
(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクダ　ユウト アリノ [12.10] キタムラ　イッセイ コウベナガサカ [12.35]

1 29255 福田　夢叶(2) 有野 1 27115 北村　一惺(3) 神戸長坂
トモシゲ　コウタ アリノ [12.08] イチマル　ヤオキ コウベナガサカ [12.35]

2 29250 友重　幸太(2) 有野 2 27112 市丸　弥興(3) 神戸長坂
イチマ　ユウ コウベナガサカ [11.44] マツムラ　サンシロウ アリノキタ [12.12]

3 27111 市間　勇(3) 神戸長坂 3 29389 松村　三四郎(3) 有野北
ヒライ　トウマ エボシ [11.65] タノ　ヨシユキ ホンタモン [12.25]

4 20802 平井　斗真(2) 烏帽子 4 27026 田野　善之(2) 本多聞
フクザキ　リュウキ ホンタモン [11.61] イリエ　ノブユキ ヒョウゴマスターズ [12.12]

5 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞 5 281508 入江　信行(-) 兵庫マスターズ
ムライ　ハルト イブキダイ [11.61] サワダ　リキナル タモンヒガシ [12.15]

6 29674 村井　悠人(2) 井吹台 6 26747 澤田　力成(2) 多聞東
モリワキ　ユタカ コウベナガサカ [11.80] オガワ　ヒカル ウタシキヤマ [12.28]

7 27118 森脇　悠賢(3) 神戸長坂 7 26603 小川　光(3) 歌敷山
コウノ　ソウタ アリノキタ [11.97] オオタニ　コトラ イカワダニ [12.26]

8 29357 河野　創太(3) 有野北 8 27216 大谷　乎虎(2) 伊川谷

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミスミ　コウヘイ イブキダイ [12.59] ホンダ　タクミ アリノキタ [12.71]

1 29641 三住　康平(3) 井吹台 1 29387 本多　拓海(3) 有野北
サカナリ　ヒナタ シオヤ [12.52] ウエダ　トキ コウベナガサカ [12.72]

2 26267 阪成　陽向(2) 塩屋 2 27121 植田　都生(2) 神戸長坂
イケダ　アキヒサ イカワダニ [12.45] ユウキ　リョウマ オオハラ [12.63]

3 27218 池田　晃悠(2) 伊川谷 3 29156 由木　亮海(2) 大原
ナカヤス　キョウイチ ウエノ [12.48] ホッタ　ソウシン セイリョウダイ [12.67]

4 21117 中安　喬一(3) 上野 4 29515 堀田　蒼心(2) 星陵台
ヤマムラ　リョウタロウ シオヤ [12.42] カワグチ　ヒロト イブキダイ [12.65]

5 26275 山村　亮太朗(2) 塩屋 5 29603 川口　央翔(1) 井吹台
タナカ　ユウキ セイリョウダイ [12.45] ナカムラ　ウク コウベナガサカ [12.67]

6 29524 田中　優貴(3) 星陵台 6 27127 中村　佑空(2) 神戸長坂
ヤマシタ　レンヤ タマツ [12.49] オハラ　イツル タマツ [12.69]

7 27614 山下　連野(3) 玉津 7 27632 小原　唯弦(2) 玉津
マエダ　ユウト ウタシキヤマ [12.48] シマザキ　アオト タモンヒガシ [12.70]

8 26608 前田　悠斗(2) 歌敷山 8 26748 島崎　碧人(2) 多聞東

(-  .  m/s) (-  .  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
オオマエ　キラ アリノキタ [12.81] ミカミ　コタロウ モトヤマ [12.99]

1 29395 大前　煌空(3) 有野北 1 20302 三上　鼓太郎(2) 本山
アベ　ツバサ アリノ [12.80] ヒキダ　ハルト ハゼタニチュウ [12.99]

2 29240 安部　翼(2) 有野 2 27301 引田　陽翔(2) 櫨谷
ミヤガワ　ジン ヨコオ [12.76] ヨシイケ　ナナト カラト [12.95]

3 25467 宮川　仁(3) 横尾 3 22952 吉池　七斗(2) 唐櫃
クボタ　コウダイ オブ [12.76] クチハラ　ムツキ ウエノ [12.90]

4 23442 窪田　航大(2) 小部 4 21121 口原　睦生(2) 上野
イトウ　コウタ ホンタモン [12.77] ワダ　エイタ フクダ [12.86]

5 27022 伊藤　洸太(2) 本多聞 5 26415 和田　英大(2) 福田
ナカセ　レイト アリノ [12.73] オオハシ　テンマ ハゼタニ [12.88]

6 29252 中瀬　禮杜(2) 有野 6 27393 大橋　典馬(2) 櫨谷
ヤマモト　コウタ イブキダイ [12.80] カワベ　トモアキ セイリョウダイ [12.97]

7 29675 山本　航大(2) 井吹台 7 29521 川邉　智瑛(3) 星陵台
ウリタニ　コウタロウ ウオザキ [12.80] モリオカ　レン ウオザキ [12.97]

8 20221 瓜谷　航太朗(2) 魚崎 8 20224 森岡　蓮(2) 魚崎
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クスダ　ユウシ タルミ [13.16] タカセ　タケシ マイコ [13.34]

1 26554 楠田　優心(2) 垂水 1 26800 髙瀬　雄次(2) 舞子
イケダ　シュンスケ アリノキタ [13.16] キド　ソラ タルミ [13.33]

2 29352 池田　駿介(3) 有野北 2 26546 木戸　颯来(2) 垂水
ハシモト　ヒロヤ セイリョウダイ [13.00] イケウチ　ハクア アリノキタ [13.19]

3 29514 橋本　拓弥(2) 星陵台 3 29351 池内　珀蒼(3) 有野北
マツモト　アスマ オブ [13.11] カナザワ　ヨシトモ ウエノ [13.24]

4 23441 松本　明磨(2) 小部 4 21122 金沢　慶智(2) 上野
マツノハナ　ハルト アリノキタ [13.07] ナガオ　コウタ タルミ [13.18]

5 29306 松端　陽斗(2) 有野北 5 26573 長尾　航汰(1) 垂水
マツオ　コウタ イカワダニ [13.12] ササオカ　リュウ ホンジョウ [13.18]

6 27220 松尾　康汰(2) 伊川谷 6 20108 笹岡　劉(2) 本庄
イソ　リュウヤ タマツ [13.16] ミナミ　ユウ シオヤ [13.30]

7 27631 磯　隆也(2) 玉津 7 26273 美浪　優(2) 塩屋
マワタリ　ヒロキ オオハラ [13.14] オオヒガシ　ユウスケ タモンヒガシ [13.24]

8 29152 馬渡　光希(2) 大原 8 26742 大東　侑介(2) 多聞東

(-  .  m/s) (-  .  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
ヤマシタ　コタロウ フクダ [13.43] ミイチ　ユウヤ アリノキタ [13.55]

1 26413 山下　鼓太郎(2) 福田 1 29307 見市　優弥(2) 有野北
オオヒガシ　ショウマ ウエノ [13.42] ニッタ　ソウイチロウ ヒラノ [13.50]

2 21103 大東　正実(1) 上野 2 27810 新田　創一朗(2) 平野
タナカ　セイタロウ アリノキタ [13.37] オジマ　コウスケ アリノ [13.45]

3 29302 田中　惺太朗(2) 有野北 3 29272 小嶋　康介(1) 有野
ヒグチ　ユウヤ ナギサ [13.40] ノグチ　コウキ セイリョウダイ [13.45]

4 21843 樋口　雄哉(2) 渚 4 29505 野口　航輝(1) 星陵台
フジノ　リョウスケ タカクラ [13.36] タナカ　ユウタ タマツ [13.47]

5 25321 藤野　僚祐(1) 高倉 5 27636 田中　勇太(2) 玉津
キンノ　リン アリノキタ [13.41] フジモト　トエイタ ヒラノ [13.45]

6 29356 金野　凛生(3) 有野北 6 27804 藤本　瑛太(2) 平野
シゲモト　コウキ ハゼタニ [13.41] ニシムラ　ユウキ シオヤ [13.50]

7 27397 重本　光輝(2) 櫨谷 7 26271 西村　祐毅(2) 塩屋
キガミ　ダイスケ フクダ [13.42] シラキ　ユウセイ フクダ [13.50]

8 26403 木上　大輔(2) 福田 8 26423 白木　悠晴(1) 福田

(-  .  m/s) (-  .  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
オオツキ　コウシ タルミ [13.59] タケノウチ　ケンヤ タモンヒガシ [13.67]

1 26549 大槻　倖史(2) 垂水 1 26749 竹之内　賢也(2) 多聞東
タケモト　ミツキ シオヤ [13.60] マスイ　リクト タカクラ [13.68]

2 26270 武本　実樹(2) 塩屋 2 25322 増井　陸斗(1) 高倉
トマシタ　キリ ホンタモン [13.57] ヤマモト　コウタロウ イブキダイ [13.60]

3 27027 笘下　　惺(2) 本多聞 3 29654 山本　倖太郎(3) 井吹台
ニシダ　カイリ イカワダニ [13.56] モリイ　ヤマト セイリョウダイ [13.61]

4 27219 西田　海李(2) 伊川谷 4 29506 森井　大和(1) 星陵台
クサカ　ソウタ モモヤマダイ [13.56] ナカムラ　リョウタ マイコ [13.62]

5 26126 日下　爽汰(2) 桃山台 5 26801 中村　亮太(2) 舞子
カミジマ　リョウタ ヒガシオチアイ [13.57] ハマサキ　タイリ ハゼタニ [13.66]

6 25601 上島　涼太(2) 東落合 6 27307 浜崎　大利(1) 櫨谷
クルマ　リョウタ ハゼタニ [13.58] ウツミ　ユウト コウベナガサカ [13.66]

7 27306 来馬　涼太(1) 櫨谷 7 27143 内海　佑飛(1) 神戸長坂
ヒガシダ　ナオヤ タカクラ [13.58] イワイ　ソラ フクダ [13.66]

8 25316 東田　直也(2) 高倉 8 26401 岩井　大空(2) 福田
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハナオカ　リュウヤ イカワダニ [13.78] ヤマシタ　ユキヤ タマツ [13.83]

1 27239 花岡　龍也(1) 伊川谷 1 27651 山下　友林也(1) 玉津
オキ　コタロウ サクラガオカ [13.73] タカハシ　リョウ ナギサ [13.84]

2 27432 沖　虎太朗(1) 桜が丘 2 21842 髙橋　遼(2) 渚
トクダ　スカイ モモヤマダイ [13.68] サカグチ　コウセイ シオヤ [13.80]

3 26135 得田　澄海(1) 桃山台 3 26266 坂口　滉斉(2) 塩屋
ハラダ　シンスケ シオヤ [13.70] ニシハラ　トモキ オブ [13.79]

4 26276 原田　紳助(2) 塩屋 4 23444 西原　朋希(2) 小部
フジタ　セイガ タマツ [13.69] マツナガ　レン アリノキタ [13.81]

5 27639 藤田　聖河(2) 玉津 5 29343 松永　澪音(1) 有野北
クロカワ　ルノン オシベダニ [13.68] ヒラオカ　ホヅミ タマツ [13.80]

6 27501 黒川　月望(2) 押部谷 6 27640 平岡　帆積(2) 玉津
ヤマナカ　ハルト アリノキタ [13.72] イケモト　ルキヤ イブキダイ [13.81]

7 29309 山中　春人(2) 有野北 7 29601 池本　琉生哉(1) 井吹台
オカダ　タイガ オブ [13.70] アダチ　イット ホンジョウ [13.82]

8 23440 岡田　大河(2) 小部 8 20104 足立　逸音(2) 本庄

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イナヨシ　アオイ オオハラ [13.90] キシ　ユウト ハゼタニ [13.98]

1 29101 稲吉　碧已(1) 大原 1 27304 岸　祐斗(1) 櫨谷
タナカ　リク タカトリ [13.90] オガワ　ヒロト アリノキタ [13.99]

2 25160 田中　琉徠(1) 鷹取 2 29301 小川　潤人(2) 有野北
タニ　　コウタロウ タルミ [13.85] オオキタ　シュンタ イカワダニ [13.96]

