 福田
ミズカワ　セイ シンダイフゾクチュウ [14.53] オオタニ　リホ イカワダニ [14.51]

4 28219 水川　惺(1) 神大附属 5 27270 大谷　利穂(1) 伊川谷
モリモト　ミカ ヒラノ [14.48] ヤマモト　ナオ タカショウ [14.52]

5 27866 森本　実加(1) 平野 6 20736 山本　奈央(1) 鷹匠
サエキ　スイ イブキダイ [15.05] トダ　マヒロ オシベダニ [15.08]

6 29609 佐伯　翠(1) 井吹台 7 27537 戸田　真寛(1) 押部谷
ヤマグチ　ミライ ナガタ [15.10] マツヒラ　カホ イブキダイ [15.39]

7 24962 山口　みらい(1) 長田 8 29602 松平　夏穂(1) 井吹台
タカイシ　マヒロ セイリョウダイ [15.47] オギノ　カホ オブ [15.36]

8 29544 髙石　愛尋(1) 星陵台 9 23453 荻野　夏帆(1) 小部
カンノ　アオイ タカショウ [15.37]

9 20740 神野　葵(1) 鷹匠

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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１年女子800m

〈〈 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
ジンノ　ユウ ケイメイガクイン [3:30.00] ハヤシ　リコ マイコ

1 29042 陣野　結宇(1) 啓明学院 1 26824 林　りこ(1) 舞子
シバタ　ムツナ ホンタモン [3:21.74] ナカニシ　アヤネ イカワダニ [3:12.76]

2 27074 芝田　睦菜(1) 本多聞 2 27275 中西　絢音(1) 伊川谷
カサハラ　リオ タモンヒガシ [3:11.33] ウチダ　シオネ ナガミネ [3:11.52]

3 26759 笠原　璃桜(1) 多聞東 3 21051 内田　汐音(1) 長峰
オオハラ　ヒナコ ミカゲ [3:08.54] イワマツ　セイカ スズランダイ [3:05.00]

4 20570 大原　陽和子(1) 御影 4 23523 岩松　惺佳(1) 鈴蘭台
キラ　ミサキ スズランダイ [3:01.11] アミノ　ハナ ミカゲ [3:01.22]

5 23522 吉良　美咲(1) 鈴蘭台 5 20569 網野　はな(1) 御影
ハンダ　ミツキ オブ [3:00.94] ヤマイ　アユナ イブキダイ [2:59.85]

6 23457 半田　実希(1) 小部 6 29603 山井　杏優奈(1) 井吹台
ツチダ　スズ セイワダイ [2:57.99] タマノ　ヤヤ ホンタモン [2:58.08]

7 23603 土田　寿々(1) 星和台 7 27078 玉野　椰弥(1) 本多聞
ナカムラ　ユナ アリノキタ [2:57.76] アケヒ　リリカ セイリョウダイ [2:57.52]

8 29333 中村　優菜(1) 有野北 8 29540 明比　梨々香(1) 星陵台
オオガマ　ミオ ヒラノ [2:50.50] ホヅキ　カエデ アリノキタ [2:53.42]

9 27869 大釜　碧織(1) 平野 9 29335 保月　かえで(1) 有野北
ツルイ　ヤエ タカクラ [2:50.23] ササキ　カンナ オブ [2:49.87]

10 25327 鶴井　八重(1) 高倉 10 23454 佐々木　柑奈(1) 小部
ヨシミ　モエ タカトリ [2:48.17] キムラ　シュリ キタコウベ [2:49.42]

11 25100 吉見　萌(1) 鷹取 11 24108 木村　朱里(1) 北神戸
イシノ　ハスネ ヨコオ [2:47.58] アライエ　マイ モトヤマ [2:46.07]

12 25436 石野　蓮音(1) 横尾 12 20312 新家　舞衣(1) 本山
アオキ　ヒマリ タルミ [2:42.81] イガラシ　ハルカ オオハラ [2:43.96]

13 26571 青木　陽茉里(1) 垂水 13 29135 五十嵐　遥花(1) 大原
ワタナベ　コユメ タイサンジ [2:42.69] ミヤケ　ヒヨリ アリノ [2:41.93]

14 28118 渡邉　小由芽(1) 太山寺 14 29236 三宅　陽葵(1) 有野
ホソイ　ハルミ オオイケ [2:33.33] イケノ　セリ タイサンジ [2:33.36]

15 23005 細井　遥美(1) 大池 15 28111 池野　芹梨(1) 太山寺

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
ニシオカ　ユカ タカショウ [3:11.90] タガ　レイカ ナガミネ [3:14.70]

1 20738 西岡　優花(1) 鷹匠 1 21056 多賀　玲花(1) 長峰
カトウ　リコ ホンジョウ [3:11.89] アツミ　ユイカ アリノ [3:11.50]

2 20110 加藤　璃子(1) 本庄 2 29230 敦見　唯可(1) 有野
ヒロタニ　ミク モトヤマミナミ [3:04.81] ワタナベ　ユウヒ モトヤマミナミ [3:04.11]

3 20606 廣谷　実紅(1) 本山南 3 20665 渡邉　悠日(1) 本山南
ワキ　ココナ タモンヒガシ [3:03.15] イノウエ　レイラ フクダ [3:03.98]

4 26761 脇　心菜(1) 多聞東 4 26401 井上　玲來(1) 福田
ワタナベ　ユイ セイリョウダイ [3:00.40] ヤマジ　サキ タカショウ [2:59.46]

5 29547 渡邉　　結衣(1) 星陵台 5 20744 山路　咲(1) 鷹匠
シオタニ　ミサキ キタコウベ [2:59.16] コバヤシ　ハルカ ホンジョウ [2:59.31]

6 24107 塩谷　美咲(1) 北神戸 6 20111 小林　遥香(1) 本庄
ヨシダ　ミオ タルミ [2:55.52] ナカガワ　ミオ タカクラ [2:55.50]

7 26573 吉田　実央(1) 垂水 7 25324 中川　美緒(1) 高倉
マツモト　セリ コウベハラダ [2:53.60] マルキ　ニコ ウオザキ [2:55.30]

8 20989 松本　世莉(1) 原田 8 20208 丸木　仁湖(1) 魚崎
ササキ　サホ イブキダイ [2:49.64] ウエノ　ホノカ イカワダニ [2:49.58]

9 29612 佐々木　咲帆(1) 井吹台 9 27269 植野　帆乃夏(1) 伊川谷
タニグチ　トモカ モトヤマ [2:49.45] タニ　アユリ マイコ [2:49.52]

10 20320 谷口　知代(1) 本山 10 26823 谷　歩里(1) 舞子
ヒグチ　チサキ コウベナガサカ [2:46.03] フジムラ　チサト スマガクエン [2:46.06]

11 27118 樋口　千咲葵(1) 神戸長坂 11 29765 藤村　知聡(1) 須磨学園
カトウ　サクラ ミナトガワ [2:45.47] ハマ　ユウリ カラト [2:44.76]

12 22380 加藤　咲来(1) 湊川 12 22911 濵　侑里(1) 唐櫃
クワダ　ナツキ オオハラ [2:41.65] イヌイ　ヒオリ ミナトガワ [2:39.73]

13 29138 桑田　夏希(1) 大原 13 22377 乾　陽央里(1) 湊川
ムラタ　ミイナ ウオザキ [2:36.32] ナベタ　ミナ コウベナガサカ [2:37.90]

14 20210 村田　実唯名(1) 魚崎 14 27117 鍋田　実奈(1) 神戸長坂
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１年女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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２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
ホンゴウ　ノアン コウナンジョシ [16.49] モモタ　ミオ ナギサ [16.19]

1 28301 本郷　希空(2) 甲南女子 1 21845 桃田　美桜(2) 渚
フジタ　リツキ ナガタ [15.13] ミナミ　ハナ スミヨシ [15.15]

2 24951 藤田　梨月(2) 長田 2 20444 南　花(2) 住吉
イケガミ　ミツキ コウベハラダ [16.49] コヤマ　ユアナ ヤマダ [16.73]

3 20963 池上　美月(2) 原田 3 23131 小山　優愛菜(2) 山田
マルタニ　ヒヨリ モトヤマ [14.11] ホンダ　レイア タカクラ [14.53]

4 20305 丸谷　ひより(2) 本山 4 25342 本田　鈴愛(2) 高倉
シギョウ　ミチカ ホンジョウ [14.17] ハナヤマ　ヒヨリ セイシン [13.26]

5 20160 執行　美誓(2) 本庄 5 29406 花山　陽葉里(2) 西神
フジタニ　ミウ アリノキタ [12.79] オクタニ　サラ イブキダイ [14.17]

6 29322 藤谷　心詩(2) 有野北 6 29674 奥谷　紗良(2) 井吹台
カワヒラ　ナツキ ヨコオ [14.55] ミウラ　チハル イカワダニ [14.09]

7 25429 河平　夏希(2) 横尾 7 27266 三浦　千陽(2) 伊川谷
オカダ　ウミル オウツカダイ [15.08] サイトウ　リア シラカワダイ [15.01]

8 27702 岡田　海美瑠(2) 王塚台 8 25736 齋藤　莉愛(2) 白川台
シマザキ　コノカ モトヤマミナミ [14.56] ヒラマ　ユキナ オオハラ [14.63]

9 20636 嶋崎　快乃花(2) 本山南 9 29183 平馬　幸奈(2) 大原

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
スギ　ヒメカ ケイメイガクイン [16.02] ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ [15.58]

