
(-  .  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
コタニ　ユウタ ホンジョウ [13.60] アララギ　タイヨウ ヤマダ [13.36]

2 20170 小谷　侑汰(3) 本庄 2 23153 蘭　太陽(3) 山田
トクトメ　アツシ フクダ [13.03] クスモト　ケイイチロウ ハゼタニチュウ [13.12]

3 26483 徳留　敦(3) 福田 3 27387 楠本　敬一郎(3) 櫨谷
フジモト　ケイスケ サクラガオカ [11.42] ヤマモト　ソウゲツ ヨコオ [11.94]

4 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘 4 25466 山本　蒼月(3) 横尾
アオヤマ　ジョウリュウ ケイメイ [11.92] コバヤシ　ハルマ コウヨウ [11.37]

5 29001 青山　承立(3) 啓明 5 20062 小林　温眞(3) 向洋
マツオカ　ユイト カラト [12.24] クスセ　リョウヘイ タルミ [12.17]

6 22936 松岡　結斗(3) 唐櫃 6 26527 楠瀬　凌平(3) 垂水
ウエハラ　コウタ スマガクエン [12.46] ナカヤス　キョウイチ ウエノ [12.48]

7 29726 上原　康太(3) 須磨学園 7 21117 中安　喬一(3) 上野
ハヤカワ　キョウヘイ シンダイフゾクチュウ [12.75] コバヤシ　シュウタ ナダ [12.70]

8 28215 早川　恭平(3) 神大附属 8 28443 小林　秀多(3) 灘

(-  .  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
ムカエ　コウタ オオハラ [13.90] ウオシマ　ミナト タカトリ [14.37]

2 29136 向江　晃汰(3) 大原 2 25146 魚嶋　湊(3) 鷹取
タケウチ　シュンタ ホンタモン [14.25] ウチムラ　タイガ アリマ [13.76]

3 27016 竹内　俊太(3) 本多聞 3 22822 内村　彪(3) 有馬
マツマエ　タイガ セイリョウダイ [12.35] トデ　ダイト キタコウベ [11.58]

4 29525 松前　大雅(3) 星陵台 4 24161 戸出　大翔(3) 北神戸
オオツボ　レオト スズランダイ [11.70] タケマ　イオ ミナトジマガクエン [11.85]

5 23521 大坪　澪音(3) 鈴蘭台 5 21943 竹間　惟勇(3) 港島学園
ホンダ　キョウヘイ ヤマダ [11.81] カタヤマ　ツヨシ アリノ [12.29]

6 23155 本田　恭平(3) 山田 6 29226 片山　剛(3) 有野
ナカガワ　レン モトヤマ [12.34] コイケ　シュンタ ナギサ [12.42]

7 20355 中川　廉(3) 本山 7 21834 小池　隼太(3) 渚
タカミヤ　リョウ ウオザキ [12.95] タケモリ　レン シンダイフゾクチュウ [12.80]

8 20208 髙宮　遼(3) 魚崎 8 28213 竹森　蓮(3) 神大附属
イワイ　ノア イカワダニ [12.90] ナカハラ　ゲンタ ナガミネ [13.01]

9 27205 岩井　望空(3) 伊川谷 9 21068 中原　絃太(3) 長峰

(-  .  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
ハヅキ　ヒロト オオゾウ [13.24] タナカ　コウヨウ ハゼタニチュウ [13.17]

2 23911 巴月　滉人(3) 大沢 2 27389 田中　康陽(3) 櫨谷
ミヤガワ　ジン ヨコオ [13.20] カネイ　マナト タカトリ [13.36]

3 25467 宮川　仁(3) 横尾 3 25145 兼井　愛斗(3) 鷹取
タカヒラ　ハヤト オシベダニ [12.03] カドワキ　コウセイ モトヤマ [11.97]

4 27553 高比良　隼(3) 押部谷 4 20354 門脇　功成(3) 本山
ナカタニ　ツバサ ミナトガワ [12.07] マハラ　ナオキ モトヤマミナミ [11.29]

5 22348 中谷　空駆(3) 湊川 5 20696 馬原　直希(3) 本山南
ツチハシ　ハルト イブキダイ [11.22] クリバヤシ　コウタロウ スミヨシ [12.15]

6 29647 土橋　遥人(3) 井吹台 6 20452 栗林　弘太郎(3) 住吉
タノハタ　コウスケ ハラダ [12.59] ウエスギ　ジン ハラダ [12.49]

7 20944 田之畑　享助(3) 原田 7 20941 上杉　仁(3) 原田
ミヤモト　エイタ タモンヒガシ [12.65] セト　リョウタ オブ [12.68]

8 26734 宮本　瑛太(3) 多聞東 8 23432 瀬戸　亮大(3) 小部
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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
ニワ　ユウヒ マイコ [13.23] オオタケ　アツシ ナガミネ [13.02]

2 26823 丹羽　夕陽(3) 舞子 2 21071 大竹　敦士(3) 長峰
ヤマグチ　アオイ ホンジョウ [13.24] フルキ　リョウガ ナガタ [13.72]