3 26557 谷　　孝太朗(2) 垂水 3 27217 大北　絢太(2) 伊川谷
マツオカ　アツヤ イブキダイ [13.86] オダ　コウタロウ オオハラ [13.94]

4 29612 松岡　篤矢(1) 井吹台 4 29150 尾田　孝太郎(2) 大原
マツモト　カンタロウ エボシ [13.86] コフネ　コウヘイ タイサンジ [13.91]

5 20801 松本　寛大郎(2) 烏帽子 5 28106 小舟　晃平(1) 太山寺
イワイ　トシキ フクダ [13.87] ミズタニ　ジン アリノキタ [13.93]

6 26422 岩井　寿輝(1) 福田 6 29308 水谷　仁(2) 有野北
ナカノ　ユウキ セイリョウダイ [13.87] ツカモト　ヒロト タルミ [13.98]

7 29504 中野　友貴(1) 星陵台 7 26577 塚本　広人(1) 垂水
イワモト　カイセイ コウベナガサカ [13.88] ミヤザキ　コテツ ホンジョウ [13.97]

8 27142 岩本　海聖(1) 神戸長坂 8 20107 宮崎　小鉄(2) 本庄

(-  .  m/s) (-  .  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
ヒラノ　ナギ タルミ [14.11] ナリタ　ハヤト フクダ [14.23]

1 26555 平野　夏凪(2) 垂水 1 26408 成田　隼斗(2) 福田
デグチ　ヒロキ シオヤ [14.10] オオヤマ　ミズキ タモンヒガシ [14.26]

2 26286 出口　洋樹(1) 塩屋 2 26760 大山　瑞己(1) 多聞東
ヒラオカ　ダイスケ オオハラ [14.02] イズタ　ハヤト シオヤ [14.14]

3 29104 平岡　大輔(1) 大原 3 26282 出田　駿仁(1) 塩屋
ウジハラ　リョウタ セイリョウダイ [14.02] スズキ　エイキ カラト [14.16]

4 29501 氏原　椋太(1) 星陵台 4 22901 鈴木　瑛騎(1) 唐櫃
オガタ　トモヤ アリマ [14.00] ホソカワ　ソウタ ホンタモン [14.14]

5 22811 緒方　友哉(2) 有馬 5 27029 細川　颯汰(2) 本多聞
ムラタ　クユ フクダ [13.99] シミズ　リュウセイ タマツ [14.13]

6 26411 村田　暁遊(2) 福田 6 27635 清水　琉成(2) 玉津
ニシハラ　ユウキ オブ [14.05] マエハラ　ソウシ モトヤマ [14.20]

7 23443 西原　侑希(2) 小部 7 20307 前原　総司(1) 本山
ヤマネ　セイア モモヤマダイ [14.03] タナベ　タイヨウ コウベナガサカ [14.16]

8 26139 山根　靖空(1) 桃山台 8 27126 田鍋　太陽(2) 神戸長坂
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クボ　ハルキ タルミ [14.41] ヒラハラ　リキ カラト [14.50]

1 26553 久保　陽生(2) 垂水 1 22956 平原　力(2) 唐櫃
モリ　レン モトヤマ [14.37] シオツ　エイト サクラガオカ [14.48]

2 20306 森　蓮(2) 本山 2 27420 塩津　瑛人(2) 桜が丘
カワキタ　タケル モモヤマダイ [14.30] ノヅマ　キッペイ ホンジョウ [14.46]

3 26133 川北　丈瑠(1) 桃山台 3 20122 野妻　季都平(1) 本庄
コンドウ　ミズキ ホンタモン [14.32] ヤジマ　コタロウ セイシン [14.42]

4 27024 近藤　瑞輝(2) 本多聞 4 29415 矢島　琥太郎(1) 西神
カトウ　レイ タイサンジ [14.26] ミキ　ハルト タモンヒガシ [14.45]

5 28103 加藤　澪(1) 太山寺 5 26754 三木　陽斗(2) 多聞東
ナカヤマ　ワタル アリノキタ [14.31] ウエダ　ソウタ ウオザキ [14.44]

6 29304 中山　航(2) 有野北 6 20238 上田　颯太(1) 魚崎
キムラ　ソウタ ヒラノ [14.35] レキモト　カン サクラガオカ [14.47]

7 27801 木村　奏太(2) 平野 7 27426 暦本　貫(2) 桜が丘
タカノ　ショウマ サクラガオカ [14.34] タカヤ　シュウジ セイシン [14.47]

8 27435 高野　翔真(1) 桜が丘 8 29423 髙谷　修史(2) 西神

(-  .  m/s) (-  .  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
ヤナセ　ハルキ ハゼタニ [14.68] アキタ　シオン フクダ [14.78]

1 27312 栁瀬　陽基(1) 櫨谷 1 26421 秋田　志温(1) 福田
シラハセ　ユウタ フクダ [14.69] イザワ　ユウスケ モモヤマダイ [14.79]

2 26405 白波瀬　悠太(2) 福田 2 26131 伊沢　悠介(1) 桃山台
クリス　ショウゴ ヒラノ [14.57] ヤマシタ　ケイイチロウ ウエノ [14.72]

3 27807 栗栖　彰吾(2) 平野 3 21130 山下　圭一朗(2) 上野
ニシモト　セイヤ コウベナガサカ [14.50] ササキ　ユウト タルミ [14.75]

4 27149 西本　勢也(1) 神戸長坂 4 26551 佐々木　遥人(2) 垂水
オオヤギ　コウセイ モモヤマダイ [14.53] ヨコヤマ　サスケ タモンヒガシ [14.72]

5 26123 大八木　煌晟(2) 桃山台 5 26758 横山　瑳亮(2) 多聞東
カナヤマ　ハルキ ハゼタニ [14.54] イワモト　ライト アリノキタ [14.72]

6 27395 金山　晴紀(2) 櫨谷 6 29323 岩本　頼都(1) 有野北
フクムラ　リュウ ウオザキ [14.68] サカイ　コウシロウ タカクラ [14.76]

7 20247 福村　龍生(1) 魚崎 7 25326 酒井　孝士郎(1) 高倉
タカハシ　ハヤト イブキダイ [14.65] オオニシ　リク タマツ [14.77]

8 29607 高橋　隼斗(1) 井吹台 8 27653 大西　怜玖(1) 玉津

(-  .  m/s) (-  .  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
ヨコヤマ　ソウタ フクダ [14.90] カンダ　リュウセイ ウオザキ [15.00]

1 26428 横山　壮太(1) 福田 1 20246 神田　琉成(1) 魚崎
アラカキ　ショウゴ タマツ [14.91] イシタニ　ヒビキ ウオザキ [15.00]

2 27652 新垣　翔吾(1) 玉津 2 20239 石谷　響(1) 魚崎
ニイザワ　ハヤト アリノキタ [14.84] オカモト　サトシ アリノキタ [14.98]

3 29339 新澤　隼人(1) 有野北 3 29300 岡本　聡(2) 有野北
フジワラ　ソウタ タカクラ [14.81] エビス　アサト ウオザキ [15.00]

4 25328 藤原　颯大(1) 高倉 4 20242 恵比須　麻斗(1) 魚崎
イマサト　リュウキ タルミ [14.85] タナカ　ケント アリノ [14.95]

5 26545 今里　隆希(2) 垂水 5 29275 田中　健斗(1) 有野
ウエノ　シュンヤ ウオザキ [14.86] イシダ　ユウマ ウオザキ [15.00]

6 20225 上野　隼弥(2) 魚崎 6 20237 石田　裕磨(1) 魚崎
ヤマダ　ケント シオヤ [14.90] タカトリ　ヒナタ アリノキタ [15.00]

7 26274 山田　健人(2) 塩屋 7 29347 髙取　日向(1) 有野北
マツモト　リュウセイ アリノキタ [14.89] マツモト　リョウタ ウオザキ [15.00]

8 29345 松本　流星(1) 有野北 8 20248 松本　遼太(1) 魚崎
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　タイシ アリノキタ [15.35] タニグチ　トモヤ フクダ [15.80]

1 29335 田中　泰志(1) 有野北 1 26425 谷口　智哉(1) 福田
サワダ　ムツミ アリマ [15.35] キシモト　コウガ タモンヒガシ [15.74]

2 22813 澤田　睦史(2) 有馬 2 26763 岸本　康雅(1) 多聞東
オグラ　カンタ タカトリ [15.00] オトワ　レイジ タルミ [15.56]

3 25165 小椋　寛太(1) 鷹取 3 26550 音羽　玲治(2) 垂水
ヤマモト　ルイ セイリョウダイ [15.00] マサベ　リョウ モモヤマダイ [15.48]

4 29508 山元　琉生(1) 星陵台 4 26137 正部　稜(1) 桃山台
タカハシ　ユウキ サクラガオカ [15.00] オギノ　コウセイ アリノキタ [15.47]

5 27421 髙橋　佑綺(2) 桜が丘 5 29326 荻野　晃成(1) 有野北
カゲヤマ　トモヤ タモンヒガシ [15.00] ヤスダ　リュウセイ イブキダイ [15.51]

6 26762 影山　智也(1) 多聞東 6 29615 安田　琉聖(1) 井吹台
オカベ　エイタ アリノキタ [15.31] クロダ　カズキ セイシン [15.61]

7 29325 岡部　瑛太(1) 有野北 7 29414 黒田　和希(1) 西神
ツクダ　ソウマ ウエノ [15.10] ハタモリ　ミノリ ヒラノ [15.70]

8 21102 佃　颯真(1) 上野 8 27811 畑森　美範(2) 平野

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イケウチ　ルカナ アリノキタ [16.04] アサノ　ハルト アリノキタ [16.34]

1 29321 池内　琉奏(1) 有野北 1 29320 浅野　遥大(1) 有野北
フルタニ　シュント ハゼタニ [16.07] キムラ　ユウタ ハゼタニ [16.41]

2 27310 古谷　俊翔(1) 櫨谷 2 27396 木村　勇太(2) 櫨谷
オカダ　ショウキ タモンヒガシ [15.91] フジイ　ユウスケ タルミ [16.24]

3 26761 岡田　将樹(1) 多聞東 3 26579 藤井　優介(1) 垂水
オクヨシ　タツキ アリノキタ [15.89] ヨシダ　タカヒロ ホンジョウ [16.17]

4 29327 奥吉　樹(1) 有野北 4 20121 𠮷田　峻弘(1) 本庄
クボ　テルナリ イブキダイ [15.83] ミヤノ　レンジ マイコ [16.19]

5 29604 久保　輝成(1) 井吹台 5 26816 宮野　蓮二(1) 舞子
ヨシムラ　タイチ タモンヒガシ [16.00] ニシヤマ　コタロウ コウベナガサカ [16.08]

6 26769 吉村　泰一(1) 多聞東 6 27150 西山　虎太郎(1) 神戸長坂
ツジイ　ソウタ アリノ [16.03] カルベ　ヒュウガ アリノキタ [16.31]

7 29276 辻井　蒼大(1) 有野 7 29329 軽部　飛佑雅(1) 有野北
ハタノ　カズマ モモヤマダイ [16.03] カシュウ　シュウト オシベダニ [16.24]

8 26136 秦野　和真(1) 桃山台 8 27520 加集　秀人(1) 押部谷

(-  .  m/s) (-  .  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
シバ　アキト タモンヒガシ [16.89] ヨシダ　テツヤ セイシン

1 26764 芝　彬翔(1) 多聞東 1 29416 吉田　哲也(1) 西神
サキクボ　エイタ ヒラノ [16.98] ゴウダ　ユウシ タルミ

2 27803 﨑久保　瑛太(2) 平野 2 26558 合田　悠詩(2) 垂水
ミワ　ジン オオハラ [16.54] トリウミ　オトハ シオヤ [17.02]

3 29105 三輪　仁(1) 大原 3 26287 鳥海　音葉(1) 塩屋
ササキ　シュンスケ モモヤマダイ [16.50] ヨネダ　カズキ タカクラ [17.30]

4 26134 佐々木　俊輔(1) 桃山台 4 25323 米田　千騎(1) 高倉
フケ　ヨシト ホンタモン [16.59] ウヅ　タクマ アリノ [17.62]