1 29034 杉　媛花(2) 啓明学院 1 27354 中山　優菜(2) 櫨谷
ヨシダ　ミク マイコ [16.74] イシイ　カノ キタコウベ [15.20]

2 26800 吉田　美空(2) 舞子 2 24161 石井　楓乃(2) 北神戸
ニシモト　ヒマリ セイリョウダイ [15.15] ヤブモト　ミサ オオイケ [17.34]

3 29528 西本　陽葵(2) 星陵台 3 23011 藪本　光咲(2) 大池
オカダ　ミク イカワダニ [14.09] アオタ　マナミ コウヨウ [14.04]

4 27261 岡田　美紅(2) 伊川谷 4 20071 青田　愛未(2) 向洋
サガラ　ルナ キタコウベ [13.26] コマツ　ミオ スミヨシ [14.50]

5 24168 相良　月奏(2) 北神戸 5 20442 小松　澪(2) 住吉
コバヤシ　ミユ アリノキタ [14.18] アンドウ　カエデ イブキダイ [14.20]

6 29321 小林　心優(2) 有野北 6 29670 安藤　楓(2) 井吹台
シライシ　スズノ スズランダイ [14.51] ヤスフク　リコ ミカゲ [13.37]

7 23512 白石　鈴乃(2) 鈴蘭台 7 20567 安福　梨子(2) 御影
コサカ　アスカ シラカワダイ [14.65] オカノ　ルカ コウベナガサカ [14.92]

8 25735 小坂　明日香(2) 白川台 8 27132 岡野　琉花(2) 神戸長坂
ナカムラ　ホノカ オシベダニ [15.00] アンドウ　ノノカ サクラガオカ [14.68]

9 27512 中村　優花(2) 押部谷 9 27411 安東　ののか(2) 桜が丘

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
ツジムラ　タマキ カラト [15.58] タカハシ　ミノリ ミナトガワ [15.25]

1 22904 辻村　碧希(2) 唐櫃 2 22374 髙橋　美里(2) 湊川
マンダ　リオ ウオザキ [15.23] ヤマシタ　アオイ ウオザキ [15.57]

2 20234 萬田　莉生(2) 魚崎 3 20233 山下　葵衣(2) 魚崎
タケシタ　ユキ コウナンジョシ [17.71] タムラ　マリ セイリョウダイ [14.27]

3 28302 竹下　有希(2) 甲南女子 4 29526 田村　まり(2) 星陵台
アンドウ　マホ ミカゲ [13.41] キシモト　アサ コウリョウ [13.48]

4 20560 安藤　真歩(2) 御影 5 23201 岸本　明咲(2) 広陵
ナカニシ　ノア ヤマダ [14.01] ヤマモト　リオナ タカクラ [14.47]

5 23132 中西　乃愛(2) 山田 6 25345 山本　莉緒奈(2) 高倉
ハタナカ　アヤナ コウベナガサカ [14.25] サトウ　ミサキ タカトリ [13.93]

6 27137 畠中　絢菜(2) 神戸長坂 7 25187 佐藤　心咲(2) 鷹取
ワカバヤシ　ハルカ フクダ [14.49] ナカイ　メイ シオヤ [14.77]

7 26425 若林　春夏(2) 福田 8 26273 中井　芽衣(2) 塩屋
タツミ　ユイ タイサンジ [14.93] マナベ　ノドカ モトヤマミナミ [14.92]

8 28103 辰己　由衣(2) 太山寺 9 20634 眞鍋　和(2) 本山南
ムラカミ　マオ コウベハラダ [14.71]

9 20971 村上　真桜(2) 原田

Powerd by AthleteRanking.com



２年女子100m

〈〈 予選 〉〉

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
マツモト　ナツキ タカショウ [15.33] リン　シオク ナギサ [15.54]

2 20711 松本　菜月(2) 鷹匠 2 21846 林　子奥(2) 渚
カサハラ　ユナ オシベダニ [15.55] ワタナベ　リナ ハゼタニ [15.44]

3 27516 笠原　由捺(2) 押部谷 3 27356 渡部　里菜(2) 櫨谷
シマナガ　トモミ ホンタモン [13.84] ヤマガタ　アサ モトヤマ [13.83]

4 27065 島永　知実(2) 本多聞 4 20308 山形　安紗(2) 本山
ミツイシ　モモカ ウエノ [13.49] ナカムラ　メイ スズランダイ [13.54]

5 21106 滿石　百花(2) 上野 5 23511 中村　芽依(2) 鈴蘭台
シンドウ　ミオ サクラガオカ [14.44] タナカ　サワ ミナトガワ [14.31]

6 27412 進藤　美桜(2) 桜が丘 6 22367 田中　佐和(2) 湊川
ソノダ　サキ オオハラ [14.28] オオサワ　アヤネ タカショウ [14.41]

7 29187 園田　沙樹(2) 大原 7 20709 大澤　恵宇(2) 鷹匠
ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [14.77] サカノ　ユウア ミナトジマガクエン [14.82]

8 26754 中上　和奏(2) 多聞東 8 21985 阪野　結愛(2) 港島学園
イシカワ　リオナ タルミ [14.92] エンドウ　カエデ セイシン [14.91]

9 26552 石川　里央菜(2) 垂水 9 29403 遠藤　楓(2) 西神

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
ワカイ　サキ マイコ [15.51] マツダ　ヒメカ オブ [15.49]

2 26802 若居　咲希(2) 舞子 2 23448 松田　姫果(2) 小部
オカムラ　ココナ コウヨウ [15.44] イトウ　ミズキ ケイメイガクイン [15.50]

3 20072 岡村　胡々菜(2) 向洋 3 29030 伊藤　瑞希(2) 啓明学院
モリトキ　メイ タカトリ [13.79] ヤマグチ　ユズキ ミナトジマガクエン [13.77]

4 25189 守時　芽唯(2) 鷹取 4 21984 山口　柚希(2) 港島学園
モガミ　ユイナ ホンタモン [14.33] ヤマモト　カナ タモンヒガシ [13.73]

5 27061 茂上　結南(2) 本多聞 5 26757 山本　佳那(2) 多聞東
フジイ　カホ モモヤマダイ [14.34] タカハシ　トモカ モモヤマダイ [14.34]

6 26137 藤井　花穂(2) 桃山台 6 26135 髙橋　共香(2) 桃山台
サカタ　ハル ウエノ [13.70] ヤマムラ　ハル セイワダイ [14.37]

7 21104 坂田　はる(2) 上野 7 23601 山村　晴(2) 星和台
ナカザワ　リホ ヨコオ [14.83] ニシムカイ　ユズ カラト [14.85]

8 25432 中澤　莉帆(2) 横尾 8 22901 西向　結珠(2) 唐櫃
キクチ　イチカ タルミ [14.87] ヤマモト　カリン フクダ [14.83]

9 26555 菊地　一華(2) 垂水 9 26424 山本　花凜(2) 福田

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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２年女子800m

〈〈 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
イセキ　キリ ホンタモン アンドウ　ノノカ サクラガオカ

1 27068 井関　樹里(2) 本多聞 1 27411 安東　ののか(2) 桜が丘
ナカモト　ケイ ナギサ [2:59.32] タナカ　ユヅキ シオヤ [3:06.22]

2 21843 中元　恵(2) 渚 2 26272 田中　優月(2) 塩屋
ナカムラ　アサ ウオザキ [2:58.76] タキザワ　ユウナ ナガミネ [2:58.15]

3 20235 中村　あさ(2) 魚崎 3 21050 瀧澤　優那(2) 長峰
オオシマ　ユウ モトヤマ [2:53.15] ヤマシタ　ムツキ タイサンジ [2:53.62]

4 20303 大島　由羽(2) 本山 4 28110 山下　睦稀(2) 太山寺
ヤマモト　セリ カラト [2:50.71] ウザワ　ネイナ タカショウ [2:50.26]

5 22902 山本　芹(2) 唐櫃 5 20708 鵜沢　音生奈(2) 鷹匠
イワモト　ユイ オブ [2:44.15] キタガワ　マオ スミヨシ [2:44.41]

6 23441 岩本　ゆい(2) 小部 6 20441 北川　茉央(2) 住吉
コダン　アオイ ヨコオ [2:43.88] ホンダ　ナナエ タルミ [2:43.17]

7 25430 小段　葵(2) 横尾 7 26551 本多　菜々恵(2) 垂水
ノブモト　サヨ マイコ [2:39.58] スズキ　ハルノ モトヤマ [2:40.19]

8 26801 信本　咲世(2) 舞子 8 20304 鈴木　春乃(2) 本山
フジヤマ　オトハ イブキダイ [2:39.12] タワラモト　ユイナ セイシン [2:38.57]

9 29689 藤山　乙葉(2) 井吹台 9 29404 俵本　結菜(2) 西神
カサナミ　アンナ タルミ [2:36.43] マツダ　メイ ミナトガワ [2:36.72]

10 26553 笠波　杏奈(2) 垂水 10 22371 松田　芽依(2) 湊川
ヒライ　ミユ オオハラ [2:33.96] デグチ　アミ ウオザキ [2:35.75]

11 29192 平井　心結(2) 大原 11 20236 出口　愛望(2) 魚崎
タケウチ　サキ キタコウベ [2:29.48] トダ　チイ オブ [2:29.69]

12 24185 竹内　咲貴(2) 北神戸 12 23445 戸田　智唯(2) 小部
イノウエ　アミ ヒラノ [2:28.93] ナカガワ　マドカ オオハラ [2:28.65]

13 27829 井上　青海(2) 平野 13 29189 中川　円(2) 大原
アズマ　ハル ミナトガワ [2:17.15] スギモト　マヤナ オオイケ [2:22.17]