3 20177 山口　葵(3) 本庄 3 24915 古木　凌駕(3) 長田
モリキ　カンタ タマツ [11.00] マツシマ　リクト スミヨシ [12.42]

4 27611 森木　幹太(3) 玉津 4 20456 松島　陸翔(3) 住吉
サトウ　アキ オシベダニ [12.04] ハラ　ユウヤ マイコ [11.88]

5 27550 佐藤　暉(3) 押部谷 5 26824 原　悠也(3) 舞子
コバヤシ　カイシ ミカゲ [12.04] スズミ　コウキ イカワダニ [11.58]

6 20552 小林　魁士(3) 御影 6 27203 鈴見　光希(3) 伊川谷
ニンベ　ユウキ モモヤマダイ [12.63] マツムラ　サンシロウ アリノキタ [12.24]

7 26116 仁部　祐大(3) 桃山台 7 29389 松村　三四郎(3) 有野北
ヤマサキ　トモキ タルミ [12.64] トクダ　ショウ タモンヒガシ [12.78]

8 26534 山﨑　智葵(3) 垂水 8 26730 徳田　翔(3) 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
ヤクシジ　テッペイ オオハラ [14.02] カワカミ　ジュンペイ オオイケチュウガッコウ [13.19]

2 29130 藥師寺　哲平(3) 大原 2 23024 川上　純平(3) 大池
アカサキ　ユウリ ウオザキ [14.23] ハシモト　ジェダイ ミナトガワ [13.30]

3 20230 赤﨑　佑史(3) 魚崎 3 22349 橋本　時代(3) 湊川
マツダ　ノリアキ ナダ [12.35] ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ [11.25]

4 28442 松田　憲明(3) 灘 4 29526 三宅　陽立(3) 星陵台
シラヒゲ　レイジ キタコウベ [11.74] ニシモト　ヨシタロウ イブキダイ [12.06]

5 24170 白髭　怜士(3) 北神戸 5 29648 西本　義太郎(3) 井吹台
ナカヤマ　シュン セイシン [12.34] カリタニ　ヒロイ タマツ [11.97]

6 29418 中山　俊(3) 西神 6 27609 苅谷　弘唯(3) 玉津
カミヤ　ケンゴ ミカゲ [11.77] トザワ　ナオヤ タカショウ [12.65]

7 20551 神谷　健悟(3) 御影 7 20777 戸澤　直哉(3) 鷹匠
ノロ　ユウト フクダ [12.91] シオツ　ダイキ スズランダイ [12.57]

8 26484 野呂　勇仁(3) 福田 8 23524 塩津　大輝(3) 鈴蘭台
ウチダ　ジン カラト [12.91]

9 22930 内田	　迅(3) 唐櫃

(-  .  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
クロダ　レン オブ [14.30] イマコウジ　ユキト ケイメイ [13.57]

2 23434 黒田　蓮(3) 小部 2 29004 今小路　行富(3) 啓明
ナンジョウ　サヤト ロッコウガクイン [13.88] カナヤ　ナオキ ナガタ [14.69]

3 28552 南條　清斗(3) 六甲学院 3 24911 金谷　尚樹(3) 長田
キタウラ　ガク タカショウ [12.40] イワモト　ダイキ シオヤ [11.89]

4 20773 北浦　雅久(3) 鷹匠 4 26242 岩本　大輝(3) 塩屋
オガワ　ヒカル ウタシキヤマ [12.34] フジイ　ヒデキ タカクラ [12.46]

5 26603 小川　光(3) 歌敷山 5 25360 藤井　秀樹(3) 高倉
ヤマモト　レイジ ナギサ [11.61] クロカワ　ヒデトシ タルミヒガシチュウ [12.24]

6 21837 山本　玲慈(3) 渚 6 26321 黒川　英敏(3) 垂水東
モリワキ　ユタカ コウベナガサカ [11.85] イチマ　ユウ コウベナガサカ [11.58]

7 27118 森脇　悠賢(3) 神戸長坂 7 27111 市間　勇(3) 神戸長坂
ハラ　ココロ オオイケチュウガッコウ [12.89] サトウ　ヨシユキ ウエノ [13.03]

8 23032 原　想路(3) 大池 8 21116 佐藤　恵行(3) 上野
タナカ　ミズキ シオヤ [12.97] シンドウ　ショウセイ モモヤマダイ [12.75]

9 26246 田中　瑞希(3) 塩屋 9 26114 進藤　翔誠(3) 桃山台
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ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケウチ　ケンタ アリマ [13.79]

2 22823 武内　健太(3) 有馬
マツバラ　ユウ セイシン [14.32]

3 29419 松原　脩(3) 西神
コバヤシ　シュント コウヨウ [12.40]

4 20060 小林　俊音(3) 向洋
ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン [11.61]

5 21942 佐々木　一朗(3) 港島学園
ヨネザワ　ハル アリノキタ [12.33]