5 27031 福家　義人(1) 本多聞 5 29271 宇津　匠磨(1) 有野
コンドウ　トワ アリノキタ [16.65] タケハラ　トウゴ マイコ [17.29]

6 29332 近藤　叶羽(1) 有野北 6 26803 竹原　瞳悟(2) 舞子
クマニシ　ケンタ イブキダイ [16.87] イワモト　レイタ ハゼタニ [18.96]

7 29605 熊西　健太(1) 井吹台 7 27391 岩元　玲太(2) 櫨谷
タナベ　リイト タモンヒガシ [16.75] オオドウ　セイテツ モモヤマダイ [19.73]

8 26765 田邊　吏絃(1) 多聞東 8 26132 大堂　誠哲(1) 桃山台
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(-  .  m/s) (-  .  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 ヤマサキ　ユウキ アリノ

2 27518 藤井　章太(1) 押部谷 2 29279 山﨑　悠生(1) 有野
ナゴシ　トモヤ タマツ ホンジョウ　コウタロウ イカワダニ

3 27646 名越　智哉(1) 玉津 3 27241 本城　孝太郎(1) 伊川谷
フクバヤシ　ユウト シオヤ モリモト　ナオヤ オシベダニ

4 26290 福林　佑斗(1) 塩屋 4 27521 森本　直哉(1) 押部谷
ヤマグチ　レント タルミ ノムラ　コウタロウ イカワダニ

5 26572 山口　漣斗(1) 垂水 5 27238 野村　晃太郎(1) 伊川谷
クブキ　ウキョウ タイサンジ マエダ　ツバル シオヤ

6 28114 久富木　右京(1) 太山寺 6 26291 前田　ツバル(1) 塩屋
ワタナベ　イチゴ イカワダニ ヤマダ　テンガ タイサンジ

7 27245 渡辺　一護(1) 伊川谷 7 28112 山田　天河(1) 太山寺
ヨシダ　カズマ イブキダイ タイラ　エイジ イカワダニ

8 29616 吉田　和真(1) 井吹台 8 27233 平　瑛司(1) 伊川谷

(-  .  m/s) (-  .  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
オオニシ　タイト モトヤマ [30.00] タジマ　ハルト ヨコオ

2 20300 大西　太斗(2) 本山 3 25468 田嶋　春仁(1) 横尾
ナカシマ　フヒト アリノキタ [28.00] ショウダ　ユウト サクラガオカ

3 29337 中嶋　史(1) 有野北 4 27434 正田　悠仁(1) 桜が丘
ヨシダ　ヒカル タカクラ [23.48] ヒサカ　ヒロト ハゼタニ

4 25361 吉田　光(3) 高倉 5 27308 日坂　優仁(1) 櫨谷
キハラ　ヒロト アリノ [24.49] ウメムラ　ハルト セイシン [32.91]

5 29244 木原　寛斗(2) 有野 6 29422 梅村　大翔(2) 西神
ミズシマ　レイジ タルミ [26.31] オダ　カナメ オシベダニ

6 26542 水嶋　礼治(2) 垂水 7 27502 織田　要(2) 押部谷
フナサカ　シュンスケ タカクラ [25.66]

7 25312 舟坂　俊介(2) 高倉

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワモト　マキト アリノキタ

2 29331 川本　槙人(1) 有野北
ヤマダ　マナト アリノ [1:01.15]

3 29260 山田　眞大(2) 有野
イシヅカ　センスイ ミナトガワ [56.53]

4 22339 石塚　千酔(3) 湊川
ワタナベ　ナル タマツ [1:00.91]

5 27642 渡辺　凪琉(2) 玉津
マエダ　カズキ ミナトガワ [1:00.32]

6 22357 前田　和希(2) 湊川
イトウ　ハルキ シオヤ

7 26283 伊藤　春輝(1) 塩屋
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリタ　ソウタロウ ウエノ [2:38.71] ナカタニ　ダイキ イカワダニ

1 21126 森田　蒼太朗(2) 上野 1 27237 中谷　大喜(1) 伊川谷
オクイ　ハルキ イブキダイ [2:30.00] マツモト　リョウタロウ イブキダイ

2 29670 奥井　春輝(2) 井吹台 2 29613 松本　涼太郎(1) 井吹台
シノハラ　リヒト シオヤ [2:30.00] ツダカ　カズアキ イカワダニ

3 26269 篠原　理仁(2) 塩屋 3 27235 津髙　和昭(1) 伊川谷
ヒガキ　ユウスケ ウオザキ [2:35.65] アシダ　ユウヤ シオヤ

4 20228 檜垣　友祐(2) 魚崎 4 26281 芦田　悠哉(1) 塩屋
スギハシ　ユウセイ イカワダニ [2:31.54] ハヤシバラ　ショウ イカワダニ

5 27221 杉橋　侑晟(2) 伊川谷 5 27240 林原　匠(1) 伊川谷
ナカオ　コウキ オオイケ [2:02.12] コヤマ　ハルキ ウオザキ [2:43.34]

6 23022 中尾　光希(3) 大池 6 20222 小山　陽己(2) 魚崎
ウメダ　リク オオハラ [2:11.84] マツモト　カク ウエノ [2:45.18]

7 29102 梅田　大陸(1) 大原 7 21137 松本　佳久(2) 上野
ギョウテン　ハルオ オオイケ [2:03.65] ツジタ　イツキ イカワダニ

8 23033 行天　晴郎(2) 大池 8 27234 辻田　一稀(1) 伊川谷
フジワラ　ケイト コウベナガサカ [2:02.69] ササガワ　ゲンドウ サクラガオカ [2:46.76]

9 27117 藤原　慶人(3) 神戸長坂 9 27419 笹川　玄道(2) 桜が丘
ナカオ　コウキ オオイケ [2:07.96] ナカニシ　ユウキ マイコ [2:55.00]

10 23030 中尾　香輝(3) 大池 10 26813 中西　優輝(1) 舞子
ナカツカ　ミズキ オオハラ [2:28.00] タカダ　リュウキ ウオザキ

11 29103 中塚　瑞輝(1) 大原 11 20249 高田　琉輝(1) 魚崎
ナカムラ　リュウセイ サクラガオカ [2:24.50] スドウ　ヨシヒロ イカワダニ

12 27423 中村　隆聖(2) 桜が丘 12 27232 首藤　義弘(1) 伊川谷
ヨシダ　コウタ ウタシキヤマ [2:19.48] フクオカ　ソウマ シオヤ

13 26609 吉田　昂汰(2) 歌敷山 13 26289 福岡　聡真(1) 塩屋
シバノ　キョウスケ イブキダイ [2:21.41] センナリ　シュンノスケ ウオザキ

14 29681 柴野　恭佑(2) 井吹台 14 20240 先成　俊乃介(1) 魚崎
イシハラ　ナオヤ マイコ [2:27.49] オカモト　アスマ イカワダニ

15 26805 石原　尚哉(2) 舞子 15 27230 岡本　明日馬(1) 伊川谷
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワタ　リュウセイ タカクラ [4:38.58] ニシカワ　ルイ タマツ [4:49.82]

1 25362 川田　流成(3) 高倉 1 27606 西河　琉伊(3) 玉津
キムラ　トモノブ オブ [4:38.30] ヤスナガ　ユウタ オブ [4:47.98]

2 23437 木村　友信(3) 小部 2 23438 安永　優太(3) 小部
フジオカ　ヒナタ イブキダイ [4:35.03] サカグチ　タカノブ ウエノ [4:49.40]

3 29610 藤岡　陽大(1) 井吹台 3 21131 坂口　孝信(2) 上野
タカハシ　ケント タイサンジ [4:35.06] ナカシマ　ユイト タマツ [4:48.96]

4 28154 髙橋　健人(2) 太山寺 4 27621 中島　唯翔(3) 玉津
カマタ　テツシ タカトリ [4:28.03] カシハラ　ダイキ ハゼタニ [4:46.61]

5 25140 鎌田　哲士(3) 鷹取 5 27394 柏原　大輝(2) 櫨谷
ミナコシ　アキラ ティーアンドエフドットネットコウベ [4:05.00] オオニシ　リキマル タカクラ [4:38.63]

6 2448 皆越　晃(-) T＆F.net KOBE 6 25365 大西　力丸(3) 高倉
ホンダ　カズキ ユニバーエスシー [3:57.00] タムラ　ユウジロウ ヒラノ [4:45.00]

7 2245 本田　和希(-) ユニバーSC 7 27809 田村　悠二朗(2) 平野
サクライ　コウイチ ホンタモン [4:15.60] ナカシマ　リンタロウ イカワダニ [4:37.91]

8 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 8 27201 中島　倫太郎(3) 伊川谷
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ [4:23.00] ヤマグチ　ショウヤ タマツ [4:41.35]

9 29513 中治　幸大(2) 星陵台 9 27602 山口　翔弥(3) 玉津
マツヤマ　オサム ユニバーエスシー [3:57.00] タナカ　ユウキ イカワダニ [4:44.65]

10 2228 松山　治(-) ユニバーSC 10 27204 田中　雄輝(3) 伊川谷
オダ　シュンペイ コマネチアールシー [4:00.00] オオノ　ゴウジン アリノ [4:43.21]

11 2562 小田　俊平(-) コマネチRC 11 29242 大野　豪仁(2) 有野
イチカワ　ヒロキ サンダシリッキョウ [4:30.00] ゴウナイ　ケイスケ ホンタモン [4:45.00]

12 6420 市川　博基(-) 三田市陸協 12 27023 合内　啓輔(2) 本多聞
キシガミ　フウマ ヒラノ [4:30.00] タイラ　ヒロキ オオイケ [4:45.81]

13 27886 岸上　風馬(3) 平野 13 23025 平　裕輝(3) 大池
タニダ　コタロウ アリノキタ [4:25.59] モリサダ　ショウタ セイリョウダイ [4:45.00]

14 29382 谷田　琥太郎(3) 有野北 14 29507 森貞　翔太(1) 星陵台
タルエ　ヤマト ヒラノ [4:34.87] タケ　ショウタロウ モトヤマ [4:46.34]

15 27887 樽栄　大和(3) 平野 15 20303 武　正太郎(2) 本山
タニダ　ソウタロウ アリノキタ [4:30.20] ムライ　ユウタ タカトリ [4:46.09]

16 29336 谷田　颯太朗(1) 有野北 16 25142 村井　優太(3) 鷹取
タシマ　チカラ ヒラノ [4:35.00] クワハラ　フキタロウ オオイケ [4:45.44]

17 27805 田島　主税(2) 平野 17 23044 桑原　蕗太郎(1) 大池
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キッタ　コウキ オオイケ [4:58.80] ササダ　ライト シオヤ [5:10.00]

1 23038 橘田　昂樹(2) 大池 1 26268 笹田　麗人(2) 塩屋
ナカザト　ユイト オオハラ [4:58.02] カシハラ　カイリ イブキダイ [5:10.35]

2 29107 中里　唯人(1) 大原 2 29672 樫原　魁利(2) 井吹台
アダチ　ショウタロウ ホンタモン [4:55.00] ツルイ　キハチ タカクラ [5:08.79]

3 27020 足立　將太郎(2) 本多聞 3 25317 鶴井　喜八(2) 高倉
カツラ　ユウマ タカクラ [4:58.54] オオガキ　ツカサ オオイケ [5:06.74]

4 25315 桂　悠真(2) 高倉 4 23045 大柿　司(1) 大池
サクラダ　ハヤテ オオイケ [4:57.05] フクイ　リクマ タルミ [5:07.64]

5 23037 櫻田　颯(2) 大池 5 26541 福井　陸真(2) 垂水
カトウ　ソウ ヒラノ [4:50.00] ノダ　ケンスケ フクダ [5:10.39]

6 27816 加藤　壮(1) 平野 6 26427 野田　健介(1) 福田
タケモト　スグル ホンタモン [4:50.00] モリタ　タイセイ コウベナガサカ [4:59.08]

7 27025 竹本　傑(2) 本多聞 7 27152 森田　泰生(1) 神戸長坂
フクモト　ケント ヒラノ [4:50.00] フジナミ　タクロウ ハゼタニ [4:58.95]