14 22364 東　はる(2) 湊川 14 23012 杉本　麻椰菜(2) 大池

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
フジハラ　ユメ モトヤマミナミ [3:36.00] マエダ　ユラ モトヤマミナミ [3:15.30]

1 20632 藤原　有芽(2) 本山南 1 20633 前田　優良(2) 本山南
マエノ　エリカ ハゼタニ [3:04.83] コジマ　サキホ ナギサ [3:00.91]

2 27355 前野　絵里佳(2) 櫨谷 2 21841 小嶋　咲穂(2) 渚
ハラダ　ユズカ セイシン [2:58.01] スギモト　アユ シオヤ [2:57.87]

3 29407 原田　柚花(2) 西神 3 26271 杉本　あゆ(2) 塩屋
ナカムロ　ハルコ ヒラノ [2:53.63] ナガイ　ミズキ タカトリ [2:57.03]

4 27831 中室　晴心(2) 平野 4 25186 永井　泉葵(2) 鷹取
スギヤマ　ミナト イブキダイ [2:48.77] イシイ　シュウカ ウエノ [2:48.44]

5 29697 杉山　未南音(2) 井吹台 5 21103 石井　繍花(2) 上野
ホソカワ　サクラ アリノキタ [2:46.54] コシハラ　メグ タモンヒガシ [2:47.34]

6 29323 細川　咲來(2) 有野北 6 26752 越原　芽玖(2) 多聞東
オオハシ　コウミ ヨコオ [2:42.57] モトダ　クルミ タイサンジ [2:42.46]

7 25428 大橋　瑚海(2) 横尾 7 28108 元田　くるみ(2) 太山寺
カドモト　マナカ フクダ [2:40.76] ウラノ　コハル ハゼタニ [2:41.93]

8 26421 門元　愛佳(2) 福田 8 27352 浦野　小春(2) 櫨谷
イケダ　ミハナ タカクラ [2:37.28] シバハラ　サクラ コウベナガサカ [2:37.54]

9 25341 池田　美波那(2) 高倉 9 27135 柴原　さくら(2) 神戸長坂
ヨシハラ　ナツ カラト [2:36.97] タカタ　リアラ セイリョウダイ [2:37.03]

10 22903 吉原　奈都(2) 唐櫃 10 29525 高田　莉愛来(2) 星陵台
スズキ　アンナ セイリョウダイ [2:33.28] タカヤマ　ミキ タカクラ [2:31.19]

11 29524 鈴木　杏奈(2) 星陵台 11 25347 髙山　美希(2) 高倉
トダ　アヤノ スミヨシ [2:29.96] ウエダ　ナナミ キタコウベ [2:30.61]

12 20443 戸田　絢音(2) 住吉 12 24184 上田　七海(2) 北神戸
ツキヤマ　アヤ タカショウ [2:28.33] ヤギ　ハヅキ アリノキタ [2:27.17]

13 20710 築山　綾(2) 鷹匠 13 29324 八木　葉月(2) 有野北
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ [2:23.90] タナクラ　サキホ ミカゲ [2:25.62]

14 27134 黒川　絆奈(2) 神戸長坂 14 20566 棚倉　咲帆(2) 御影
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２年女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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１･２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
ハセガワ　サユ オシベダニ アンドウ　カエデ イブキダイ

1 27535 長谷川　紗夕(1) 押部谷 1 29670 安藤　楓(2) 井吹台
ホウダ　リン シオヤ マツダ　ヒメカ オブ

2 26282 宝田　琳(1) 塩屋 2 23448 松田　姫果(2) 小部
テラダ　アオリ フクダ [33.92] オクムラ　フウカ ケイメイガクイン [34.00]

3 26404 寺田　蒼織(1) 福田 3 29043 奥村　楓花(1) 啓明学院
ヤスガキ　ソヨカ ヨコオ [29.86] ナカイ　メイ シオヤ [31.38]

4 25435 安垣　颯華(2) 横尾 4 26273 中井　芽衣(2) 塩屋
フジタニ　ミウ アリノキタ [27.33] アマノ　メイ ミカゲ [29.86]

5 29322 藤谷　心詩(2) 有野北 5 20559 天野　芽衣(2) 御影
コサカ　アスカ シラカワダイ [30.08] ヤマムラ　ハル セイワダイ [30.11]

6 25735 小坂　明日香(2) 白川台 6 23601 山村　晴(2) 星和台
イチハラ　ヒトミ ミカゲ [31.41] ナダ　アヤカ イカワダニ [27.72]

7 20562 市原　仁美(2) 御影 7 27265 灘　彩夏(2) 伊川谷
ヤスダ　ユウノ サクラガオカ [33.26] モリノ　マヒロ タカトリ [31.53]

8 27415 安田　悠乃(2) 桜が丘 8 25190 森野　真瑞(2) 鷹取
ヤマグチ　トウコ ミナトガワ [31.44] アイハラ　リサコ タカショウ [33.10]

9 22376 山口　統子(2) 湊川 9 20707 愛原　理彩子(2) 鷹匠

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
ツルタ　リオ オブ マツザキ　ユリコ ウオザキ

1 23444 鶴田　莉緒(2) 小部 1 20230 松崎　有里子(1) 魚崎
ニワ　ユイナ キタコウベ ウエノ　リンカ ナギサ

2 24104 丹羽　結菜(1) 北神戸 2 21851 上野　倫加(1) 渚
ハタ　ミリア ナギサ [35.26] ヤギ　ココア ウエノ [35.58]

3 21844 畑　みりあ(2) 渚 3 21101 八木　心彩(2) 上野
ゴトウ　サラ ホンタモン [30.11] ヤマグチ　ミライ ナガタ [31.37]

4 27060 後藤　桜空(2) 本多聞 4 24962 山口　みらい(1) 長田
オリノ　アカネ タルミヒガシチュウ [31.37] サガラ　ルナ キタコウベ [27.91]

5 26301 織野　彩花音(1) 垂水東 5 24168 相良　月奏(2) 北神戸
ホンダ　レイア タカクラ [29.81] ヤマガタ　アサ モトヤマ [30.12]

6 25342 本田　鈴愛(2) 高倉 6 20308 山形　安紗(2) 本山
タナベ　ヒナ コウベナガサカ [27.90] トミサト　サアヤ ヒラノ [29.5]

7 27116 田鍋　陽菜(1) 神戸長坂 7 27870 冨里　彩礼(1) 平野
ミヤザキ　リコ ミナトガワ [31.55] ヨシダ　ナナミ ケイメイガクイン [33.00]

8 22375 宮崎　理子(2) 湊川 8 29033 吉田　七実(2) 啓明学院
ノツ　ナナ スズランダイ [33.00] ヤスナガ　ミオリ モモヤマダイ [31.67]

9 23524 野津　那奈(1) 鈴蘭台 9 26138 安永　光織(2) 桃山台

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
マツバラ　モモカ ナガミネ タナカ　セナ ナガタ

1 21061 松原　桃香(1) 長峰 1 24960 田中　瀬奈(1) 長田
オクダ　サワ ウオザキ ミヤオ　キョウカ イブキダイ

2 20211 奥田　桜和(1) 魚崎 2 29693 宮尾　京佳(2) 井吹台
タカハシ　アヤメ マイコ [36.65] カメタキ　ノノ ヤマダ

3 26803 高橋　彩芽(2) 舞子 3 23130 亀滝　のの(2) 山田
イマルオカ　レイナ タカトリ [29.68] ワダ　アイコ タルミ [30.50]

4 25183 伊丸岡　伶奈(2) 鷹取 4 26554 和田　藍子(2) 垂水
タカハシ　トモカ モモヤマダイ [30.37] コバヤシ　ミユ アリノキタ [29.67]

5 26135 髙橋　共香(2) 桃山台 5 29321 小林　心優(2) 有野北
ヤマモト　カナ タモンヒガシ [28.12] キシモト　アサ コウリョウ [28.31]

6 26757 山本　佳那(2) 多聞東 6 23201 岸本　明咲(2) 広陵
エンドウ　カエデ セイシン [31.00] ムラカミ　マオ コウベハラダ [30.90]

7 29403 遠藤　楓(2) 西神 7 20971 村上　真桜(2) 原田
イソザキ　ユラ オオハラ [32.51] タカベ　マイ サクラガオカ [32.75]

8 29191 磯﨑　優来(2) 大原 8 27414 髙部　真衣(2) 桜が丘
ワタナベ　リナ ハゼタニ [31.74] ムラカミ　ルリ オオハラ [31.85]

9 27356 渡部　里菜(2) 櫨谷 9 29190 村上　瑠俐(2) 大原

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子200m

〈〈 予選 〉〉

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
ウザワ　ネイナ タカショウ ナカタニ　アオイ タイサンジ

1 20708 鵜沢　音生奈(2) 鷹匠 1 28114 中谷　碧(1) 太山寺
ナカヤマ　アヤハ モトヤマミナミ タカハシ　アオイ モトヤマミナミ

2 20637 中山　絢葉(2) 本山南 2 20603 髙橋　あおい(1) 本山南
ハブ　ナオコ マイコ マツモト　リカ セイシン

3 26821 土生　奈央子(1) 舞子 3 29408 松本　梨花(2) 西神
ニシイ　コズエ タイサンジ [29.59] ササオカ　アヤ コウベハラダ [29.55]

4 28106 西井　梢(2) 太山寺 4 20967 笹岡　文(2) 原田
オカダ　リナ イカワダニ [28.70] オオニシ　コハル スズランダイ [30.80]