6 29393 米澤　羽琉(3) 有野北
キムヤ　イク モトヤマミナミ [11.85]

7 20603 金也　郁(3) 本山南
サイトウ　アオイ ホンタモン [12.83]

8 27011 齋藤　碧(3) 本多聞
イソガミ　リュウキ サクラガオカ [13.01]

9 27415 磯上　琉稀(3) 桜が丘

(-  .  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
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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
タカハシ　ユウキ サクラガオカ [15.42] アミタニ　カズアキ スマガクエン [14.37]

2 27421 髙橋　佑綺(2) 桜が丘 2 29727 網谷　和亮(2) 須磨学園
マエダ　カズキ ミナトガワ [13.90] モリ　レン モトヤマ [14.37]

3 22357 前田　和希(2) 湊川 3 20306 森　蓮(2) 本山
モモタ　シンゴ ヤマダ [12.77] マエダ　ユウト ウタシキヤマ [12.48]

4 23106 百田　心吾(2) 山田 4 26608 前田　悠斗(2) 歌敷山
マツモト　アスマ オブ [13.16] サワダ　リキナル タモンヒガシ [12.48]

5 23441 松本　明磨(2) 小部 5 26747 澤田　力成(2) 多聞東
イケダ　アキヒサ イカワダニ [12.75] ヨシイケ　ナナト カラト [12.95]

6 27218 池田　晃悠(2) 伊川谷 6 22952 吉池　七斗(2) 唐櫃
ヒライ　トウマ エボシ [11.79] クチハラ　ムツキ ウエノ [12.98]

7 20802 平井　斗真(2) 烏帽子 7 21121 口原　睦生(2) 上野
ニシナカ　カズマ キタコウベ [13.18] サイトウ　ツヨシ ナダ [13.38]

8 24197 西中　一真(2) 北神戸 8 28462 齋藤　毅(2) 灘
マツシマ　テン アリマ [13.78] クスダ　ユウシ タルミ [13.36]

9 22814 松島　天(2) 有馬 9 26554 楠田　優心(2) 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
イシイ　タカト オシベダニ [13.90] コヤマ　リョウヘイ タイサンジ [13.80]

2 27503 石井　貴人(2) 押部谷 2 28153 小山　凌平(2) 太山寺
サカタ　ソラ シラカワダイ [15.00] タカハシ　リョウ ナギサ [13.84]

3 25734 坂田　蒼空(2) 白川台 3 21842 髙橋　遼(2) 渚
アラキ　シュント スミヨシ [12.78] カワムラ　コウシロウ タキガワ [12.50]

4 20471 荒木　俊音(2) 住吉 4 28968 河村　剛史郎(2) 滝川
サカモト　ショウ モトヤマミナミ [12.73] フクザキ　リュウキ ホンタモン [11.61]

5 20620 坂本　翔(2) 本山南 5 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞
ナガタ　カンタ コウヨウ [12.00] トノヤマ　ルイ ミナトジマガクエン [12.76]

6 20088 永田　敢大(2) 向洋 6 21970 殿山　流唯(2) 港島学園
ヤマグチ　ハルト ケイメイ [13.14] ニシオ　ユウキ ナガミネ [12.76]

7 29026 山口　遥大(2) 啓明 7 21016 西尾　友希(2) 長峰
カミジマ　リョウタ ヒガシオチアイ [13.72] イソ　リュウヤ タマツ [13.16]

8 25601 上島　涼太(2) 東落合 8 27631 磯　隆也(2) 玉津
ユキノブ　ヒロト マイコ [13.20] ササオカ　リュウ ホンジョウ [13.18]

9 26802 行延　礼翔(2) 舞子 9 20108 笹岡　劉(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
ウミノ　イッセイ ハラダ [14.88] シオツ　エイト サクラガオカ [14.48]

2 20952 海野　壱星(2) 原田 2 27420 塩津　瑛人(2) 桜が丘
オガタ　トモヤ アリマ [14.00] コンドウ　ヒナタ ハラダ [14.27]

3 22811 緒方　友哉(2) 有馬 3 20953 近藤　太陽(2) 原田
ヒサバヤシ　ハルキ キタコウベ [12.82] サカグチ　ダイキ スズランダイ [12.90]

4 24192 久林　陽稀(2) 北神戸 4 23532 坂口　大騎(2) 鈴蘭台
ムライ　ハルト イブキダイ [12.02] オオタニ　コトラ イカワダニ [12.29]

5 29674 村井　悠人(2) 井吹台 5 27216 大谷　乎虎(2) 伊川谷
ソノダ　ヒナタ フクダ [12.69] オガワ　ショウキ シンダイフゾクチュウ [12.49]

6 26407 園田　陽向(2) 福田 6 28218 小川　将輝(2) 神大附属
カドグチ　カイリ スマガクエン [13.12] ホッタ　ソウシン セイリョウダイ [13.03]

7 29728 門口　浬(2) 須磨学園 7 29515 堀田　蒼心(2) 星陵台
ヒガシダ　ナオヤ タカクラ [13.64] モリタ　カイル ミカゲ [13.41]