8 27813 福本　健人(2) 平野 8 27302 藤濤　拓郎(2) 櫨谷
シカノ　リン サクラガオカ [4:50.00] トリウチ　ハヤト アリノ [4:59.30]

9 27439 鹿野　凛(1) 桜が丘 9 29251 鳥内　勇門(2) 有野
ユアサ　トシキ ヒラノ [4:50.00] サイトウ　ユウイチ タルミ [5:01.01]

10 27806 湯朝　俊希(2) 平野 10 26547 齊藤　宥一(2) 垂水
アンドウ　ユウマ タカクラ [4:55.08] ウオハラ　レン マイコ [4:59.34]

11 25313 安藤　悠真(2) 高倉 11 26804 魚原　連(2) 舞子
コハラ　カイ サクラガオカ [4:50.00] オオイ　エイシロウ ミナトガワ [5:05.86]

12 27438 小原　開(1) 桜が丘 12 22359 大井　瑛士郎(1) 湊川
ナカムラ　ユウト オオイケ [4:52.82] ヨグロ　タケシ タカクラ [5:03.52]

13 23041 中村　悠聖(1) 大池 13 25314 余黒　健(2) 高倉
カミカリヤ　ユウゴ ヒラノ [4:50.00] イソマタ　シュウ タマツ [5:04.50]

14 27817 上仮屋　雄梧(1) 平野 14 27600 磯俣　柊(3) 玉津
ヤナイ　ソウタ モトヤマ [4:51.71] ヒラヤス　ハルト ウエノ [5:05.96]

15 20309 栁井　惣太(1) 本山 15 21127 平安　温人(2) 上野
ナカヤ　ユウスケ イブキダイ [4:51.94] トクヤマ　ヨシナオ ハゼタニ [5:06.06]

16 29677 中屋　友佑(2) 井吹台 16 27399 德山　毅直(2) 櫨谷
ナシオ　コウキ アリノキタ [4:51.84] ウツミ　ハルキ シオヤ [5:05.00]

17 29338 名塩　公貴(1) 有野北 17 26262 内海　春樹(2) 塩屋

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　イッセイ タカトリ [5:23.53] サトウ　ハルト タルミ [5:30.66]

1 25152 前田　壱成(2) 鷹取 1 26576 佐藤　陽大(1) 垂水
オデラ　カイト セイリョウダイ [5:17.00] カワイ　タイジュ シオヤ [5:32.00]

2 29502 尾寺　快仁(1) 星陵台 2 26264 川合　大珠(2) 塩屋
キヨセ　コウヘイ タルミ [5:21.54] カヤ　サスケ アリノキタ [5:31.63]

3 26543 清瀬　倖平(2) 垂水 3 29328 加舎　佐祐(1) 有野北
トヨダ　ユウマ ホンタモン [5:20.00] シモクマ　テッペイ ウエノ [5:32.33]

4 27033 豊田　侑真(1) 本多聞 4 21136 下熊　鉄平(2) 上野
カタヤマ　ウルハ コウベナガサカ [5:20.19] アダチ　リョウスケ イブキダイ [5:31.00]

5 27123 片山　潤覇(2) 神戸長坂 5 29600 安達　綾祐(1) 井吹台
タカキ　タイガ セイリョウダイ [5:20.00] ナカガワ　ハヤテ タマツ [5:34.17]

6 29503 髙木　大雅(1) 星陵台 6 27645 中川　颯人(1) 玉津
アシホ　タイシ イブキダイ [5:11.45] コムロ　マサト オオイケ [5:23.58]

7 29676 足穂　太志(2) 井吹台 7 23046 小室　允人(1) 大池
ヨシモト　チヒロ ウエノ [5:13.22] タバヤシ　ジュンペイ イブキダイ [5:24.12]

8 21100 吉本　千紘(1) 上野 8 29608 田林　準平(1) 井吹台
タダ　アオイ オオイケ [5:13.36] イノウエ　ケンタ アリノキタ [5:25.41]

9 23042 多田　碧(1) 大池 9 29322 井上　絢太(1) 有野北
タガシラ　トクマル ハゼタニ [5:10.79] イケガワ　ヒロキ ミナトガワ [5:24.27]

10 27398 田頭　徳丸(2) 櫨谷 10 22363 池川　拓輝(1) 湊川
ミネ　タクミ イブキダイ [5:12.19] ミナミ　ハルト ホンタモン [5:25.00]

11 29614 三根　匠(1) 井吹台 11 27018 南　遥翔(3) 本多聞
ユアサ　セイタ オオイケ [5:12.80] シバタ　トモキ イブキダイ [5:30.00]

12 23029 湯淺　晴太(3) 大池 12 29606 柴田　智貴(1) 井吹台
キクチ　オウキ オシベダニ [5:16.70] ナカ　リオ タカクラ [5:29.82]

13 27512 菊地　央航(1) 押部谷 13 25324 仲　陸央(1) 高倉
ヤマモト　タマキ タイサンジ [5:16.37] フジタ　フウガ ヒラノ [5:30.00]

14 28113 山本　環(1) 太山寺 14 27820 藤田　楓右我(1) 平野
サトウ　オオガ マイコ [5:15.38] ホソダ　イチゴ シオヤ [5:30.00]

15 26812 佐藤　碩芽(1) 舞子 15 26272 細田　一護(2) 塩屋
ウエノ　シュン タイサンジ [5:16.39] ムラカミ　トウゴ ホンジョウ [5:30.52]

16 28101 上野　隼(1) 太山寺 16 20101 村上　統梧(2) 本庄
Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

5組 6組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤスダ　ケイタ ミナトガワ [5:51.24] ミキ　ソウタ イカワダニ

1 22362 安田　啓汰(1) 湊川 1 27243 三木　蒼大(1) 伊川谷
オオモリ　ソウタロウ タルミ [5:49.09] マエダ　シュンスケ ハゼタニ [6:34.78]

2 26575 大森　素太朗(1) 垂水 2 27311 前田　隼佑(1) 櫨谷
オカダ　ヤスナオ ホンタモン [5:50.00] オカ　リュウト コウベナガサカ

3 27035 岡田　泰尚(1) 本多聞 3 27144 岡　龍翔(1) 神戸長坂
カンダ　タクミ タマツ [5:48.79] フルイエ　ユウト タルミ

4 27644 神田　拓海(1) 玉津 4 26571 古家　優人(1) 垂水
コモリ　ジュンヤ ホンジョウ [5:51.60] シマワキ　タイチ コウベナガサカ

5 20103 小森　純哉(2) 本庄 5 27147 島脇　汰知(1) 神戸長坂
スズキ　レオ コウベナガサカ [5:34.52] トミナガ　ショウタ イカワダニ

6 27125 鈴木　玲皇(2) 神戸長坂 6 27236 冨永　翔太(1) 伊川谷
ヤジマ　ライト モモヤマダイ [5:35.74] ナガミ　イサト ホンジョウ [5:55.02]

7 26129 八島　来人(2) 桃山台 7 20102 永見　一悟(2) 本庄
フジイ　カズキ タモンヒガシ [5:34.28] ニシザキ　アツシ タルミ [5:58.42]

8 26753 藤井　一輝(2) 多聞東 8 26574 西﨑　諄(1) 垂水
ハラ　ユウト アリノキタ [5:38.98] タケサダ　オウガ ホンジョウ [5:51.68]

9 29342 原　悠翔(1) 有野北 9 20123 武貞　桜河(1) 本庄
ハヤカワ　タクマ タモンヒガシ [5:37.81] キヨセ　ユウ ハゼタニ [5:59.45]

10 26752 早川　拓馬(2) 多聞東 10 27305 清瀬　悠(1) 櫨谷
アベ　レンタロウ シオヤ [5:45.00] イマハシ　カナタ タマツ [6:08.54]

11 26261 安部　蓮太朗(2) 塩屋 11 27648 今橋　哉汰(1) 玉津
ニッタ　アキラ カラト [5:38.90] イマガワ　ヒナタ シオヤ [6:03.00]

12 22951 新田　耀(2) 唐櫃 12 26284 今川　暖(1) 塩屋
スミダ　ホヅミ ナギサ [5:39.11] アベ　ソウタ コウベナガサカ [6:03.17]

13 21841 隅田　穂積(2) 渚 13 27141 阿部　蒼大(1) 神戸長坂
タカヤマ　アキヒロ タカトリ [5:43.30] ヤマモト　ヒロキ マイコ [6:00.00]

14 25162 髙山　明寛(1) 鷹取 14 26807 山本　洋輝(2) 舞子
スギモト　ショウセイ アリノキタ [5:40.00] ウオヤマ　ハルト タルミ [6:13.18]

15 29346 杉本　翔世(1) 有野北 15 26570 魚山　温大(1) 垂水
スギイ　タカナリ コウベナガサカ [5:44.77] ナガイ　ユウキ シオヤ [6:13.00]

16 27148 杉井　孝成(1) 神戸長坂 16 26288 永井　悠希(1) 塩屋
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クロキ　ライト タマツ [10:24.29] タキモト　ハルマ アリノキタ

1 27634 黒木　麗翔(2) 玉津 1 29334 瀧本　波琉真(1) 有野北
クラハシ　ハルト アリノ [10:08.31] カノウ　マサテル ハゼタニ

2 29228 倉橋　春都(3) 有野 2 27303 加納　壮晟(1) 櫨谷
ナカセ　サトシ ミナトガワ [10:06.45] ウエハタ　ヨウスケ アリノキタ

3 22340 中瀬　聡(3) 湊川 3 29324 上畑　陽介(1) 有野北
ヒュウガ　タクミ タマツ [10:24.28] タナベ　ノリユキ タモンヒガシ [12:12.42]

4 27622 日向　匠(3) 玉津 4 26750 田邉　紀幸(2) 多聞東
イヌイ　コウタロウ ミナトガワ [10:18.31] カワカツ　シュン アリノキタ

5 22351 乾　航太朗(2) 湊川 5 29330 川勝　瞬(1) 有野北
オガワ　カイト イブキダイ [10:19.04] ヒロタ　カナエ ハゼタニ

6 29673 小川　海音(2) 井吹台 6 27309 廣田　鼎(1) 櫨谷
ヨシモト　ヒナタ タマツ [10:25.10] スエマツ　ハルト アリノキタ

7 27641 吉本　陽向(2) 玉津 7 29333 末松　暖士(1) 有野北
フジモト　シュウト アリノ [9:27.06] オオタ　ジュン アリノ [10:31.95]

8 29233 藤本　嵩統(3) 有野 8 29224 太田　詢(3) 有野
カワウチ　ガク オオイケ [9:28.83] カジカワ　ソウタ タマツ [10:39.93]

9 23035 河内　岳(2) 大池 9 27633 梶川　颯汰(2) 玉津
ミネシタ　ソウ イカワダニ [9:32.16] タケダ　リョウタ タカトリ [10:25.52]

10 27207 峯下　蒼(3) 伊川谷 10 25151 竹田　亮太(2) 鷹取
タカスギ　ショウタ セイリョウダイ [9:15.00] ミサキ　ヨウスケ アリノキタ [10:45.35]

11 29523 髙杉　彰太(3) 星陵台 11 29390 三﨑　陽介(3) 有野北
ツザキ　ソウタ タマツ [9:32.14] ツルワ　レント ミナトガワ [10:40.72]

12 27607 津崎　颯大(3) 玉津 12 22346 鶴和　蓮利(3) 湊川
メカタ　リクト オオイケ [10:00.81] ハマオカ　ツヨシ タカトリ [11:13.49]

13 23023 目片　陸人(3) 大池 13 25150 濱岡　豪(2) 鷹取
サクマ　タイキ オオイケ [10:00.27] オカノ　ヒナタ シオヤ [12:00.00]

14 23031 佐久間　大輝(3) 大池 14 26263 岡野　日陽(2) 塩屋
コンドウ　ソウイチロウ セイリョウダイ [9:55.00] イトウ　ユイト タマツ [11:09.50]

15 29512 近藤　壮一郎(2) 星陵台 15 27603 伊藤　由翔(3) 玉津
オクムラ　ケイタ オオイケ [9:50.37] イイ　ハルト ウエノ [10:58.96]