5 27260 岡田　莉奈(2) 伊川谷 5 23520 大西　心陽(1) 鈴蘭台
サカノ　ユウア ミナトジマガクエン [30.76] ヤマモト　カリン フクダ [30.66]

6 21985 阪野　結愛(2) 港島学園 6 26424 山本　花凜(2) 福田
ナカザワ　リホ ヨコオ [30.65] ヤマグチ　ユズキ ミナトジマガクエン [28.73]

7 25432 中澤　莉帆(2) 横尾 7 21984 山口　柚希(2) 港島学園
ハセ　ミクル タモンヒガシ [32.28] ノブカワ　アヤネ タルミ [32.00]

8 26756 長谷　美来(2) 多聞東 8 26576 信川　綾音(1) 垂水
オガワ　アキコ アリノ [31.90] サトウ　エリ モトヤマ [32.16]

9 29233 小川　明子(1) 有野 9 20309 佐藤　衣莉(2) 本山

9組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コマツ　ミオ スミヨシ

2 20442 小松　澪(2) 住吉
オカムラ　モモカ アリノ

3 29232 岡村　百々花(1) 有野
タケウチ　ミユ コウベナガサカ [30.75]

4 27114 竹内　美釉(1) 神戸長坂
ハリキ　ユキ ホンタモン [30.73]

5 27063 張木　愉綺(2) 本多聞
クマダ　マホ タカクラ [29.34]

6 25328 熊田　真帆(1) 高倉
ナカニシ　ノア ヤマダ [29.18]

7 23132 中西　乃愛(2) 山田
オカムラ　ココナ コウヨウ [32.12]

8 20072 岡村　胡々菜(2) 向洋
テラダ　ハズキ ハゼタニ [32.09]

9 27359 寺田　羽沙希(1) 櫨谷

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子1500m

〈〈 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
ニシオカ　ミワコ タカショウ イワマツ　セイカ スズランダイ

1 20742 西岡　実和子(1) 鷹匠 1 23523 岩松　惺佳(1) 鈴蘭台
イヌイ　ヒオリ ミナトガワ カトウ　リコ ホンジョウ

2 22377 乾　陽央里(1) 湊川 2 20110 加藤　璃子(1) 本庄
コバヤシ　ハルカ ホンジョウ ハマ　ユウリ カラト

3 20111 小林　遥香(1) 本庄 3 22911 濵　侑里(1) 唐櫃
コジマ　サキホ ナギサ [6:14.38] モリ　ヒナ シオヤ

4 21841 小嶋　咲穂(2) 渚 4 26274 森　陽菜(2) 塩屋
タマノ　ヤヤ ホンタモン [6:10.00] ヒロタニ　ミク モトヤマミナミ [6:03.92]

5 27078 玉野　椰弥(1) 本多聞 5 20606 廣谷　実紅(1) 本山南
ナガイ　ミズキ タカトリ [5:57.51] イシイ　シュウカ ウエノ [5:58.63]

6 25186 永井　泉葵(2) 鷹取 6 21103 石井　繍花(2) 上野
オカモト　カオ モトヤマ [5:56.49] コシハラ　メグ タモンヒガシ [5:54.24]

7 20314 岡本　圭央(1) 本山 7 26752 越原　芽玖(2) 多聞東
ウラノ　コハル ハゼタニ [5:35.39] タワラモト　ユイナ セイシン [5:40.00]

8 27352 浦野　小春(2) 櫨谷 8 29404 俵本　結菜(2) 西神
ミヤケ　ヒヨリ アリノ [5:35.08] イノウエ　アミ ヒラノ [5:34.81]

9 29236 三宅　陽葵(1) 有野 9 27829 井上　青海(2) 平野
ホンダ　ナナエ タルミ [5:29.58] ネヅ　ユカリ オブ [5:30.70]

10 26551 本多　菜々恵(2) 垂水 10 23446 根津　由香里(2) 小部
ムラカミ　ソノ タカクラ [5:29.57] カドモト　マナカ フクダ [5:29.40]

11 25343 村上　想乃(2) 高倉 11 26421 門元　愛佳(2) 福田
シバハラ　サクラ コウベナガサカ [5:23.29] タナクラ　サキホ ミカゲ [5:24.71]

12 27135 柴原　さくら(2) 神戸長坂 12 20566 棚倉　咲帆(2) 御影
デグチ　アミ ウオザキ [5:18.46] イシダ　レイ セイリョウダイ [5:20.06]

13 20236 出口　愛望(2) 魚崎 13 29522 石田　礼衣(2) 星陵台
フジイ　ユイ セイリョウダイ [5:11.92] タカヤマ　ミキ タカクラ [5:12.73]

14 29529 藤井　結衣(2) 星陵台 14 25347 髙山　美希(2) 高倉
ヒライ　ミユ オオハラ [5:11.37] タケウチ　サキ キタコウベ [5:06.35]

15 29192 平井　心結(2) 大原 15 24185 竹内　咲貴(2) 北神戸
スギモト　マヤナ オオイケ [4:50.39] アズマ　ハル ミナトガワ [4:50.69]

16 23012 杉本　麻椰菜(2) 大池 16 22364 東　はる(2) 湊川

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子1500m

〈〈 予選 〉〉

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
キラ　ミサキ スズランダイ アツミ　ユイカ アリノ

1 23522 吉良　美咲(1) 鈴蘭台 1 29230 敦見　唯可(1) 有野
クボ　ミオナ イカワダニ スギモト　アユ シオヤ

2 27273 久保　澪奈(1) 伊川谷 2 26271 杉本　あゆ(2) 塩屋
ヤマモト　セリ カラト ヨシミ　モエ タカトリ

3 22902 山本　芹(2) 唐櫃 3 25100 吉見　萌(1) 鷹取
オバタ　ヒカリ モトヤマミナミ [6:31.95] ノブモト　サヨ マイコ

4 20600 小幡　ひかり(1) 本山南 4 26801 信本　咲世(2) 舞子
マエノ　エリカ ハゼタニ [6:03.33] ワキ　ココナ タモンヒガシ [6:00.00]

5 27355 前野　絵里佳(2) 櫨谷 5 26761 脇　心菜(1) 多聞東
ハラダ　ユズカ セイシン [6:00.00] ナカムラ　アサ ウオザキ [6:00.00]

6 29407 原田　柚花(2) 西神 6 20235 中村　あさ(2) 魚崎
マツモト　チナ ヨコオ [5:48.63] フジムラ　チサト スマガクエン [5:50.00]

7 25433 松本　稚奈(2) 横尾 7 29765 藤村　知聡(1) 須磨学園
サオヤマ　リコ ヒラノ [5:44.65] コダン　アオイ ヨコオ [5:44.93]

8 27830 佐尾山　琳子(2) 平野 8 25430 小段　葵(2) 横尾
カタクラ　チハル イブキダイ [5:34.79] テライ　ミカ フクダ [5:34.42]

9 29676 片倉　千晴(2) 井吹台 9 26423 寺井　美果(2) 福田
ホソカワ　サクラ アリノキタ [5:34.27] オオキ　ミライ イブキダイ [5:33.89]

10 29323 細川　咲來(2) 有野北 10 29671 大木　みらい(2) 井吹台
トダ　アヤノ スミヨシ [5:28.87] スズキ　ハルノ モトヤマ [5:25.69]

11 20443 戸田　絢音(2) 住吉 11 20304 鈴木　春乃(2) 本山
イケノ　セリ タイサンジ [5:25.51] ナカムラ　リマ オシベダニ [5:24.75]

12 28111 池野　芹梨(1) 太山寺 12 27515 中村　莉麻(2) 押部谷
トダ　チイ オブ [5:18.10] ウエダ　ナナミ キタコウベ [5:15.44]

13 23445 戸田　智唯(2) 小部 13 24184 上田　七海(2) 北神戸
カサナミ　アンナ タルミ [5:13.35] トタニ　ナツキ タイサンジ [5:14.50]

14 26553 笠波　杏奈(2) 垂水 14 28104 戸谷　夏姫(2) 太山寺
ホソイ　ハルミ オオイケ [5:05.87] ナカガワ　マドカ オオハラ [5:03.76]

15 23005 細井　遥美(1) 大池 15 29189 中川　円(2) 大原
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ [4:55.79] ヤギ　ハヅキ アリノキタ [4:57.14]

16 27134 黒川　絆奈(2) 神戸長坂 16 29324 八木　葉月(2) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子100mH [76.2cm]

〈〈 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
マツヒラ　カホ イブキダイ ニシムラ　カンナ ミナトジマガクエン

1 29602 松平　夏穂(1) 井吹台 2 21982 西村　柑七(2) 港島学園
ワダ　アイコ タルミ イリエ　ルカ ヤマダ

2 26554 和田　藍子(2) 垂水 3 23141 入江　琉花(1) 山田
カタヤマ　トア コウベハラダ ナカノ　サヤハ オオハラ [19.61]

3 20964 片山　友愛(2) 原田 4 29182 中野　沙華(2) 大原
カメタキ　ノノ ヤマダ [14.93] アンドウ　マホ ミカゲ [16.35]

4 23130 亀滝　のの(2) 山田 5 20560 安藤　真歩(2) 御影
ヤマモト　リオ イカワダニ [20.91] ワカバヤシ　ハルカ フクダ [19.06]

5 27268 山本　梨央(2) 伊川谷 6 26425 若林　春夏(2) 福田
ミナミ　ネネ タカトリ [19.38] イズモト　スミレ モモヤマダイ [20.75]