8 25316 東田　直也(2) 高倉 8 20568 森田　快琉(2) 御影
マツノハナ　ハルト アリノキタ [13.20] オオツジ　ハルト モモヤマダイ [13.35]

9 29306 松端　陽斗(2) 有野北 9 26122 大辻　悠斗(2) 桃山台
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ベップ　マヒロ ウオザキ [14.51] キムラ　ソウタ ヒラノ [14.55]

2 20220 別府　真光(2) 魚崎 2 27801 木村　奏太(2) 平野
クロカワ　ルノン オシベダニ [14.13] マエダ　イッセイ タカトリ [14.00]

3 27501 黒川　月望(2) 押部谷 3 25152 前田　壱成(2) 鷹取
ワダ　ミキノリ タモンヒガシ [12.58] フナサカ　シュンスケ タカクラ [12.69]

4 26759 和田　樹忠(2) 多聞東 4 25312 舟坂　俊介(2) 高倉
ヨコタ　カエラ コウヨウ [12.26] ヒラタ　ユウスケ タカショウ [12.83]

5 20084 横田　叶偉(2) 向洋 5 20785 平田　悠介(2) 鷹匠
アベ　シュウスケ シンダイフゾクチュウ [13.05] ワダ　エイタ フクダ [13.12]

6 28221 阿部　秀祐(2) 神大附属 6 26415 和田　英大(2) 福田
キシモト　トキヤ スミヨシ [12.87] フクダ　ユウト アリノ [12.10]

7 20473 岸本　隆也(2) 住吉 7 29255 福田　夢叶(2) 有野
ヒラタニ　リョウスケ ナガタ [13.34] ヒノキダ　レン ロッコウガクイン [13.29]

8 24927 平谷　涼佑(2) 長田 8 28508 檜田　蓮(2) 六甲学院
ヒグチ　ユウヤ ナギサ [13.53] クサカ　ソウタ モモヤマダイ [13.65]

9 21843 樋口　雄哉(2) 渚 9 26126 日下　爽汰(2) 桃山台

(-  .  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
ヒラハラ　リキ カラト [14.50] ウエノ　シュンヤ ウオザキ [15.35]

2 22956 平原　力(2) 唐櫃 2 20225 上野　隼弥(2) 魚崎
ニシノ　コウダイ タイサンジ [14.22] マツモト　カンタロウ エボシ [13.86]

3 28150 西野　煌大(2) 太山寺 3 20801 松本　寛大郎(2) 烏帽子
トモシゲ　コウタ アリノ [12.28] コイズミ　テンイチ スズランダイ [12.77]

4 29250 友重　幸太(2) 有野 4 23531 小泉　天一(2) 鈴蘭台
ユウキ　リョウマ オオハラ [12.89] マワタリ　ヒロキ オオハラ [13.14]

5 29156 由木　亮海(2) 大原 5 29152 馬渡　光希(2) 大原
タノ　ヨシユキ ホンタモン [12.56] サカナリ　ヒナタ シオヤ [12.75]

6 27026 田野　善之(2) 本多聞 6 26267 阪成　陽向(2) 塩屋
クボタ　コウダイ オブ [13.05] ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ [11.95]

7 23442 窪田　航大(2) 小部 7 20567 平川　靖士(2) 御影
ミカミ　コタロウ モトヤマ [13.34] オガタ　アユム ヤマダ [13.19]

8 20302 三上　鼓太郎(2) 本山 8 23102 緒方　歩夢(2) 山田
タカセ　タケシ マイコ [13.45] キノシタ　ハルト タキガワ [13.77]

9 26800 髙瀬　雄次(2) 舞子 9 28969 木下　遥斗(2) 滝川

(-  .  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
ウメムラ　ハルト セイシン [14.54] ミズノ　シュウ シラカワダイ [13.95]

2 29422 梅村　大翔(2) 西神 2 25732 水野　志優(2) 白川台
キヤマ　ショウタ ナガミネ [14.00] タカヤ　シュウジ セイシン [14.98]

3 21005 木山　翔太(2) 長峰 3 29423 髙谷　修史(2) 西神
フジサカ　ユウマ ナダ [12.24] オハラ　イツル タマツ [12.69]

4 28468 藤阪　悠真(2) 灘 4 27632 小原　唯弦(2) 玉津
タナカ　コウキ ホンジョウ [13.06] ヤマムラ　リョウタロウ シオヤ [12.79]

5 20106 田中　昊輝(2) 本庄 5 26275 山村　亮太朗(2) 塩屋
ナカムラ　ウク コウベナガサカ [12.67] ノムラ　セイリュウ アリノキタ [12.01]

6 27127 中村　佑空(2) 神戸長坂 6 29305 野村　成龍(2) 有野北
ツツイ　リョウ モトヤマミナミ [12.85] ウエダ　トキ コウベナガサカ [13.13]