16 23034 奥村　啓太(2) 大池 16 21125 伊井　悠隼(2) 上野
タイラ　トライ セイリョウダイ [9:40.00] アオヤギ　ユウヒ アリノキタ [10:47.75]

17 29522 平　虎生(3) 星陵台 17 29350 青柳　雄大(3) 有野北
イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ [9:52.52] ヤマグチ　リョウヤ タルミ [11:30.50]

18 26607 稲葉　俊也(2) 歌敷山 18 26552 山口　凌弥(2) 垂水
イワモト　コウスケ イカワダニ [9:47.32] タカハシ　ユウタ タマツ [10:39.72]

19 27202 岩本　幸介(3) 伊川谷 19 27604 髙橋　悠太(3) 玉津

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ソノダ　ヒナタ フクダ [18.84]

3 26407 園田　陽向(2) 福田
マツマエ　タイガ セイリョウダイ [16.68]

4 29525 松前　大雅(3) 星陵台
ナイトウ　アオト マイコ [18.91]

5 26821 内藤　蒼人(3) 舞子
コヤマ　リョウヘイ タイサンジ

6 28153 小山　凌平(2) 太山寺
アンノウ　イツキ セイリョウダイ [19.09]

7 29511 安納　一希(2) 星陵台

Powerd by AthleteRanking.com

中学生男子110mH [91.4cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組

中学・高校・一般男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリタ　コウヘイ フクダ [1.45]

2 26412 森田　耕平(2) 福田
オオモリ　ダン ヒラノ [1.73]

3 27885 大森　檀(3) 平野
アサイ　リク カラト [1.70]

4 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃
ノムラ　セイリュウ アリノキタ [1.55]

5 29305 野村　成龍(2) 有野北
ヨシダ　リョウマ アリノ [1.40]

6 29262 吉田　涼真(2) 有野
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ノグチ　ヒカル オシベダニ

1 27516 野口　陽光(1) 押部谷
マスダ　カズキ ウオザキ

2 20243 増田　夏月(1) 魚崎
マツモト　ソウタ アリノキタ [3.29]

3 29344 松本　蒼大(1) 有野北
テラダ　ネオ イブキダイ [3.93]

4 29680 寺田　音生(2) 井吹台
オオヒガシ　ソラ サクラガオカ

5 27431 大東　昊來(1) 桜が丘
モリサキ　コウスケ タイサンジ

6 28111 森嵜　晃輔(1) 太山寺
ヤマモト　ソウゲツ ヨコオ

7 25466 山本　蒼月(3) 横尾
ヤマグチ　コウタ オオハラ [3.70]

8 29155 山口　煌太(2) 大原
ニシイ　ミズキ アリノキタ

9 29340 西井　瑞樹(1) 有野北
ベップ　マヒロ ウオザキ

10 20220 別府　真光(2) 魚崎
マツモト　タイチ タイサンジ

11 28108 松本　泰知(1) 太山寺
ミヤワキ　ヒカル イカワダニ

12 27244 宮脇　輝(1) 伊川谷
コマツ　ヨウタ オシベダニ

13 27514 小松　羊大(1) 押部谷
カドワキ　コウセイ モトヤマ [6.34]

14 20354 門脇　功成(3) 本山
ヒラオカ　ソウア ミナトガワ

15 22360 平岡　奏亜(1) 湊川
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ [6.25]

16 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北
キタムラ　アユト オシベダニ

17 27513 北村　歩翔(1) 押部谷
フジワラ　ユウマ タカトリ [5.45]

18 25144 藤原　勇真(3) 鷹取
ツジモト　ソウマ アリノ [5.53]

19 29249 辻本　蒼馬(2) 有野
ナカオ　シュン タモンヒガシ [4.00]

20 26766 中尾　舜(1) 多聞東
フジモト　ケイスケ サクラガオカ [5.11]

21 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘
サカモト　ソラ フクダ [3.96]

22 26404 阪本　蒼空(2) 福田
アカギ　レイト オシベダニ [5.35]

23 27500 赤木　玲斗(2) 押部谷
ヤマヂ　リュウセイ アリノ [4.24]

24 29259 山地　琉青(2) 有野
スギモト　サトアキ ウエノ [5.24]

25 21124 杉本　惺昭(2) 上野
ハヤマ　コウタ ヒラノ [4.33]

26 27812 羽山　功汰(2) 平野
ウチウミ　ソウタ フクダ [4.02]

27 26402 内海　壮太(2) 福田
ミヤモト　ヨシキ オオハラ [4.34]

28 29154 宮本　善生(2) 大原
ワダ　ミキノリ タモンヒガシ [4.00]

29 26759 和田　樹忠(2) 多聞東
ハラダ　タイチ サクラガオカ [5.08]

30 27424 原田　泰知(2) 桜が丘
マツムラ　リンタ モトヤマ [4.39]

31 20305 松村　稟太(2) 本山
フジイ　ヒデキ タカクラ [5.32]

32 25360 藤井　秀樹(3) 高倉
ヤマグチ　ケイタ アリノ [4.27]

33 29258 山口　慧太(2) 有野
タマイ　カズマ サクラガオカ [5.35]

34 27422 玉井　一真(2) 桜が丘

Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イタニ　シンヤ タモンヒガシ [10.76]

1 26740 井谷　心哉(2) 多聞東
ヤマモト　ヒロト フクダ [10.73]

2 26488 山本　大翔(3) 福田
カミムラ　ハルト タモンヒガシ [10.00]

3 26745 上村　遥人(2) 多聞東

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キシモト　タイチ サクラガオカ

1 27436 岸本　泰地(1) 桜が丘
ヤマダ　アオト ヒラノ

2 27815 山田　葵斗(1) 平野
ナカジマ　ユウト タカクラ [5.42]

3 25311 中島　悠翔(2) 高倉
イシイ　タカト オシベダニ [6.24]

4 27503 石井　貴人(2) 押部谷
キガワ　ショウゴ タモンヒガシ [6.29]

5 26746 木川　翔伍(2) 多聞東
シギョウ　カイリ ヒラノ [7.19]

6 27808 執行　海陸(2) 平野
ヒノ　リュウゴ ミナトガワ [9.44]

7 22347 日野　竜吾(3) 湊川
オガワ　リュウ タカクラ [9.58]

8 25318 小河　琉(2) 高倉
ヤマグチ　ケイタ タルミ [7.71]

9 26544 山口　慧太(2) 垂水
ハナダ　テッペイ アリノ [6.45]

10 29253 花田　徹平(2) 有野
ムラタ　ミツキ タモンヒガシ [6.27]

11 26756 村田　光希(2) 多聞東
ミヤモト　カイ サクラガオカ [6.06]

12 27425 宮本　快(2) 桜が丘
ミナカワ　ミント アリノ [5.18]

13 29257 皆川　明登(2) 有野
アキヤマ　リュウキ モモヤマダイ

14 26121 秋山　龍輝(2) 桃山台
マルセロ　ホーワン ホンジョウ

15 20120 マルセロ　ホーワン(1) 本庄

Powerd by AthleteRanking.com

中学生男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

中学・高校・一般男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組



(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハマダ　トモキ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [19.20]

2 濱田　友喜(5) 東舞子陸上競技部

ウエノ　ソウタ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [17.90]
3 植野　蒼大(5) 東舞子陸上競技部

オオイエ　レオン ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [14.70]
4 大家　玲音(6) 東舞子陸上競技部

カイバラ　ユウキ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [15.60]
5 貝原　悠希(5) 東舞子陸上競技部

オオムロ　アラタ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [16.50]
6 大室　新(5) 東舞子陸上競技部

ササキ　ハルト ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [17.60]
7 佐々木　陽大(5) 東舞子陸上競技部

ツバキ　サトシ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [17.10]
8 椿　理志(5) 東舞子陸上競技部

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クスダ　ユウヤ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [6:30.00]

1 楠田　裕也(5) 東舞子陸上競技部

ヒロナカ　ヨシキ タルミショウガッコウ [5:22.00]
2 弘中　芳樹(6) 垂水小学校

トクモト　ソウタ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [6:15.00]
3 徳元　奏太(6) 東舞子陸上競技部

Powerd by AthleteRanking.com

小学５・６年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

小学５・６年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組



(-  .  m/s) (-  .  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
ウエスギ　ララ ウオザキ [13.52] ムラタ　カレン ウオザキ [13.95]

1 20203 上杉　ララ(2) 魚崎 1 20205 村田　夏恋(2) 魚崎
コバヤシ　リコ イブキダイ [13.51] オオヤマ　ヒナタ イブキダイ [13.96]

2 29638 小林　莉子(2) 井吹台 2 29639 大山　ひなた(2) 井吹台
ニシムラ　ミツカ シオヤ [13.00] モリトキ　メイ タカトリ [13.79]

3 26255 西村　光華(3) 塩屋 3 25189 守時　芽唯(1) 鷹取
タカヤマ　アオイ ヨコオ [13.09] モリシタ　サキ モモヤマダイ [13.77]

4 25426 髙山　碧(2) 横尾 4 26125 森下　咲輝(2) 桃山台
コウダマ　イチカ タイサンジ [12.93] トミナガ　ヒナタ タイサンジ [13.79]

5 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺 5 28175 冨永　陽(2) 太山寺
オシミ　ノエ シオヤ [13.10] タナカ　ユラ オオハラ [13.72]

6 26251 押見　野枝(3) 塩屋 6 29173 田中　ゆら(2) 大原
ヤマモト　サヤ タイサンジ [13.21] コバヤシ　マオ ヨコオ [13.86]

7 28170 山本　紗也(2) 太山寺 7 25425 小林　茉央(2) 横尾
フジタニ　ミウ アリノキタ [13.30] ナカジマ　トモカ ホンタモン [13.80]

8 29322 藤谷　心詩(1) 有野北 8 27055 中島　朋香(2) 本多聞

(-  .  m/s) (-  .  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
ハブ　カンナ モトヤマ [14.25] ミヤザキ　リオ コウベナガサカ [14.39]

1 20311 土生　栞奈(1) 本山 1 27125 宮崎　莉央(2) 神戸長坂
イシヅカ　ユリア ホンジョウ [14.23] マツダ　メイ ミナトガワ [14.41]

2 20153 石塚　優利亜(2) 本庄 2 22371 松田　芽依(1) 湊川
ワカダ　ミツキ マイコ [14.01] ワタナベ　アン アリノ [14.30]

3 26834 若田　光季(3) 舞子 3 29211 渡邊　杏(2) 有野
ナカモト　ソラナ タイサンジ [13.97] エダノブ　ユウカ コウベナガサカ [14.31]

4 28160 中本　空菜(2) 太山寺 4 27123 枝信　佑果(2) 神戸長坂
ウエバヤシ　ココロ セイリョウダイ [14.10] キノシタ　ユミ シオヤ [14.30]

5 29511 上林　こころ(2) 星陵台 5 26263 木下　裕美(2) 塩屋
コクボ　ユエラ ハゼタニ [14.00] タナカ　サワ ミナトガワ [14.31]

6 27350 小久保　優蕾(2) 櫨谷 6 22367 田中　佐和(1) 湊川
ヨシダ　ミライ セイシン [14.22] チバ　ハルカ オシベダニ [14.32]

7 29415 吉田　未来(3) 西神 7 27503 千葉　遙(2) 押部谷
キシ　ミミ タカトリ [14.13] サイカイ　ミズキ オシベダニ [14.32]

8 25165 岸　美海(2) 鷹取 8 27510 西海　瑞葵(1) 押部谷

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アイオイ　ユア イブキダイ [14.52] カワノ　ハルカ オブ [14.72]

1 29644 相生　結愛(2) 井吹台 1 23435 川野　晴香(2) 小部
イタダニ　アカリ ホンタモン [14.57] エダノブ　ホノカ コウベナガサカ [14.79]

2 27053 板谷　朱莉(2) 本多聞 2 27122 枝信　歩果(2) 神戸長坂
ニシイ　コズエ タイサンジ [14.44] タナカ　リオ イカワダニ [14.69]

3 28106 西井　梢(1) 太山寺 3 27253 田中　莉央(2) 伊川谷
クリス　リオ イブキダイ [14.45] ホシノ　フウカ タイサンジ [14.65]