6 25181 南　峯々(2) 鷹取 7 26131 泉本　純伶(2) 桃山台
イソダ　コナツ ミカゲ [19.16] ニシイ　コズエ タイサンジ

7 20561 磯田　小夏(2) 御影 8 28106 西井　梢(2) 太山寺
タカハシ　アオイ モトヤマミナミ [21.02] ホリカワ　リナ ヒラノ [21.0]

8 20603 髙橋　あおい(1) 本山南 9 27867 堀川　璃菜(1) 平野
タケウチ　アユミ タイサンジ

9 28102 竹内　歩美(2) 太山寺

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
タカノ　ナツキ ウオザキ ホウジョウ　リホ タカクラ

2 20207 鷹野　夏希(1) 魚崎 2 25323 北條　里歩(1) 高倉
シモムラ　マリナ タカクラ オオツカ　キラナ ウオザキ

3 25329 下村　真里奈(1) 高倉 3 20209 大塚　煌徠(1) 魚崎
サキ　ナナ モモヤマダイ [18.45] オクタニ　サラ イブキダイ [18.16]

4 26134 佐木　那菜(2) 桃山台 4 29674 奥谷　紗良(2) 井吹台
ニシワキ　ハナ モトヤマ [20.58] ヒコサカ　アオイ キタコウベ [20.52]

5 20310 西脇　羽南(2) 本山 5 24166 彦坂　葵(2) 北神戸
ヤマウチ　イツキ イカワダニ [19.96] ミヤジ　シュウ ヨコオ [19.69]

6 27267 山内　樹(2) 伊川谷 6 25434 宮地　朱結(2) 横尾
ヤスガキ　ソヨカ ヨコオ [17.22] タカヤマ　リナ ミナトガワ [17.90]

7 25435 安垣　颯華(2) 横尾 7 22366 高山　莉波(2) 湊川
サカイ　ノドカ モトヤマミナミ [21.71] ホリキリ　ミナ セイリョウダイ [22.25]

8 20635 酒井　のどか(2) 本山南 8 29530 堀切　美那(2) 星陵台
ニシカワ　サエ フクダ キムラ　サキ モトヤマ [21.80]

9 26406 西川　小詠(1) 福田 9 20307 木村　咲希(2) 本山

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
イブキダイ ヨコオ [55.67]

2 井吹台 6 横尾
[  ] アンドウ　カエデ [  ] オクタニ　サラ [  ] オノウエ　シュリ [  ] カワヒラ　ナツキ [  ] ササキ　ココア [  ] ナカザワ　リホ

29670 安藤 楓(2) 29674 奥谷 紗良(2) 29675 尾上 朱梨(2) 25429 河平 夏希(2) 25431 佐々木 心愛(2) 25432 中澤 莉帆(2)

[  ] コンドウ　ユア [  ] タカスギ　マユ [  ] ミヤオ　キョウカ [  ] ミヤジ　シュウ [  ] ヤスガキ　ソヨカ

29679 近藤 友愛(2) 29682 髙杉 真由(2) 29693 宮尾 京佳(2) 25434 宮地 朱結(2) 25435 安垣 颯華(2)

タカショウ オシベダニ

3 鷹匠 7 押部谷
[  ] アイハラ　リサコ [  ] オオサワ　アヤネ [  ] ツキヤマ　アヤ [  ] サイカイ　ミズキ [  ] ナカムラ　ホノカ [  ] モリ　ソナ

20707 愛原 理彩子(2) 20709 大澤 恵宇(2) 20710 築山 綾(2) 27510 西海 瑞葵(2) 27512 中村 優花(2) 27513 森 颯菜(2)
[  ] マツモト　ナツキ [  ] ヤマモト　ナオ [  ] カンノ　アオイ [  ] ハセガワ　サユ [  ] アカギ　リノア [  ] トダ　マヒロ

20711 松本 菜月(2) 20736 山本 奈央(1) 20740 神野 葵(1) 27535 長谷川 紗夕(1) 27536 赤木 凛乃杏(1) 27537 戸田 真寛(1)

イカワダニ [52.60] ヤマダ

4 伊川谷 8 山田
[  ] オカダ　リナ [  ] オカダ　ミク [  ] ナカニシ　コトミ [  ] カメタキ　ノノ [  ] コヤマ　ユアナ [  ] ナカニシ　ノア

27260 岡田 莉奈(2) 27261 岡田 美紅(2) 27264 中西 詞美(2) 23130 亀滝 のの(2) 23131 小山 優愛菜(2) 23132 中西 乃愛(2)

[  ] ナダ　アヤカ [  ] ミウラ　チハル [  ] ヤマウチ　イツキ [  ] アカギ　ユイ [  ] イリエ　ルカ [  ] タカタ　サヨ

27265 灘 彩夏(2) 27266 三浦 千陽(2) 27267 山内 樹(2) 23140 赤木 佑衣(1) 23141 入江 琉花(1) 23142 髙田 紗世(1)

コウベナガサカ [55.64]

5 神戸長坂
[  ] キタハシ　シオン [  ] タケウチ　ミユ [  ] タナベ　ヒナ

27112 北橋 詩音(1) 27114 竹内 美釉(1) 27116 田鍋 陽菜(1)

[  ] オカノ　ルカ [  ] ハタナカ　アヤナ

27132 岡野 琉花(2) 27137 畠中 絢菜(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
コウベハラダ ホンタモン [55.87]

2 原田 6 本多聞
[  ] ササオカ　アヤ [  ] ムラカミ　マオ [  ] エンシュウ　サキ [  ] ゴトウ　サラ [  ] モガミ　ユイナ [  ] コタケ　ユノ

20967 笹岡 文(2) 20971 村上 真桜(2) 20987 遠周 咲希(1) 27060 後藤 桜空(2) 27061 茂上 結南(2) 27062 小竹 唯音(2)

[  ] マツモト　セリ [  ] ヤマモト　ミドリ [  ] ハリキ　ユキ [  ] シマナガ　トモミ

20989 松本 世莉(1) 20990 山本 碧(1) 27063 張木 愉綺(2) 27065 島永 知実(2)

サクラガオカ ミナトガワ

3 桜が丘 7 湊川
[  ] アンドウ　ノノカ [  ] シンドウ　ミオ [  ] タカベ　マイ [  ] タカヤマ　リナ [  ] タナカ　サワ [  ] タカハシ　ミノリ

27411 安東 ののか(2) 27412 進藤 美桜(2) 27414 髙部 真衣(2) 22366 高山 莉波(2) 22367 田中 佐和(2) 22374 髙橋 美里(2)

[  ] ヤスダ　ユウノ [  ] オガワ　カホ [  ] ミヤザキ　リコ [  ] ヤマグチ　トウコ [  ] オグラ　サラ

27415 安田 悠乃(2) 27441 小川 夏穂(1) 22375 宮崎 理子(2) 22376 山口 統子(2) 22379 小倉 咲愛(1)

ミカゲ [53.36] アリノ

4 御影 8 有野
[  ] アマノ　メイ [  ] アンドウ　マホ [  ] イソダ　コナツ [  ] イナバ　アイナ [  ] オカムラ　モモカ

20559 天野 芽衣(2) 20560 安藤 真歩(2) 20561 磯田 小夏(2) 29231 稲葉 あいな(1) 29232 岡村 百々花(1)

[  ] イチハラ　ヒトミ [  ] クドウ　サヤカ [  ] ヤスフク　リコ [  ] オガワ　アキコ [  ] サイトウ　シオリ

20562 市原 仁美(2) 20564 工藤 紗華(2) 20567 安福 梨子(2) 29233 小川 明子(1) 29234 齋藤 しおり(1)

タカトリ [55.35]

5 鷹取
[  ] ミナミ　ネネ [  ] イマルオカ　レイナ [  ] ヤナギ　ユナ

25181 南 峯々(2) 25183 伊丸岡 伶奈(2) 25184 柳 侑那(2)
[  ] サトウ　ミサキ [  ] モリトキ　メイ [  ] モリノ　マヒロ

25187 佐藤 心咲(2) 25189 守時 芽唯(2) 25190 森野 真瑞(2)
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１･２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
タルミ モトヤマミナミ [56.00]

2 垂水 6 本山南
[  ] イシカワ　リオナ [  ] ワダ　アイコ [  ] キクチ　イチカ [  ] タカハシ　アオイ [  ] トビオカ　ユウカ [  ] マツタニ　アヤナ

26552 石川 里央菜(2) 26554 和田 藍子(2) 26555 菊地 一華(2) 20603 髙橋 あおい(1) 20604 飛岡 佑香(1) 20608 松谷 彩菜(1)

[  ] オオタ　ホノカ [  ] フナサキ　アヤノ [  ] ノブカワ　アヤネ [  ] ヨシムラ　ヒナ [  ] マナベ　ノドカ [  ] シマザキ　コノカ

26557 太田 穂香(2) 26558 舟崎 綾乃(2) 26576 信川 綾音(1) 20609 吉村 日那(1) 20634 眞鍋 和(2) 20636 嶋崎 快乃花(2)

セイシン ウオザキ

3 西神 7 魚崎
[  ] エンドウ　カエデ [  ] タワラモト　ユイナ [  ] ハナヤマ　ヒヨリ [  ] タカノ　ナツキ [  ] オオツカ　キラナ [  ] オクダ　サワ

29403 遠藤 楓(2) 29404 俵本 結菜(2) 29406 花山 陽葉里(2) 20207 鷹野 夏希(1) 20209 大塚 煌徠(1) 20211 奥田 桜和(1)