7 20622 筒井　瞭(2) 本山南 7 27121 植田　都生(2) 神戸長坂
ヒキダ　ハルト ハゼタニチュウ [13.32] ニッタ　ソウイチロウ ヒラノ [13.69]

8 27301 引田　陽翔(2) 櫨谷 8 27810 新田　創一朗(2) 平野
ウチダ　イブキ ミナトガワ [13.57] オオハシ　テンマ ハゼタニチュウ [13.24]

9 22354 内田　依吹(2) 湊川 9 27393 大橋　典馬(2) 櫨谷

Powerd by AthleteRanking.com

11組 12組

9組 10組
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(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカ　ユウスケ ミナトジマガクエン [14.35]

2 21971 中　優介(2) 港島学園
フルタ　リョウ ロッコウガクイン [14.39]

3 28506 古田　亮(2) 六甲学院
アンノウ　イツキ セイリョウダイ [12.48]

4 29511 安納　一希(2) 星陵台
コウノ　トモヤ イブキダイ [12.32]

5 29679 河野　友弥(2) 井吹台
ヒムラ　タイガ ケイメイ [13.01]

6 29021 樋村　太雅(2) 啓明
ミズシマ　レイジ タルミ [12.94]

7 26542 水嶋　礼治(2) 垂水
ヤマナミ　ソウワ ナガタ [13.39]

8 24928 山南　奏和(2) 長田
カナザワ　ヨシトモ ウエノ [13.38]

9 21122 金沢　慶智(2) 上野

(-  .  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

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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２年男子100m
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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
イデイ　ヤマト コウヨウ スミ　ユウタ タカショウ

2 20005 出射　大和(1) 向洋 2 20705 澄　悠太(1) 鷹匠
ツクダ　ソウマ ウエノ [15.54] オチウミ　シュウタ オブ [15.84]

3 21102 佃　颯真(1) 上野 3 23450 落海　修太(1) 小部
マツナガ　レン アリノキタ [13.86] イズタ　ハヤト シオヤ [14.14]

4 29343 松永　澪音(1) 有野北 4 26282 出田　駿仁(1) 塩屋
オオニシ　トモキ ナガタ [13.72] ナカノ　ユウキ セイリョウダイ [13.88]

5 24900 大西　知希(1) 長田 5 29504 中野　友貴(1) 星陵台
ハマダ　リョウマ マイコ [13.19] カワジリ　タイヨウ ホンタモン [13.31]

6 26817 浜田　劉眞(1) 舞子 6 27030 川尻　太陽(1) 本多聞
デグチ　ヒロキ シオヤ [14.20] オオイシ　チサト ナダ [13.70]

7 26286 出口　洋樹(1) 塩屋 7 28481 大石　知惺(1) 灘
マツオ　ケイシ ミカゲ [14.30] アダチ　マサヒロ ヤマダ [14.84]

8 20579 松尾　慶志(1) 御影 8 23110 安達　雅浩(1) 山田
ニシノ　トウマ シラカワダイ [15.00] サキヤマ　トウヤ タマツ [14.31]

9 25742 西野　斗真(1) 白川台 9 27649 崎山　櫂也(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
シミズ　カナル ハラダ ノグチ　ヒカル オシベダニ

2 20968 清水　奏瑠(1) 原田 2 27516 野口　陽光(1) 押部谷
マジマ　コウタ ナガミネ [16.75] ハラ　シュンタロウ ナガミネ [15.95]

3 21046 間嶋　洸太(1) 長峰 3 21042 原　俊太郎(1) 長峰
ウエダ　ソウタ ウオザキ [14.00] ナガオ　コウタ タルミ [13.32]

4 20238 上田　颯太(1) 魚崎 4 26573 長尾　航太(1) 垂水
クルマ　リョウタ ハゼタニチュウ [14.00] マスイ　リクト タカクラ [13.68]

5 27306 来馬　涼太(1) 櫨谷 5 25322 増井　陸斗(1) 高倉
シラキ　ユウセイ フクダ [13.50] ハマサキ　タイリ ハゼタニチュウ [13.92]

6 26423 白木　悠晴(1) 福田 6 27307 浜崎　大利(1) 櫨谷
ウツミ　ユウト コウベナガサカ [13.60] オガワ　ユウト キタコウベ [14.09]

7 27143 内海　佑飛(1) 神戸長坂 7 24132 小河　優斗(1) 北神戸
ニシクラ　シュン ロッコウガクイン [14.50] オオヤマ　ミズキ タモンヒガシ [14.72]

8 28534 西藏　惇(1) 六甲学院 8 26760 大山　瑞己(1) 多聞東
オノ　ソラ マイコ [14.43] タナカ　タイキ ミナトジマガクエン [14.33]

9 26810 小野　蒼空(1) 舞子 9 21982 田中　大喜(1) 港島学園

(-  .  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
ハナオカ　リュウヤ イカワダニ ミヤワキ　ヒカル イカワダニ