4 29632 栗栖　里桜(2) 井吹台 4 28107 星野　楓果(1) 太山寺
マエダ　ワカナ タルミ [14.46] スギシタ　アンリ オシベダニ [14.59]

5 26535 前田　和奏(2) 垂水 5 27504 杉下　杏凜(2) 押部谷
シンドウ　ミオ サクラガオカ [14.44] ヤマガタ　アサ モトヤマ [14.66]

6 27412 進藤　美桜(1) 桜が丘 6 20308 山形　安紗(1) 本山
マルイ　メイ タカクラ [14.50] イシダ　レイ セイリョウダイ [14.70]

7 25312 圓井　芽依(2) 高倉 7 29522 石田　礼衣(1) 星陵台
シギョウ　ミチカ ホンジョウ [14.49] ヤスガキ　ソヨカ ヨコオ [14.71]

8 20160 執行　美誓(1) 本庄 8 25435 安垣　颯華(1) 横尾

Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6組



(-  .  m/s) (-  .  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
タニガワ　モモナ セイリョウダイ [14.90] マルヤマ　チヒロ オブ [15.01]

1 29515 谷河　桃々菜(2) 星陵台 1 23432 丸山　ちひろ(2) 小部
ヤマシタ　アヤネ シオヤ [14.90] ナカイ　メイ シオヤ [15.02]

2 26267 山下　絢音(2) 塩屋 2 26273 中井　芽衣(1) 塩屋
モリモト　ミウ タカクラ [14.82] イヨ　アスカ ホンジョウ [14.94]

3 25344 森本　美羽(1) 高倉 3 20152 伊豫　未来花(2) 本庄
ウエノ　マリナ タモンヒガシ [14.81] モリシタ　サヤ セイリョウダイ [14.90]

4 26747 上野　莉奈(2) 多聞東 4 29517 森下　紗耶(2) 星陵台
イシイ　アンナ コウベナガサカ [14.82] コバヤシ　アオイ マイコ [14.98]

5 27121 石井　杏奈(2) 神戸長坂 5 26811 小林　葵(2) 舞子
ヤマモト　リオナ タカクラ [14.84] ハナモト　リオナ ホンジョウ [14.93]

6 25345 山本　莉緒奈(1) 高倉 6 20154 花元　莉乙那(2) 本庄
ナカザワ　リホ ヨコオ [14.88] ササオカ　イツキ イブキダイ [14.98]

7 25432 中澤　莉帆(1) 横尾 7 29634 笹岡　愛生(2) 井吹台
コンドウ　ユア イブキダイ [14.89] オオマチ　ミヒロ タマツ [15.01]

8 29679 近藤　友愛(1) 井吹台 8 27615 大町　美弘(2) 玉津

(-  .  m/s) (-  .  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　ミユ アリノキタ [15.09] コタケ　ユノ ホンタモン [15.21]

1 29321 小林　心優(1) 有野北 1 27062 小竹　唯音(1) 本多聞
フクイ　アヤネ タマツ [15.07] フジカワ　シオリ シオヤ [15.20]

2 27617 福井　絢音(2) 玉津 2 26269 藤川　栞(2) 塩屋
ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [15.04] アンドウ　カエデ イブキダイ [15.17]

3 26754 中上　和奏(1) 多聞東 3 29670 安藤　楓(1) 井吹台
モガミ　ユイナ ホンタモン [15.02] ハセ　ミクル タモンヒガシ [15.12]

4 27061 茂上　結南(1) 本多聞 4 26756 長谷　美来(1) 多聞東
ヤマモト　カリン フクダ [15.06] ナカムラ　ホノカ オシベダニ [15.10]

5 26424 山本　花凜(1) 福田 5 27512 中村　優花(1) 押部谷
トリイ　ミコト タマツ [15.06] マツバラ　コノハ シオヤ [15.10]

6 27621 鳥居　心琴(2) 玉津 6 26265 松原　木乃葉(2) 塩屋
ウエスギ　ユウア タモンヒガシ [15.07] シロモト　ナギサ タイサンジ [15.18]

7 26746 上杉　夕愛(2) 多聞東 7 28174 城本　渚(2) 太山寺
オクタニ　サラ イブキダイ [15.07] オオツカ　ヒヨリ イカワダニ [15.19]

8 29674 奥谷　紗良(1) 井吹台 8 27256 大塚　日瑶里(2) 伊川谷

(-  .  m/s) (-  .  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　レイカ フクダ [15.37] カトウ　サエリ フクダ [15.61]

1 26420 山口　羚華(2) 福田 1 26417 加藤　冴理(2) 福田
フナサキ　アヤノ タルミ [15.33] イマルオカ　レイナ タカトリ [15.56]

2 26558 舟崎　綾乃(1) 垂水 2 25183 伊丸岡　伶奈(1) 鷹取
ミナミ　ネネ タカトリ [15.29] オオタ　ホノカ タルミ [15.41]

3 25181 南　峯々(1) 鷹取 3 26557 太田　穂香(1) 垂水
フジイ　ヒヨリ モトヤマ [15.27] フジイ　カホ モモヤマダイ [15.39]

4 20301 藤井　ひより(2) 本山 4 26137 藤井　花穂(1) 桃山台
タカハシ　トモカ モモヤマダイ [15.24] オカノ　ルカ コウベナガサカ [15.37]

5 26135 髙橋　共香(1) 桃山台 5 27132 岡野　琉花(1) 神戸長坂
ソノダ　サキ オオハラ [15.25] ミヤオ　キョウカ イブキダイ [15.38]

6 29187 園田　沙樹(1) 大原 6 29693 宮尾　京佳(1) 井吹台
ヤマノウエ　ミユキ オブ [15.32] ジョウガツジ　サキ イカワダニ [15.46]

7 23433 山野上　美幸(2) 小部 7 27255 城ケ辻　彩希(2) 伊川谷
ニシモト　ヒマリ セイリョウダイ [15.29] シマナガ　トモミ ホンタモン [15.46]

8 29528 西本　陽葵(1) 星陵台 8 27065 島永　知実(1) 本多聞

Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 8組

9組 10組

11組 12組



(-  .  m/s) (-  .  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
カサナミ　アンナ タルミ [15.75] ドイ　アンナ セイリョウダイ [15.80]

1 26553 笠波　杏奈(1) 垂水 1 29527 土井　杏南(1) 星陵台
アンドウ　ノノカ サクラガオカ [15.71] ワカイ　サキ マイコ [15.80]

2 27411 安東　ののか(1) 桜が丘 2 26802 若居　咲希(1) 舞子
ヤマモト　アヤナ アリノキタ [15.62] ナカノ　サヤハ オオハラ [15.78]

3 29325 山本　彩愛(1) 有野北 3 29182 中野　沙華(1) 大原
ツルイ　メル タマツ [15.66] イシイ　ホノカ セイリョウダイ [15.78]

4 27628 鶴井　愛瑠(1) 玉津 4 29521 石井　穂乃花(1) 星陵台
マルオカ　アンナ オオハラ [15.68] ヤスハラ　マオ コウベナガサカ [15.77]

5 29184 丸岡　杏奈(1) 大原 5 27140 安原　真央(1) 神戸長坂
カワシマ　モナ セイシン [15.66] イソザキ　ユラ オオハラ [15.76]

6 29417 川島　百来(2) 西神 6 29191 磯﨑　優来(1) 大原
イズモト　スミレ モモヤマダイ [15.68] オノウエ　シュリ イブキダイ [15.79]

7 26131 泉本　純伶(1) 桃山台 7 29675 尾上　朱梨(1) 井吹台
モリノ　マヒロ タカトリ [15.68] ワダ　アイコ タルミ [15.79]

8 25190 森野　真瑞(1) 鷹取 8 26554 和田　藍子(1) 垂水

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イシカワ　リオナ タルミ [15.98] オダ　ナツキ タカトリ [16.12]

1 26552 石川　里央菜(1) 垂水 1 25180 小田　夏希(1) 鷹取
フジタ　マユ タマツ [15.94] ミヤシタ　リノン ホンジョウ [16.07]

2 27629 藤田　真由(1) 玉津 2 20156 宮下　陽愛(2) 本庄
サキ　ナナ モモヤマダイ [15.88] タツミ　ユイ タイサンジ [16.01]

3 26134 佐木　那菜(1) 桃山台 3 28103 辰己　由衣(1) 太山寺
エンドウ　カエデ セイシン [15.92] カサハラ　ユナ ハゼタニ [16.03]

4 29403 遠藤　楓(1) 西神 4 27353 笠原　由捺(1) 櫨谷
ハヤシ　カホ イブキダイ [15.85] ツシマ　サクラ オオハラ [16.00]

5 29687 林　果歩(1) 井吹台 5 29188 對間　咲礼(1) 大原
ヤスダ　ユウノ サクラガオカ [15.90] サカタ　ハル ウエノ [16.06]

6 27415 安田　悠乃(1) 桜が丘 6 21104 坂田　はる(1) 上野
カワヒラ　ナツキ ヨコオ [15.92] マンダ　リオ ウオザキ [16.06]

7 25429 河平　夏希(1) 横尾 7 20234 萬田　莉生(1) 魚崎
ハンダ　リコ イブキダイ [15.93] ニッタ　アオイ シオヤ [16.07]

8 29688 半田　莉子(1) 井吹台 8 26264 新田　葵(2) 塩屋

(-  .  m/s) (-  .  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
ヨネダ　リカ タイサンジ [16.26] マツオカ　リホ イブキダイ [16.47]

1 28109 米田　梨夏(1) 太山寺 1 29690 松岡　梨穂(1) 井吹台
ササキ　ココア ヨコオ [16.28] カワシマ　サツキ シオヤ [16.55]

2 25431 佐々木　心愛(1) 横尾 2 26262 川島　颯稀(2) 塩屋
ワタナベ　リナ ハゼタニ [16.14] ヒラノ　アンズ ミナトガワ [16.37]

3 27356 渡部　里菜(1) 櫨谷 3 22370 平野　杏(1) 湊川
シノミヤ　メイ イブキダイ [16.17] タカベ　マイ サクラガオカ [16.35]

4 29680 四宮　萌彩(1) 井吹台 4 27414 髙部　真衣(1) 桜が丘
タカハシ　ミノリ ミナトガワ [16.14] アリタ　ナツキ セイリョウダイ [16.30]

5 22374 髙橋　美里(1) 湊川 5 29520 有田　奈月(1) 星陵台
タカハシ　アヤカ タイサンジ [16.17] モリ　ユウナ ヒラノ [16.37]

6 28101 高橋　彩香(1) 太山寺 6 27832 森　優奈(1) 平野
タワラモト　ユイナ セイシン [16.23] ナガイ　アズハ イカワダニ [16.42]

7 29404 俵本　結菜(1) 西神 7 27254 長井　梓葉(2) 伊川谷
モリ　ヒナ シオヤ [16.23] ヤスナガ　ミオリ モモヤマダイ [16.47]

8 26274 森　陽菜(1) 塩屋 8 26138 安永　光織(1) 桃山台
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカキ　ミズキ モモヤマダイ [16.95] ナカニシ　リカ タモンヒガシ [17.41]

1 26133 榊　碧月(1) 桃山台 1 26755 中西　莉佳(1) 多聞東
マエノ　エリカ ハゼタニ [16.93] ヒラシマ　ユウア コウベナガサカ [17.23]

2 27355 前野　絵里佳(1) 櫨谷 2 27138 平嶋　結愛(1) 神戸長坂
リン　シオク ナギサ [16.67] ヤマグチ　トウコ ミナトガワ [17.02]

3 21846 林　子奥(1) 渚 3 22376 山口　統子(1) 湊川
ミヤジ　シュウ ヨコオ [16.80] オオキ　ミライ イブキダイ [17.00]

4 25434 宮地　朱結(1) 横尾 4 29671 大木　みらい(1) 井吹台
ミツエダ　ミサキ タマツ [16.55] ホリキリ　ミナ セイリョウダイ [17.00]

5 27619 三枝　美咲(2) 玉津 5 29530 堀切　美那(1) 星陵台
モモタ　ミオ ナギサ [16.63] ナカヤマ　ユウナ ハゼタニ [17.05]