[  ] ハラダ　ユズカ [  ] マツモト　リカ [  ] マツザキ　ユリコ [  ] ヤマシタ　アオイ [  ] マンダ　リオ

29407 原田 柚花(2) 29408 松本 梨花(2) 20230 松崎 有里子(1) 20233 山下 葵衣(2) 20234 萬田 莉生(2)

ヒラノ [54.99] シラカワダイ

4 平野 8 白川台
[  ] カワウチ　ラン [  ] イノウエ　アミ [  ] モリ　ユウナ [  ] コサカ　アスカ [  ] サイトウ　リア [  ] ツダ　ミユウ

27827 川内 藍(2) 27829 井上 青海(2) 27832 森 優奈(2) 25735 小坂 明日香(2) 25736 齋藤 莉愛(2) 25738 津田 光結(2)

[  ] モリモト　ミカ [  ] ホリカワ　リナ [  ] トミサト　サアヤ [  ] マツノ　リン [  ] ウエノ　カナデ

27866 森本 実加(1) 27867 堀川 璃菜(1) 27870 冨里 彩礼(1) 25739 松野 凛(2) 25740 上野 奏(1)
キタコウベ [53.86]

5 北神戸
[  ] オクヤマ　コハル [  ] キムラ　シュリ [  ] ヨコヤマ　ミオ

24100 奥山 心陽(1) 24108 木村 朱里(1) 24165 横山 未桜(2)

[  ] ヒコサカ　アオイ [  ] サガラ　ルナ [  ] イソワキ　ユウ

24166 彦坂 葵(2) 24168 相良 月奏(2) 24171 礒脇 結羽(2)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ナガミネ モモヤマダイ [54.57]

2 長峰 6 桃山台
[  ] オオワタリ　リノ [  ] カサイ　アリサ [  ] イズモト　スミレ [  ] サカキ　ミズキ [  ] サキ　ナナ

21052 大當 りの(1) 21053 笠井 ありさ(1) 26131 泉本 純伶(2) 26133 榊 碧月(2) 26134 佐木 那菜(2)

[  ] タカハシ　サヤ [  ] マツバラ　モモカ [  ] タカハシ　トモカ [  ] フジイ　カホ [  ] ヤスナガ　ミオリ

21057 髙橋 佐弥(1) 21061 松原 桃香(1) 26135 髙橋 共香(2) 26137 藤井 花穂(2) 26138 安永 光織(2)

スズランダイ モトヤマ [54.00]

3 鈴蘭台 7 本山
[  ] ナカムラ　メイ [  ] シライシ　スズノ [  ] オオニシ　コハル [  ] セコ　ハヅキ [  ] マルタニ　ヒヨリ [  ] ヤマガタ　アサ

23511 中村 芽依(2) 23512 白石 鈴乃(2) 23520 大西 心陽(1) 20302 世古 葉月(2) 20305 丸谷 ひより(2) 20308 山形 安紗(2)

[  ] キムラ　ヒヨリ [  ] キラ　ミサキ [  ] ノツ　ナナ [  ] ハブ　カンナ [  ] オクダ　ミユウ [  ] ハヤシ　アマネ

23521 木村 ひより(1) 23522 吉良 美咲(1) 23524 野津 那奈(1) 20311 土生 栞奈(2) 20315 奥田 美祐(1) 20321 林 あまね(1)

スミヨシ オオハラ

4 住吉 8 大原
[  ] キタガワ　マオ [  ] コマツ　ミオ [  ] トダ　アヤノ [  ] ナカムラ　サキ [  ] マツシタ　ユリ [  ] ナカノ　サヤハ

20441 北川 茉央(2) 20442 小松 澪(2) 20443 戸田 絢音(2) 29132 中村 沙紀(1) 29137 松下 侑莉(1) 29182 中野 沙華(2)

[  ] ミナミ　ハナ [  ] ウメダ　レイナ [  ] ミヤモト　ミイナ [  ] ヒラマ　ユキナ [  ] マルオカ　アンナ [  ] ソノダ　サキ

20444 南 花(2) 20450 梅田 玲衣奈(1) 20451 宮本 みいな(1) 29183 平馬 幸奈(2) 29184 丸岡 杏奈(2) 29187 園田 沙樹(2)

セイリョウダイ [57.00] オブ

5 星陵台 9 小部
[  ] イシイ　ホノカ [  ] タムラ　マリ [  ] ドイ　アンナ [  ] ツルタ　リオ [  ] マツダ　ヒメカ

29521 石井 穂乃花(2) 29526 田村 まり(2) 29527 土井 杏南(2) 23444 鶴田 莉緒(2) 23448 松田 姫果(2)

[  ] ニシモト　ヒマリ [  ] イシダ　ミサキ [  ] タカイシ　マヒロ [  ] トクナガ　レモン [  ] オギノ　カホ

29528 西本 陽葵(2) 29541 石田 美咲(1) 29544 髙石 愛尋(1) 23452 徳永 れもん(1) 23453 荻野 夏帆(1)
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１･２年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
シンダイフゾクチュウ アリノキタ [54.02]

2 神大附属 6 有野北
[  ] ツキシロ　リナ [  ] フジワラ　ナナコ [  ] コバヤシ　ミユ [  ] フジタニ　ミウ [  ] ヤギ　ハヅキ

28217 月城 里菜(1) 28218 藤原 菜々子(1) 29321 小林 心優(2) 29322 藤谷 心詩(2) 29324 八木 葉月(2)

[  ] ミズカワ　セイ [  ] ムラマツ　ユウ [  ] ヤマモト　アヤナ [  ] スズリ　ユイ [  ] ナカムラ　ユナ

28219 水川 惺(1) 28221 村松 優(1) 29325 山本 彩愛(2) 29332 硯 結衣(1) 29333 中村 優菜(1)

ナギサ タイサンジ [54.00]

3 渚 7 太山寺
[  ] ハタ　ミリア [  ] モモタ　ミオ [  ] タカハシ　アヤカ [  ] ニシイ　コズエ [  ] ホシノ　フウカ

21844 畑 みりあ(2) 21845 桃田 美桜(2) 28101 高橋 彩香(2) 28106 西井 梢(2) 28107 星野 楓果(2)

[  ] リン　シオク [  ] ウエノ　リンカ [  ] ナカタニ　アオイ [  ] オオハナ　ミユ [  ] ノグチ　カナデ

21846 林 子奥(2) 21851 上野 倫加(1) 28114 中谷 碧(1) 28116 大花 美優(1) 28121 野口 奏(1)
ハゼタニ [1:00.00] フクダ

4 櫨谷 8 福田
[  ] ナカヤマ　ユウナ [  ] ワタナベ　リナ [  ] オゾエ　ミキ [  ] カワサキ　リオ [  ] テラダ　アオリ [  ] ニシカワ　サエ

27354 中山 優菜(2) 27356 渡部 里菜(2) 27357 尾副 美樹(1) 26402 川﨑 梨央(1) 26404 寺田 蒼織(1) 26406 西川 小詠(1)

[  ] オダ　ヒマリ [  ] テラダ　ハズキ [  ] キクチ　ユキナ [  ] ヤマモト　カリン [  ] ワカバヤシ　ハルカ

27358 小田 ひまり(1) 27359 寺田 羽沙希(1) 26422 菊池 雪菜(2) 26424 山本 花凜(2) 26425 若林 春夏(2)

タモンヒガシ [57.63] タカクラ

5 多聞東 9 高倉
[  ] ナカガミ　ワカナ [  ] ハセ　ミクル [  ] ヤマモト　カナ [  ] ホウジョウ　リホ [  ] クマダ　マホ [  ] シモムラ　マリナ

26754 中上 和奏(2) 26756 長谷 美来(2) 26757 山本 佳那(2) 25323 北條 里歩(1) 25328 熊田 真帆(1) 25329 下村 真里奈(1)

[  ] オグロ　ユナ [  ] ニシハシ　ミウ [  ] ホンダ　レイア [  ] モリモト　ミウ [  ] ヤマモト　リオナ

26758 尾黒 由奈(1) 26760 西橋 美羽(1) 25342 本田 鈴愛(2) 25344 森本 美羽(2) 25345 山本 莉緒奈(2)

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
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１･２年女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アオキ　ミサ モトヤマミナミ [1.15]

1 20631 青木　心咲(2) 本山南
ホシノ　フウカ タイサンジ [1.40]

2 28107 星野　楓果(2) 太山寺
イリエ　ルカ ヤマダ

3 23141 入江　琉花(1) 山田
サイカイ　ミズキ オシベダニ [1.54]

4 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷
フジタ　リツキ ナガタ

5 24951 藤田　梨月(2) 長田
ナカガワ　ユイ イブキダイ [1.36]

6 29686 中川　結衣(2) 井吹台
スガワラ　カエデ ウエノ [1.30]

7 21112 菅原　花楓(1) 上野
タカハシ　アヤカ タイサンジ [1.30]

8 28101 高橋　彩香(2) 太山寺
オカダ　ウミル オウツカダイ [1.10]

9 27702 岡田　海美瑠(2) 王塚台
オオタ　ホノカ タルミ [1.35]

10 26557 太田　穂香(2) 垂水
ヤナギ　ユナ タカトリ [1.33]

11 25184 柳　侑那(2) 鷹取
キタウラ　エマ タカショウ [1.25]

12 20735 北浦　衣麻(1) 鷹匠
ニシモト　メイサ ナガタ

13 24961 西本　芽桜(1) 長田
イシイ　ホノカ セイリョウダイ [1.20]

14 29521 石井　穂乃花(2) 星陵台
タナカ　シトカ タカクラ

15 25330 田中　しとか(1) 高倉
ヨコヤマ　ミオ キタコウベ

16 24165 横山　未桜(2) 北神戸
ウエダ　リオ モトヤマミナミ

17 20697 上田　理央(1) 本山南
アオタ　マナミ コウヨウ [1.35]