2 27239 花岡　龍也(1) 伊川谷 2 27244 宮脇　輝(1) 伊川谷
シチノ　ケイ ナギサ [15.47] ソノダ　イブキ ミナトガワ [15.40]

3 21851 七野　啓(1) 渚 3 22364 園田　衣吹(1) 湊川
カタオカ　ハルト モトヤマミナミ [13.84] フジノ　リョウスケ タカクラ [13.73]

4 20633 片岡　遼人(1) 本山南 4 25321 藤野　僚祐(1) 高倉
オカダ　リュウジュ タキガワ [13.72] オダ　キョウヘイ スミヨシ [12.40]

5 28974 岡田　龍樹(1) 滝川 5 20481 小田　恭平(1) 住吉
カワグチ　ヒロト イブキダイ [12.65] イケダ　ハルト モトヤマミナミ [14.20]

6 29603 川口　央翔(1) 井吹台 6 20638 池田　春翔(1) 本山南
ツカモト　ヒロト タルミ [14.20] モリサキ　コウスケ タイサンジ [13.83]

7 26577 塚本　広人(1) 垂水 7 28111 森嵜　晃輔(1) 太山寺
タナカ　リク タカトリ [14.26] タナカ　ケント アリノ [15.27]

8 25160 田中　琉徠(1) 鷹取 8 29275 田中　健斗(1) 有野
イワシタ　トモロウ シンダイフゾクチュウ [15.23] オガワ　リク シンダイフゾクチュウ [14.25]

9 28222 岩下　友郎(1) 神大附属 9 28223 小川　陸(1) 神大附属
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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
カワグチ　ショウタロウ コウヨウ オキ　コタロウ サクラガオカ

2 20008 川口　翔太郎(1) 向洋 2 27432 沖　虎太朗(1) 桜が丘
ナカオ　シュン タモンヒガシ [15.47] クロダ　カズキ セイシン [16.23]

3 26766 中尾　舜(1) 多聞東 3 29414 黒田　和希(1) 西神
ヒラオカ　ダイスケ オオハラ [14.21] カリヤ　コタロウ オオイケチュウガッコウ [14.06]

4 29104 平岡　大輔(1) 大原 4 23043 仮屋　虎太朗(1) 大池
オオタ　ムツキ セイワダイ [12.24] ヤマモト　カイ ナガタ [13.36]

5 23601 太田　陸希(1) 星和台 5 24901 山本　海生(1) 長田
ノグチ　コウキ セイリョウダイ [13.81] カワモト　ケンシ ヤマダ [13.95]

6 29505 野口　航輝(1) 星陵台 6 23112 川本　兼史(1) 山田
イケモト　ルキヤ イブキダイ [13.81] ナカシマ　フヒト アリノキタ [13.61]

7 29601 池本　琉生哉(1) 井吹台 7 29337 中嶋　史(1) 有野北
トヨダ　コウスケ ミナトガワ [15.34] スギヤマ　フウガ スミヨシ [14.36]

8 22361 豊田　康介(1) 湊川 8 20584 杉山　風雅(1) 住吉
マツノ　トワ ミナトジマガクエン [14.23] スズキ　エイキ カラト [14.52]

9 21984 松野　兎羽(1) 港島学園 9 22901 鈴木　瑛騎(1) 唐櫃

(-  .  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
クロカワ　レク ハラダ シカタ　トワ タカショウ

2 20965 黒川　玲葉(1) 原田 2 20704 志方　叶和(1) 鷹匠
ヨシダ　タカヒロ ホンジョウ [17.09] オカモト　ルイ オオゾウ [15.93]

3 20121 𠮷田　峻弘(1) 本庄 3 23923 岡本　琉生(1) 大沢
アビコ　ルカ スズランダイ [14.00] ゴトウ　サトシ タカトリ [13.32]

4 23503 安孫子　瑠佳(1) 鈴蘭台 4 25168 後藤　聡志(1) 鷹取
フクムラ　リュウ ウオザキ [14.00] トクダ　スカイ モモヤマダイ [14.13]

5 20247 福村　龍生(1) 魚崎 5 26135 得田　澄海(1) 桃山台
ヨシダ　ユウゴ オオイケチュウガッコウ [13.57] タジマ　ハルト ヨコオ [13.70]

6 23039 吉田　悠吾(1) 大池 6 25468 田嶋　春仁(1) 横尾
フクズミ　ショウタ オオハラ [13.52] シブヤ　レン スズランダイ [13.89]

7 29106 福住　翔太(1) 大原 7 23507 澁谷　蓮(1) 鈴蘭台
コマツ　ヨウタ オシベダニ [14.49] ヤジマ　コタロウ セイシン [14.79]

8 27514 小松　羊大(1) 押部谷 8 29415 矢島　琥太郎(1) 西神
キタニ　ツバサ ロッコウガクイン [14.50] ハヤシ　ソウマ ナダ [14.30]

9 28531 木谷　翼(1) 六甲学院 9 28485 林　壮馬(1) 灘

(-  .  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
オオヒガシ　ソラ サクラガオカ シンタニ　チカイ ナギサ