6 21845 桃田　美桜(1) 渚 6 27354 中山　優菜(1) 櫨谷
ムラカミ　ルリ オオハラ [16.84] ヨシダ　ミク マイコ [17.20]

7 29190 村上　瑠俐(1) 大原 7 26800 吉田　美空(1) 舞子
ナカガワ　ユイ イブキダイ [16.88] ヨコヤマ　ユキネ イブキダイ [17.08]

8 29686 中川　結衣(1) 井吹台 8 29696 横山　雪音(1) 井吹台

(-  .  m/s) (-  .  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
タツタ　ミユ イカワダニ ナカニシ　コトミ イカワダニ

1 27263 龍田　美優(1) 伊川谷 2 27264 中西　詞美(1) 伊川谷
コダン　アオイ ヨコオ コウヤマ　カレン タマツ

2 25430 小段　葵(1) 横尾 3 27616 香山　かれん(2) 玉津
ワタナベ　クルミ タマツ [18.19] タカハシ　サクラ サクラガオカ

3 27627 渡辺　來未(1) 玉津 4 27413 髙橋　さくら(1) 桜が丘
ハタ　ミリア ナギサ オカダ　ミク イカワダニ

4 21844 畑　みりあ(1) 渚 5 27261 岡田　美紅(1) 伊川谷
アサクラ　コハル タマツ ハタナカ　アヤナ コウベナガサカ

5 27613 朝倉　心晴(2) 玉津 6 27137 畠中　絢菜(1) 神戸長坂
オカダ　リナ イカワダニ キクチ　マユ イカワダニ

6 27260 岡田　莉奈(1) 伊川谷 7 27262 菊池　真由(1) 伊川谷
ミヤモト　ネネ タマツ キリタニ　ナツキ タマツ

7 27626 宮本　寧々(1) 玉津 8 27622 桐谷　夏姫(2) 玉津
モリ　ソナ オシベダニ

8 27513 森　颯菜(1) 押部谷

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナダ　アヤカ イカワダニ

1 27265 灘　彩夏(1) 伊川谷
ミウラ　チハル イカワダニ

2 27266 三浦　千陽(1) 伊川谷
ナカニシ　ミウ タルミ [28.04]

3 26534 仲西　未羽(2) 垂水
ヒガシババ　アサ アリノキタ [28.86]

4 29311 東馬場　杏咲(2) 有野北
シミズ　リオ フクダ [29.16]

5 26419 清水　梨桜(2) 福田
ヤマグチ　ミズキ タカクラ [26.33]

6 25332 山口　瑞生(3) 高倉
タムラ　マリ セイリョウダイ [31.00]

7 29526 田村　まり(1) 星陵台
スドウ　サクラ セイシン [30.63]

8 29418 須藤　咲愛(2) 西神
Powerd by AthleteRanking.com
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ネヅ　ユカリ オブ [2:40.79] ヒライ　ミユ オオハラ [2:48.48]

1 23446 根津　由香里(1) 小部 1 29192 平井　心結(1) 大原
タカタ　リアラ セイリョウダイ [2:40.00] ホンダ　ナナエ タルミ [2:46.50]

2 29525 高田　莉愛来(1) 星陵台 2 26551 本多　菜々恵(1) 垂水
タカヤマ　ミキ タカクラ [2:38.65] ハナダ　チユキ タマツ [2:46.51]

3 25347 髙山　美希(1) 高倉 3 27600 花田　智由希(3) 玉津
ナラハラ　マユ タマツ [2:38.97] ヤマグチ　エコ マイコ [2:46.45]

4 27601 楢原　真優(3) 玉津 4 26816 山口　絵子(2) 舞子
スズキ　アンナ セイリョウダイ [2:40.00] デグチ　アミ ウオザキ [2:46.78]

5 29524 鈴木　杏奈(1) 星陵台 5 20236 出口　愛望(1) 魚崎
ヤマシタ　レオ ウタシキヤマ [2:32.81] スズキ　ハルノ モトヤマ [2:43.16]

6 26602 山下　鈴央(2) 歌敷山 6 20304 鈴木　春乃(1) 本山
イノウエ　アミ ヒラノ [2:27.00] トタニ　ナツキ タイサンジ [2:44.40]

7 27829 井上　青海(1) 平野 7 28104 戸谷　夏姫(1) 太山寺
ハラダ　セト タカクラ [2:31.31] カジタ　マホ タマツ [2:42.20]

8 25311 原田　世都(2) 高倉 8 27605 梶田　真帆(3) 玉津
ヤギ　ハヅキ アリノキタ [2:33.41] ナカガワ　マドカ オオハラ [2:42.80]

9 29324 八木　葉月(1) 有野北 9 29189 中川　円(1) 大原
タナカ　リノ セイシン [2:24.30] ヤマモト　カナ タモンヒガシ [2:43.15]

10 29411 田中　梨乃(3) 西神 10 26757 山本　佳那(1) 多聞東
サトウ　ハナ フクダ [2:38.13] オガタ　ユア イブキダイ [2:46.15]

11 26418 佐藤　花(2) 福田 11 29640 緒方　優愛(2) 井吹台
ホンダ　レイア タカクラ [2:35.07] トダ　チイ オブ [2:45.31]

12 25342 本田　鈴愛(1) 高倉 12 23445 戸田　智唯(1) 小部
スギモト　マヤナ オオイケ [2:33.62] シントク　ルキ セイリョウダイ [2:45.00]

13 23012 杉本　麻椰菜(1) 大池 13 29514 新德　琉姫(2) 星陵台
タカダ　カナ アリノキタ [2:36.35] ミムラ　アオイ イカワダニ [2:45.33]

14 29310 髙田　佳那(2) 有野北 14 27257 三村　葵(2) 伊川谷

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカシマ　アイナ ホンタモン [2:55.00] ワダ　ユズナ シオヤ [3:00.00]

1 27057 中島　愛奈(2) 本多聞 1 26268 和田　ゆず奈(2) 塩屋
カワバタ　カノン イカワダニ [2:54.75] オカダ　ユウア イブキダイ [3:00.00]

2 27251 川畑　華音(2) 伊川谷 2 29630 岡田　結愛(2) 井吹台
ツジ　ミナミ ミナトガワ [2:54.65] カワグチ　ハルカ セイリョウダイ [3:00.00]

3 22368 辻　美波(1) 湊川 3 29523 川口　晴楓(1) 星陵台
ムラカミ　ソノ タカクラ [2:53.17] オノエ　ユナ ホンジョウ [3:01.58]

4 25343 村上　想乃(1) 高倉 4 20151 尾上　優奈(2) 本庄
カツモト　アヤハ タルミ [2:54.40] ノブモト　サヨ マイコ [3:00.57]

5 26556 勝本　彩葉(1) 垂水 5 26801 信本　咲世(1) 舞子
オオツカ　ナツコ ウオザキ [2:49.68] ナカソネ　リコ ミナトガワ [2:55.71]

6 20201 大塚　那都子(2) 魚崎 6 22369 仲宗根　莉子(1) 湊川
カドモト　マナカ フクダ [2:48.65] イケダ　ミハナ タカクラ [2:56.64]

7 26421 門元　愛佳(1) 福田 7 25341 池田　美波那(1) 高倉
ミヤザキ　アオバ イブキダイ [2:49.06] ナガイ　ミズキ タカトリ [2:57.03]

8 29648 宮崎　青葉(2) 井吹台 8 25186 永井　泉葵(1) 鷹取
オキヨシ　モナカ タカトリ [2:50.68] イワモト　ユイ オブ [2:57.03]

9 25170 沖吉　萌菜花(2) 鷹取 9 23441 岩本　ゆい(1) 小部
モトダ　クルミ タイサンジ [2:49.98] マツモト　チナ ヨコオ [2:57.02]

10 28108 元田　くるみ(1) 太山寺 10 25433 松本　稚奈(1) 横尾
ヤマダ　コハル イカワダニ [2:52.27] マツモト　ユヅキ シオヤ [3:00.00]

11 27252 山田　心晴(2) 伊川谷 11 26266 松本　ゆづき(2) 塩屋
イケジマ　サトネ タカクラ [2:53.09] フジイ　ミハネ オシベダニ [2:59.53]

12 25346 池嶋　里音(1) 高倉 12 27511 藤井　美羽(1) 押部谷
ネシ　アオイ ウオザキ [2:52.97] オオハシ　コウミ ヨコオ [2:57.12]

13 20226 根志　あおい(2) 魚崎 13 25428 大橋　瑚海(1) 横尾
コサカ　リオ フキアイ [2:51.23] カジハラ　アイラ タモンヒガシ [2:59.94]

14 21400 小阪　莉央(3) 葺合 14 26748 梶原　逢楽(2) 多聞東
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
スギモト　アユ シオヤ [3:30.00]

1 26271 杉本　あゆ(1) 塩屋
タナカ　カホ コウベナガサカ

2 27141 田中　夏帆(1) 神戸長坂
テライ　ミカ フクダ

3 26423 寺井　美果(1) 福田
タナカ　ユヅキ シオヤ [3:30.00]

4 26272 田中　優月(1) 塩屋
ハラダ　ユズカ セイシン [3:40.20]

5 29407 原田　柚花(1) 西神
ヤマシタ　ムツキ タイサンジ [3:03.67]

6 28110 山下　睦稀(1) 太山寺
コシハラ　メグ タモンヒガシ [3:09.03]

7 26752 越原　芽玖(1) 多聞東
ホソカワ　サクラ アリノキタ [3:05.03]

8 29323 細川　咲來(1) 有野北
エンドウ　シュン タカトリ [3:08.28]

9 25185 遠藤　旬(1) 鷹取
ナカムラ　アサ ウオザキ [3:08.43]

10 20235 中村　あさ(1) 魚崎
エグチ　アイリ コウベナガサカ [3:21.17]

11 27131 江口　和里(1) 神戸長坂
シンリキ　ヒナノ ホンジョウ [3:25.63]

12 20150 神力　日向暖(2) 本庄
ヤマサキ　ソナ ヨコオ [3:09.25]

13 25427 山崎　想奈(2) 横尾
ナカモト　ケイ ナギサ [3:10.21]

14 21843 中元　恵(1) 渚
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カタヤマ　アカリ ナギサ [5:09.18] スエイシ　アヤナ タイサンジ [5:25.31]

1 21831 片山　紅里(2) 渚 1 28158 末石　彩夏(2) 太山寺
アズマ　ハル ミナトガワ [5:08.34] トクモト　ハルナ セイリョウダイ [5:20.00]

2 22364 東　はる(1) 湊川 2 29508 德元　陽菜(3) 星陵台
カワイ　リコ セイリョウダイ [5:00.00] フジモト　ミレナ イカワダニ [5:23.54]

3 29512 河合　里恋(2) 星陵台 3 27250 藤本　みれな(2) 伊川谷
モリシタ　シズク イカワダニ [5:04.37] フルカワ　ミサキ タルミ [5:20.68]

4 27245 森下　凉月(3) 伊川谷 4 26532 古川　美咲(2) 垂水
アキヤマ　ヒイロ タカトリ [5:03.39] タカハシ　サヤカ タイサンジ [5:26.11]

5 25157 秋山　ひいろ(3) 鷹取 5 28155 髙橋　咲也香(2) 太山寺
カガワ　ハルカ タイサンジ [4:52.05] ノマ　カヅキ アリノ [5:09.30]

6 28177 香川　悠(2) 太山寺 6 29209 野間　香月(2) 有野
コウノ　ミオ セイリョウダイ [4:45.00] クロカワ　ハンナ コウベナガサカ [5:10.00]

7 29503 河野　心桜(3) 星陵台 7 27134 黒川　絆奈(1) 神戸長坂
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ [4:49.50] マツモト　ミウ セイリョウダイ [5:15.00]

8 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 8 29509 松本　未羽(3) 星陵台
カネコ　セナ マイコ [4:48.87] モリ　ハルカ タイサンジ [5:14.72]

9 26817 金子　聖奈(2) 舞子 9 28162 森　春佳(2) 太山寺
ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [4:58.20] イシイ　ハナ コウベナガサカ [5:15.08]