18 20071 青田　愛未(2) 向洋
カケヒ　ユナ モトヤマ [1.25]

19 20316 筧　友那(1) 本山
イガラシ　ハルカ オオハラ [1.20]

20 29135 五十嵐　遥花(1) 大原
フジタ　キララ ヒラノ [1.10]

21 27865 藤田　季楽々(1) 平野
スズキ　サエラ タカトリ

22 25103 鈴木　紗良衣(1) 鷹取
ハブ　カンナ モトヤマ [1.51]

23 20311 土生　栞奈(2) 本山
ニシムラ　カンナ ミナトジマガクエン [1.30]

24 21982 西村　柑七(2) 港島学園
モリ　ユウナ ヒラノ [1.40]

25 27832 森　優奈(2) 平野
カワノ　シヅキ キタコウベ [1.25]

26 24167 川野　詩月(2) 北神戸
シノミヤ　メイ イブキダイ [1.35]

27 29680 四宮　萌彩(2) 井吹台
シブヤ　ユイ オオハラ [1.20]

28 29180 澁谷　優衣(2) 大原

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子走幅跳

〈〈 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
オダ　ヒマリ ハゼタニ カミナイジ　キコ ミナトガワ

1 27358 小田　ひまり(1) 櫨谷 1 22381 上内侍　希胡(1) 湊川
イノウエ　チオリ タカショウ ツジ　アヤノ タカクラ

2 20737 井上　千緒里(1) 鷹匠 2 25322 辻　綾乃(1) 高倉
イソヤマ　アカリ モトヤマミナミ ツシマ　サクラ オオハラ

3 20666 磯山　朱里(1) 本山南 3 29188 對間　咲礼(2) 大原
サカイ　セナ タルミ アリタ　ナツキ セイリョウダイ [2.84]

4 26579 酒井　聖七(1) 垂水 4 29520 有田　奈月(2) 星陵台
マンダ　リオ ウオザキ キタガワ　マオ スミヨシ

5 20234 萬田　莉生(2) 魚崎 5 20441 北川　茉央(2) 住吉
オガワ　カホ サクラガオカ シンドウ　ミオ サクラガオカ

6 27441 小川　夏穂(1) 桜が丘 6 27412 進藤　美桜(2) 桜が丘
ニシムカイ　ユズ カラト オガワ　ルカ アリノキタ

7 22901 西向　結珠(2) 唐櫃 7 29330 小川　瑠香(1) 有野北
ミナミ　ハナ スミヨシ カラタニ　ココネ タカショウ

8 20444 南　花(2) 住吉 8 20743 柄谷　心音(1) 鷹匠
マルオカ　アンナ オオハラ タナカ　セナ ナガタ

9 29184 丸岡　杏奈(2) 大原 9 24960 田中　瀬奈(1) 長田
ヤマモト　ムア ホンジョウ [2.47] カワサキ　リオ フクダ

10 20113 山本　夢空(1) 本庄 10 26402 川﨑　梨央(1) 福田
イケノ　ユイカ ホンタモン タカハシ　アヤメ マイコ [3.19]

11 27070 池野　由夏(1) 本多聞 11 26803 高橋　彩芽(2) 舞子
ホウジョウ　リホ タカクラ タツミ　ユイ タイサンジ

12 25323 北條　里歩(1) 高倉 12 28103 辰己　由衣(2) 太山寺
マツノ　リン シラカワダイ ハナヤマ　ヒヨリ セイシン [4.35]

13 25739 松野　凛(2) 白川台 13 29406 花山　陽葉里(2) 西神
タケウチ　アユミ タイサンジ [4.36] シギョウ　ミチカ ホンジョウ [4.38]

14 28102 竹内　歩美(2) 太山寺 14 20160 執行　美誓(2) 本庄
オガワ　マヒル イブキダイ [4.37] イシイ　カノ キタコウベ [4.42]

15 29673 小川　まひる(2) 井吹台 15 24161 石井　楓乃(2) 北神戸
サトウ　ミサキ タカトリ [4.55] キクチ　イチカ タルミ [4.32]

16 25187 佐藤　心咲(2) 鷹取 16 26555 菊地　一華(2) 垂水
セコ　ハヅキ モトヤマ [4.31] オゾエ　ミキ ハゼタニ [3.74]

17 20302 世古　葉月(2) 本山 17 27357 尾副　美樹(1) 櫨谷
カワヒラ　ナツキ ヨコオ [3.81] オダ　ナツキ タカトリ [3.99]

18 25429 河平　夏希(2) 横尾 18 25180 小田　夏希(2) 鷹取
ヤマモト　アヤナ アリノキタ [4.21] ササオカ　アヤ コウベハラダ [4.21]

19 29325 山本　彩愛(2) 有野北 19 20967 笹岡　文(2) 原田
イナバ　アイナ アリノ [3.72] カワウチ　ラン ヒラノ [3.69]

20 29231 稲葉　あいな(1) 有野 20 27827 川内　藍(2) 平野
キムラ　ヒヨリ スズランダイ [3.50] ササキ　ココア ヨコオ [3.77]

21 23521 木村　ひより(1) 鈴蘭台 21 25431 佐々木　心愛(2) 横尾
ヤスハラ　マオ コウベナガサカ [3.81] ナカムラ　メイ スズランダイ [3.97]

22 27140 安原　真央(2) 神戸長坂 22 23511 中村　芽依(2) 鈴蘭台
ヒラノ　アンズ ミナトガワ [3.92] サカシタ　リサ ミカゲ [3.87]

23 22370 平野　杏(2) 湊川 23 20565 坂下　理彩(2) 御影
キクチ　ユキナ フクダ [3.74] ニシワキ　ハナ モトヤマ [3.62]

24 26422 菊池　雪菜(2) 福田 24 20310 西脇　羽南(2) 本山
ナカニシ　コトミ イカワダニ [3.64] タツタ　ミユ イカワダニ [3.54]

25 27264 中西　詞美(2) 伊川谷 25 27263 龍田　美優(2) 伊川谷
ドイ　アンナ セイリョウダイ [3.30] ヨシムラ　ヒナ モトヤマミナミ [4.16]

26 29527 土井　杏南(2) 星陵台 26 20609 吉村　日那(1) 本山南
ワカイ　サキ マイコ [4.11] センニン　サキネ タモンヒガシ [3.49]

27 26802 若居　咲希(2) 舞子 27 26753 仙人　咲音(2) 多聞東
コヤマ　ユアナ ヤマダ [3.55] ツジムラ　タマキ カラト [3.25]

28 23131 小山　優愛菜(2) 山田 28 22904 辻村　碧希(2) 唐櫃
アマノ　メイ ミカゲ [4.08] ハンダ　リコ イブキダイ [3.90]

29 20559 天野　芽衣(2) 御影 29 29688 半田　莉子(2) 井吹台
オクヤマ　コハル キタコウベ [3.90]

30 24100 奥山　心陽(1) 北神戸

Powerd by AthleteRanking.com



１･２年女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クリモト　メイ オオハラ

1 29185 栗本　芽依(2) 大原
ハラ　ヒナタ タカクラ

2 25331 原　ひなた(1) 高倉
スズリ　ユイ アリノキタ

3 29332 硯　結衣(1) 有野北
トウドウ　シオリ オオハラ [5.06]

4 29181 藤堂　志織(2) 大原
ヤマシタ　コハル イブキダイ [5.73]

5 29695 山下　心晴(2) 井吹台
コウノ　サエ アリマ [5.86]

6 22831 河野　紗枝(2) 有馬
モリ　ソナ オシベダニ [6.09]

7 27513 森　颯菜(2) 押部谷
モリモト　ミウ タカクラ [6.56]

8 25344 森本　美羽(2) 高倉
トビオカ　ユウカ モトヤマミナミ [6.83]

9 20604 飛岡　佑香(1) 本山南
モリ　イブキ ヒラノ [7.04]

10 27828 森　いぶき(2) 平野
フナサキ　アヤノ タルミ [7.15]

11 26558 舟崎　綾乃(2) 垂水
シギョウ　コトハ ヒラノ [8.00]

12 27868 執行　琴葉(1) 平野
シミズ　アオイ ナガタ [8.49]

13 24950 清水　葵(2) 長田
イソワキ　ユウ キタコウベ [9.24]

14 24171 礒脇　結羽(2) 北神戸
ヤマダ　アオイ オシベダニ [8.39]

15 27514 山田　蒼空(2) 押部谷
ヨネダ　リカ タイサンジ [7.59]

16 28109 米田　梨夏(2) 太山寺
アンマ　ユズキ モトヤマ [7.09]

17 20306 安間　柚葵(2) 本山
セキサダ　ヒカル タイサンジ [6.98]

18 28100 席定　輝(2) 太山寺
オオヤ　キラリ ミナトガワ [6.78]

19 22373 大矢　きらり(2) 湊川
ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ [6.17]

20 27354 中山　優菜(2) 櫨谷
フクイ　ユキノ キタコウベ [6.07]

21 24169 福井　友岐乃(2) 北神戸
カワハタ　ミキ モトヤマミナミ [5.76]

22 20601 川畑　美清(1) 本山南
ヨコヤマ　ユキネ イブキダイ [5.60]

23 29696 横山　雪音(2) 井吹台
ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [4.50]