2 27431 大東　昊來(1) 桜が丘 2 21852 新谷　誓(1) 渚
フケ　ヨシト ホンタモン [16.59] オジマ　コウスケ アリノ [15.54]

3 27031 福家　義人(1) 本多聞 3 29272 小嶋　康介(1) 有野
ヤマネ　セイア モモヤマダイ [14.03] オオヒガシ　ショウマ ウエノ [13.87]

4 26139 山根　靖空(1) 桃山台 4 21103 大東　正実(1) 上野
ヤマシタ　ユキヤ タマツ [13.60] イワモト　カイセイ コウベナガサカ [14.15]

5 27651 山下　友林也(1) 玉津 5 27142 岩本　海聖(1) 神戸長坂
コフネ　コウヘイ タイサンジ [13.95] ヨネタニ　リク キタコウベ [13.20]

6 28106 小舟　晃平(1) 太山寺 6 24122 米谷　陸(1) 北神戸
アライケ　ツバサ ミカゲ [13.38] ニシオカ　ラク タキガワ [13.71]

7 20571 荒池　翼(1) 御影 7 28979 西岡　楽(1) 滝川
イワイ　トシキ フクダ [14.37] ノヅマ　キッペイ ホンジョウ [14.86]

8 26422 岩井　寿輝(1) 福田 8 20122 野妻　季都平(1) 本庄
フジワケ　キリヤ シラカワダイ [14.50] マエハラ　ソウシ モトヤマ [14.30]

9 25746 藤分　徠躍(1) 白川台 9 20307 前原　総司(1) 本山

Powerd by AthleteRanking.com

11組 12組

9組 10組

１年男子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 8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

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

１年男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組

１年男子100m

〈〈 準決勝 〉〉

1組 2組



共通男子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
ゴトウ　マサハル ヒラノ [31.00] マツダ　ハルク ミナトガワ [28.82]

2 27802 後藤　雅治(2) 平野 2 22343 松田　悠来(3) 湊川
タケノクチ　マサノリ セイシン [31.05] ホソカワ　ソウタ ホンタモン [28.61]

3 29417 炬口　昌範(3) 西神 3 27029 細川　颯汰(2) 本多聞
ミシマ　ナオト ウオザキ [25.72] ササキ　イチロウ ミナトジマガクエン [23.00]

4 20210 三島　直大(3) 魚崎 4 21942 佐々木　一朗(3) 港島学園
ツネミ　ジント シオヤ [25.78] アンノウ　イツキ セイリョウダイ [25.00]

5 26248 常深　仁斗(3) 塩屋 5 29511 安納　一希(2) 星陵台
イムタ　イッセイ ホンジョウ [24.18] クスセ　リョウヘイ タルミ [25.04]

6 20171 飯牟田　一惺(3) 本庄 6 26527 楠瀬　凌平(3) 垂水
モリワキ　ユタカ コウベナガサカ [24.11] モモタ　シンゴ ヤマダ [26.41]

7 27118 森脇　悠賢(3) 神戸長坂 7 23106 百田　心吾(2) 山田
コマイ　ソウキ タモンヒガシ [27.50] ウエキ　シリュウ ナガミネ [26.41]

8 26726 駒居　蒼生(3) 多聞東 8 21061 上木　獅流(3) 長峰
ハラ　ココロ オオイケチュウガッコウ [27.50]

9 23032 原　想路(3) 大池

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
フジモト　トエイタ ヒラノ [28.96] ムラズミ　コウ オブ

2 27804 藤本　瑛太(2) 平野 2 23433 村住　恒(3) 小部
ドウメンキ　ソラ オブ [28.60] タナベ　ケイスケ ウエノ [30.41]

3 23430 同免木　大空(3) 小部 3 21128 田邉　啓介(2) 上野
イチマ　ユウ コウベナガサカ [23.03] マエダ　ユウト ウタシキヤマ [25.48]

4 27111 市間　勇(3) 神戸長坂 4 26608 前田　悠斗(2) 歌敷山
ムラカミ　ゴウ モトヤマミナミ [25.00] ノムラ　アキト キタコウベ [24.70]

5 20687 村上　豪(3) 本山南 5 24154 野村　陽人(3) 北神戸
ヤマシタ　レンヤ タマツ [25.09] シンドウ　ショウセイ モモヤマダイ [25.85]

6 27614 山下　連野(3) 玉津 6 26114 進藤　翔誠(3) 桃山台
ニンベ　ユウキ モモヤマダイ [26.42] ヨシダ　ヒカル タカクラ [23.90]

7 26116 仁部　祐大(3) 桃山台 7 25361 吉田　光(3) 高倉
ミヤガワ　ジン ヨコオ [26.34] ハタクボ　ヨウタ イカワダニ [27.93]

8 25467 宮川　仁(3) 横尾 8 27206 畠久保　遥太(3) 伊川谷
イデ　ヨシロウ ハゼタニチュウ [26.94]