10 29306 細川　日向(3) 有野北 10 27111 石井　英(3) 神戸長坂
ムラカミ　サチコ オウツカダイ [4:56.39] フジイ　ユイ セイリョウダイ [5:20.00]

11 27701 村上　咲智子(2) 王塚台 11 29529 藤井　結衣(1) 星陵台
イケモト　ユイコ セイリョウダイ [4:55.00] アキヤマ　カホ オシベダニ [5:20.37]

12 29502 池本　結子(3) 星陵台 12 27505 秋山　果穂(2) 押部谷
ヒラノ　サツキ オブ [4:53.51] コレトモ　チヒロ セイリョウダイ [5:20.00]

13 23422 平野　さつき(3) 小部 13 29505 是友　千洋(3) 星陵台

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクナガ　アヤミ オブ [5:46.49] マツウラ　ミオン イブキダイ [6:15.00]

1 23436 福永　彩心(2) 小部 1 29691 松浦　実音(1) 井吹台
キシモト　タツキ ヒラノ [5:45.00] コジマ　サキホ ナギサ [6:33.98]

2 27826 岸本　樹姫(2) 平野 2 21841 小嶋　咲穂(1) 渚
シバハラ　サクラ コウベナガサカ [5:45.00] マツシマ　ナオ イブキダイ

3 27135 柴原　さくら(1) 神戸長坂 3 29692 松島　奈央(1) 井吹台
フジタ　シズク ヒラノ [5:45.00] ナカガキ　フミカ タイサンジ

4 27821 藤田　詩月(2) 平野 4 28105 中垣　文花(1) 太山寺
タカハシ　サクラ ミナトガワ [5:46.71] イシオカ　ノア ホンタモン [5:55.00]

5 22356 髙橋　咲良(3) 湊川 5 27050 石岡　叶彩(2) 本多聞
シラキ　ヒナタ アリノ [5:37.87] フジヤマ　オトハ イブキダイ [5:50.00]

6 29203 白木　陽奈多(2) 有野 6 29689 藤山　乙葉(1) 井吹台
ミキ　アヤハ イカワダニ [5:30.27] サオヤマ　リコ ヒラノ [6:00.00]

7 27243 三木　彩羽(3) 伊川谷 7 27830 佐尾山　琳子(1) 平野
モリタ　ラン コウベナガサカ [5:26.76] カタクラ　チハル イブキダイ [6:00.00]

8 27115 森田　藍(3) 神戸長坂 8 29676 片倉　千晴(1) 井吹台
ハリマ　アイサ タイサンジ [5:31.44] タケウチ　サナ タカトリ [6:00.00]

9 28176 播磨　あいさ(2) 太山寺 9 25171 竹内　紗菜(2) 鷹取
ムラカミ　リン タカトリ [5:42.08] コマツ　ユイ イブキダイ [6:10.00]

10 25168 村上　凛(2) 鷹取 10 29678 小松　由惟(1) 井吹台
マツダ　ミサキ タイサンジ [5:36.01] コバヤシ　リオン タマツ [6:00.06]

11 28166 松田　美咲(2) 太山寺 11 27620 小林　莉音(2) 玉津
カワムラ　スミレ ミナトガワ [5:37.89] ナカモリ　ハルカ イブキダイ [6:05.01]

12 22362 河村　すみれ(2) 湊川 12 29646 仲森　遥香(2) 井吹台
ヤノ　アイカ タイサンジ [5:38.30] オガワ　ユズノ ホンタモン [6:01.81]

13 28167 矢野　愛花(2) 太山寺 13 27051 小川　柚乃(2) 本多聞

Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

3組 4組



(-  .  m/s) (-  .  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
オカダ　アヤカ タカトリ [17.72] ハッタ　サアヤ タルミ [19.46]

2 25169 岡田　彩加(2) 鷹取 2 26537 八田　咲綾(2) 垂水
クジメ　サキ タルミ [17.15] カタヤマ　チヒロ シオヤ [19.53]

3 26533 久次米　咲季(2) 垂水 3 26261 片山　千寛(2) 塩屋
モリ　チヒロ タイサンジ [16.00] ナカヤマ　ユラ ウオザキ [17.87]

4 28169 森　千裕(2) 太山寺 4 20204 中山　夢瑛(2) 魚崎
タムラ　アヤナ セイリョウダイ [15.50] アサカワ　ユイナ タルミ [18.64]

5 29507 田村　綾菜(3) 星陵台 5 26530 浅川　唯汝(2) 垂水
タノウエ　キョウカ タイサンジ [15.25] タナカ　コハル モモヤマダイ [18.03]

6 28127 田上　京夏(3) 太山寺 6 26122 田中　心遥(2) 桃山台
カミカリヤ　セナ ヒラノ [17.13] キノシタ　サラ マイコ [19.22]

7 27812 上仮屋　聖奈(3) 平野 7 26810 木下　沙羅(2) 舞子
カヤマ　モモハ タイサンジ [16.32] サオヤマ　フミ ホンタモン [18.74]

8 28178 香山　百葉(2) 太山寺 8 27052 佐尾山　布美(2) 本多聞

(-  .  m/s) (-  .  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
ナンキ　ミノリ マイコ [20.95] ヤマモト　リオ イカワダニ

2 26813 南木　みのり(2) 舞子 2 27268 山本　梨央(1) 伊川谷
ミヤシタ　ミオ マイコ [20.81] オオヤ　キラリ ミナトガワ

3 26815 宮下　美汐(2) 舞子 3 22373 大矢　きらり(1) 湊川
サカイ　シイナ セイリョウダイ [20.00] アンマ　ユズキ モトヤマ [21.00]

4 29513 酒井　椎名(2) 星陵台 4 20306 安間　柚葵(1) 本山
オカイ　ナナミ ヒラノ [19.67] ニシワキ　ハナ モトヤマ [21.00]

5 27825 岡井　七海(2) 平野 5 20310 西脇　羽南(1) 本山
マツオ　ナナコ タカトリ [20.47] ヤマウチ　イツキ イカワダニ [21.29]

6 25161 松尾　奈菜子(2) 鷹取 6 27267 山内　樹(1) 伊川谷
クルマ　スミレ イブキダイ [20.51] ゴトウ　サラ ホンタモン

7 29647 来馬　純鈴(2) 井吹台 7 27060 後藤　桜空(1) 本多聞

Powerd by AthleteRanking.com

中学生女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

3組 4組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワウチ　ラン ヒラノ

1 27827 川内　藍(1) 平野
ワカハラ　チハル アリノ

2 29210 若原　千晴(2) 有野
ホズミ　アオイ タカトリ

3 25160 穗積　葵(2) 鷹取
ササキ　リセ タルミ

4 26550 佐々木　莉聖(1) 垂水
ヤマグチ　ミツキ イブキダイ [1.25]

5 29633 山口　美月(2) 井吹台
タケノウチ　ヒヨリ アリノ [1.40]

6 29204 竹ノ内　陽莉(2) 有野
マツノ　イロハ タカトリ [1.15]

7 25162 松野　彩葉(2) 鷹取
ハヤシ　リンカ モトヤマ [1.20]

8 20300 林　凛香(2) 本山
ナルセ　シオリ オシベダニ [1.35]

9 27501 成瀬　汐織(3) 押部谷
ツジゴウ　サラ タカトリ [1.15]

10 25167 辻󠄀郷　紗良(2) 鷹取
タネイチ　モエ イブキダイ [1.25]

11 29636 種市　萌(2) 井吹台
カタヤマ　トモミ タイサンジ [1.25]

12 28152 片山　友実(2) 太山寺
キムラ　サキ モトヤマ [1.15]

13 20307 木村　咲希(1) 本山
ホリケ　アイ アリノ [1.25]

14 29207 堀家　愛(2) 有野

Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キクチ　イチカ タルミ

1 26555 菊地　一華(1) 垂水
ヒラカワ　マホ アリノ

2 29206 平川　真穂(2) 有野
アサハラ　ナナミ タイサンジ [3.57]

3 28168 朝原　菜々美(2) 太山寺
モリ　ヒナタ アリノ [3.42]

4 29208 森　陽菜多(2) 有野
ハママツ　ミキ ウオザキ [3.68]

5 20202 浜松　みき(2) 魚崎
ハリキ　ユキ ホンタモン

6 27063 張木　愉綺(1) 本多聞
トヨシマ　アカリ アリノ [3.43]

7 29205 豊島　朱里(2) 有野
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ

8 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂
タキモト　リコ アリノ [3.08]

9 29212 滝本　莉子(2) 有野
セコ　ハヅキ モトヤマ [3.50]

10 20302 世古　葉月(1) 本山
サイトウ　ミヅキ アリノ [3.66]

11 29202 齋藤　実月(2) 有野
マルタニ　ヒヨリ モトヤマ [3.60]

12 20305 丸谷　ひより(1) 本山
ヒライシ　ナナコ タイサンジ [3.59]

13 28156 平石　奈々子(2) 太山寺
オクムラ　アヤカ イブキダイ [5.00]

14 29645 奥村　彩加(2) 井吹台
ハゼカワ　ミハネ セイリョウダイ [4.40]

15 29516 沙魚川　心羽(2) 星陵台
タナカ　ユラ ホンタモン [4.28]

16 27056 田中　侑来(2) 本多聞
オガワ　マヒル イブキダイ [4.30]

17 29673 小川　まひる(1) 井吹台
ヤマモト　ユウヅキ タカトリ [3.98]

18 25164 山本　憂月(2) 鷹取
トダ　ヒマリ ヒラノ [4.00]

19 27813 戸田　向日葵(3) 平野
コバシ　ワカナ タイサンジ [4.21]

20 28173 小橋　若奈(2) 太山寺
ヒロイ　ルルナ タルミ [4.02]

21 26538 廣井　琉月(2) 垂水
センニン　サキネ タモンヒガシ [4.00]

22 26753 仙人　咲音(1) 多聞東
カツラ　マオ イブキダイ [3.98]

23 29637 桂　舞桜(2) 井吹台
タケウチ　アユミ タイサンジ [4.01]

24 28102 竹内　歩美(1) 太山寺
スギヤマ　ユウキ イブキダイ [3.78]

25 29642 杉山　結咲(2) 井吹台
オオイワ　ソノ タイサンジ [3.81]

26 28163 大岩　苑(2) 太山寺
キクチ　ノドカ ホンタモン [3.79]

27 27054 菊地　のどか(2) 本多聞
オオツカ　ユウカ ヒラノ [4.20]

28 27824 大塚　悠華(2) 平野
タニグチ　ナナカ マイコ [3.73]

29 26812 谷口　菜々香(2) 舞子

Powerd by AthleteRanking.com

中学・高校・一般女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシオ　チヒロ タイサンジ

1 28164 西尾　千弥(2) 太山寺
タイラ　ヒナツ タイサンジ [5.59]

2 28154 平　ひなつ(2) 太山寺
ハナノ　ナナミ ハゼタニ [7.36]

3 27351 花野　七海(2) 櫨谷
オシミ　ノラ シオヤ [8.31]

4 26252 押見　野良(3) 塩屋
コミナミ　ユイ ヒラノ [9.20]

5 27822 小南　結(2) 平野
ヒラキ　リン タイサンジ [7.43]

6 28161 平木　凛(2) 太山寺
オオモリ　ココロ ハゼタニ [6.39]

7 27349 大森　こころ(2) 櫨谷
セキサダ　ヒカル タイサンジ

8 28100 席定　輝(1) 太山寺

Powerd by AthleteRanking.com

中学生女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組



(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ホンダ　マオカ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [19.50]

3 本田　麻桜花(6) 東舞子陸上競技部

フジイ　メイ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [15.90]
4 藤井　夢結(5) 東舞子陸上競技部

コニシ　ユイネ タルミショウガッコウ [18.00]
5 小西　彩心(6) 垂水小学校

ヤマオカ　ナナミ ヒガシマイコリクジョウキョウギブ [16.80]
6 山岡　那々美(6) 東舞子陸上競技部

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アオキ　ヒマリ タルミショウガッコウ [2:55.00]

1 青木　陽茉里(6) 垂水小学校

Powerd by AthleteRanking.com

小学５・６年女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組

小学５・６年女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組