24 26754 中上　和奏(2) 多聞東
タメオカ　レナ アリノキタ

25 29336 爲岡　玲奈(1) 有野北
シミズ　マオ フクダ

26 26403 清水　舞桜(1) 福田
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１･２年女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オクナガ　ナツキ モトヤマミナミ

1 20699 奥永　菜月(1) 本山南
ヤマダ　アオイ オシベダニ

2 27514 山田　蒼空(2) 押部谷
シミズ　マオ フクダ

3 26403 清水　舞桜(1) 福田
タメオカ　レナ アリノキタ

4 29336 爲岡　玲奈(1) 有野北
シミズ　アオイ ナガタ

5 24950 清水　葵(2) 長田
フナサキ　アヤノ タルミ

6 26558 舟崎　綾乃(2) 垂水
イシカワ　リオナ タルミ [10.87]

7 26552 石川　里央菜(2) 垂水
モリ　ソナ オシベダニ [12.48]

8 27513 森　颯菜(2) 押部谷
ヨコヤマ　ミオ キタコウベ [14.06]

9 24165 横山　未桜(2) 北神戸
クリモト　メイ オオハラ [14.83]

10 29185 栗本　芽依(2) 大原
イソワキ　ユウ キタコウベ [17.57]

11 24171 礒脇　結羽(2) 北神戸
シギョウ　コトハ ヒラノ [22.00]

12 27868 執行　琴葉(1) 平野
マツウラ　ミオン イブキダイ [23.26]

13 29691 松浦　実音(2) 井吹台
サカキ　ミズキ モモヤマダイ [17.91]

14 26133 榊　碧月(2) 桃山台
カワウチ　ラン ヒラノ [15.00]

15 27827 川内　藍(2) 平野
ヨネダ　リカ タイサンジ [14.58]

16 28109 米田　梨夏(2) 太山寺
セキサダ　ヒカル タイサンジ [13.30]

17 28100 席定　輝(2) 太山寺
モリモト　ミウ タカクラ [11.27]

18 25344 森本　美羽(2) 高倉
イノウエ　アスカ スミヨシ

19 20452 井上　明香(1) 住吉
コウノ　サエ アリマ

20 22831 河野　紗枝(2) 有馬
スズリ　ユイ アリノキタ

21 29332 硯　結衣(1) 有野北
マグチ　イロハ タカクラ

22 25325 真口　彩芭(1) 高倉
トウドウ　シオリ オオハラ

23 29181 藤堂　志織(2) 大原
トビオカ　ユウカ モトヤマミナミ

24 20604 飛岡　佑香(1) 本山南
ウラカリ　ミハル イブキダイ

25 29604 浦狩　みはる(1) 井吹台
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１･２年女子四種競技

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イズモト　スミレ モモヤマダイ

1 26131 泉本　純伶(2) 桃山台
ヒコサカ　アオイ キタコウベ

2 24166 彦坂　葵(2) 北神戸
ミカタ　スミレ イカワダニ

3 27276 見方　すみれ(1) 伊川谷
サイカイ　ミズキ オシベダニ

4 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷
モリモト　ミカ ヒラノ

5 27866 森本　実加(1) 平野
カワノ　シヅキ キタコウベ

6 24167 川野　詩月(2) 北神戸
サキ　ナナ モモヤマダイ

7 26134 佐木　那菜(2) 桃山台
タカスギ　マユ イブキダイ [1208]

8 29682 髙杉　真由(2) 井吹台
オオタ　ホノカ タルミ [1356]

9 26557 太田　穂香(2) 垂水
イソダ　コナツ ミカゲ [1039]

10 20561 磯田　小夏(2) 御影
オノウエ　シュリ イブキダイ [1237]

11 29675 尾上　朱梨(2) 井吹台
ヤマモト　ナオ タカショウ

12 20736 山本　奈央(1) 鷹匠
ホシノ　フウカ タイサンジ

13 28107 星野　楓果(2) 太山寺
クドウ　サヤカ ミカゲ

14 20564 工藤　紗華(2) 御影
モリ　ユウナ ヒラノ

15 27832 森　優奈(2) 平野
キタウラ　エマ タカショウ

16 20735 北浦　衣麻(1) 鷹匠
タカハシ　アヤカ タイサンジ

17 28101 高橋　彩香(2) 太山寺
アンマ　ユズキ モトヤマ [715]

18 20306 安間　柚葵(2) 本山
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１･２年女子100mH [76.2cm]

〈〈 四種競技 〉〉

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
ヒコサカ　アオイ キタコウベ [20.52] カワノ　シヅキ キタコウベ

1 24166 彦坂　葵(2) 北神戸 1 24167 川野　詩月(2) 北神戸
オオタ　ホノカ タルミ [20.41] サイカイ　ミズキ オシベダニ

2 26557 太田　穂香(2) 垂水 2 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷
イズモト　スミレ モモヤマダイ [20.75] ミカタ　スミレ イカワダニ

3 26131 泉本　純伶(2) 桃山台 3 27276 見方　すみれ(1) 伊川谷
ホシノ　フウカ タイサンジ [18.78] アンマ　ユズキ モトヤマ [21.57]

4 28107 星野　楓果(2) 太山寺 4 20306 安間　柚葵(2) 本山
クドウ　サヤカ ミカゲ [17.89] オノウエ　シュリ イブキダイ [21.23]

5 20564 工藤　紗華(2) 御影 5 29675 尾上　朱梨(2) 井吹台
サキ　ナナ モモヤマダイ [18.45] モリ　ユウナ ヒラノ [21.0]

6 26134 佐木　那菜(2) 桃山台 6 27832 森　優奈(2) 平野
イソダ　コナツ ミカゲ [19.16] タカスギ　マユ イブキダイ [21.22]

7 20561 磯田　小夏(2) 御影 7 29682 髙杉　真由(2) 井吹台
ヤマモト　ナオ タカショウ [19.23] モリモト　ミカ ヒラノ [22.0]

8 20736 山本　奈央(1) 鷹匠 8 27866 森本　実加(1) 平野
タカハシ　アヤカ タイサンジ [19.33] キタウラ　エマ タカショウ [22.32]

9 28101 高橋　彩香(2) 太山寺 9 20735 北浦　衣麻(1) 鷹匠
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１･２年女子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クドウ　サヤカ ミカゲ

1 20564 工藤　紗華(2) 御影
タカスギ　マユ イブキダイ [1.20]

2 29682 髙杉　真由(2) 井吹台
イズモト　スミレ モモヤマダイ

3 26131 泉本　純伶(2) 桃山台
アンマ　ユズキ モトヤマ

4 20306 安間　柚葵(2) 本山
イソダ　コナツ ミカゲ

5 20561 磯田　小夏(2) 御影
サキ　ナナ モモヤマダイ

6 26134 佐木　那菜(2) 桃山台
モリ　ユウナ ヒラノ [1.40]

7 27832 森　優奈(2) 平野
タカハシ　アヤカ タイサンジ [1.30]

8 28101 高橋　彩香(2) 太山寺
ミカタ　スミレ イカワダニ

9 27276 見方　すみれ(1) 伊川谷
ヒコサカ　アオイ キタコウベ

10 24166 彦坂　葵(2) 北神戸
サイカイ　ミズキ オシベダニ [1.54]

11 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷
カワノ　シヅキ キタコウベ [1.25]

12 24167 川野　詩月(2) 北神戸
ホシノ　フウカ タイサンジ [1.40]

13 28107 星野　楓果(2) 太山寺
キタウラ　エマ タカショウ [1.25]

14 20735 北浦　衣麻(1) 鷹匠
モリモト　ミカ ヒラノ [1.10]

15 27866 森本　実加(1) 平野
ヤマモト　ナオ タカショウ

16 20736 山本　奈央(1) 鷹匠
オノウエ　シュリ イブキダイ [1.20]

17 29675 尾上　朱梨(2) 井吹台
オオタ　ホノカ タルミ [1.35]

18 26557 太田　穂香(2) 垂水
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１･２年女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サキ　ナナ モモヤマダイ

1 26134 佐木　那菜(2) 桃山台
ミカタ　スミレ イカワダニ

2 27276 見方　すみれ(1) 伊川谷
カワノ　シヅキ キタコウベ

3 24167 川野　詩月(2) 北神戸
クドウ　サヤカ ミカゲ

4 20564 工藤　紗華(2) 御影
タカハシ　アヤカ タイサンジ

5 28101 高橋　彩香(2) 太山寺
キタウラ　エマ タカショウ

6 20735 北浦　衣麻(1) 鷹匠
タカスギ　マユ イブキダイ [5.33]

7 29682 髙杉　真由(2) 井吹台
オオタ　ホノカ タルミ [5.90]

8 26557 太田　穂香(2) 垂水
オノウエ　シュリ イブキダイ [6.32]

9 29675 尾上　朱梨(2) 井吹台
アンマ　ユズキ モトヤマ [7.09]

10 20306 安間　柚葵(2) 本山
モリ　ユウナ ヒラノ [6.00]

11 27832 森　優奈(2) 平野
イソダ　コナツ ミカゲ [5.82]

12 20561 磯田　小夏(2) 御影
モリモト　ミカ ヒラノ [5.00]

13 27866 森本　実加(1) 平野
ヤマモト　ナオ タカショウ

14 20736 山本　奈央(1) 鷹匠
ホシノ　フウカ タイサンジ

15 28107 星野　楓果(2) 太山寺
サイカイ　ミズキ オシベダニ

16 27510 西海　瑞葵(2) 押部谷
ヒコサカ　アオイ キタコウベ

17 24166 彦坂　葵(2) 北神戸
イズモト　スミレ モモヤマダイ

18 26131 泉本　純伶(2) 桃山台
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