9 27385 井手　吉朗(3) 櫨谷

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
ヌマタ　ユウト ハラダ コヤマ　リョウヘイ タイサンジ

2 20954 沼田　悠斗(2) 原田 2 28153 小山　凌平(2) 太山寺
サワダ　ムツミ アリマ [30.94] ツカモト　タツキ ロッコウガクイン [30.00]

3 22813 澤田　睦史(2) 有馬 3 28504 塚本　樹(2) 六甲学院
ウエダ　コウタ ウオザキ [25.80] ニシカワ　カツト ナガミネ [25.44]

4 20212 上田　航太(3) 魚崎 4 21069 西川　克翔(3) 長峰
オガワ　ショウキ シンダイフゾクチュウ [25.62] タナカ　リュウマ シオヤ [23.33]

5 28218 小川　将輝(2) 神大附属 5 26247 田中　竜馬(3) 塩屋
オオワダ　ユウシ スズランダイ [24.49] キハラ　ヒロト アリノ [24.80]

6 23522 大和田　優志(3) 鈴蘭台 6 29244 木原　寛斗(2) 有野
ハギサワ　トモヤ オオハラ [24.04] オガワ　ヒカル ウタシキヤマ [26.00]

7 29132 萩澤　友哉(3) 大原 7 26603 小川　光(3) 歌敷山
スズミ　コウキ イカワダニ [27.59] アラセ　ハルト ミカゲ [28.04]

8 27203 鈴見　光希(3) 伊川谷 8 20559 荒瀬　遼統(3) 御影
ハセガワ　カイリ タモンヒガシ [27.00] ミヤザキ　タカシ コウヨウ [26.55]

9 26738 長谷川　甲斐吏(3) 多聞東 9 20067 宮﨑　嵩士(3) 向洋
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共通男子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
ウエマツ　ヒョウガ アリマ アラフジ　タマキ ハラダ

2 22825 植松　豹牙(3) 有馬 2 20951 荒藤　環(2) 原田
カネイ　マナト タカトリ [30.57] ハラ　ショウマ ナギサ [30.71]

3 25145 兼井　愛斗(3) 鷹取 3 21836 原　翔真(3) 渚
ヤマサキ　トモキ タルミ [25.50] クロカワ　ヒデトシ タルミヒガシチュウ [24.51]

4 26534 山﨑　智葵(3) 垂水 4 26321 黒川　英敏(3) 垂水東
ムライ　ハルト イブキダイ [24.62] ホンダ　キョウヘイ ヤマダ [25.82]

5 29674 村井　悠人(2) 井吹台 5 23155 本田　恭平(3) 山田
キムヤ　イク モトヤマミナミ [23.93] タケマ　イオ ミナトジマガクエン [23.98]

6 20603 金也　郁(3) 本山南 6 21943 竹間　惟勇(3) 港島学園
サトウ　シュンキ マイコ [25.83] ハシモト　シンタロウ ホンジョウ [25.59]

7 26825 佐藤　駿樹(3) 舞子 7 20173 橋本　真太朗(3) 本庄
ヨシイケ　ナナト カラト [27.00] ミズノ　シュウ シラカワダイ [27.00]

8 22952 吉池　七斗(2) 唐櫃 8 25732 水野　志優(2) 白川台
ヤマガ　テルアキ モトヤマ [27.72] オギノ　タク ナガタ [27.72]

9 20358 山家　照央(3) 本山 9 24922 荻野　拓空(2) 長田

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
ヨシダ　テツヤ セイシン マキノ　リョウセイ ロッコウガクイン [31.28]

2 29416 吉田　哲也(1) 西神 2 28507 牧野　諒聖(2) 六甲学院
イタノ　ユウキ タキガワ [30.00] サカタ　ソラ シラカワダイ [31.00]

3 28976 板野　結希(1) 滝川 3 25734 坂田　蒼空(2) 白川台
クリバヤシ　コウタロウ スミヨシ [24.76] トデ　ダイト キタコウベ [24.22]

4 20452 栗林　弘太郎(3) 住吉 4 24161 戸出　大翔(3) 北神戸
ナルカワ　クウガ タイサンジ [26.00] フクザキ　リュウキ ホンタモン [24.05]

5 28124 鳴川　空雅(3) 太山寺 5 27028 福崎　竜輝(2) 本多聞
フジモト　ケイスケ サクラガオカ [23.51] マツオ　ソウシ オシベダニ [25.67]

6 27414 藤本　圭亮(3) 桜が丘 6 27552 松尾　宗志(3) 押部谷
フジサカ　ユウマ ナダ [25.44] タケムラ　ユキヒロ ナダ [25.78]

7 28468 藤阪　悠真(2) 灘 7 28441 竹村　行弘(3) 灘
オカナミ　ユウスケ オオゾウ [26.59] ノヂ　ルア フクダ [27.59]

8 23926 岡波　祐介(3) 大沢 8 26489 野地　瑠亜(3) 福田
ヨリ　ケイゴ ミカゲ [28.00] カワカミ　ジュンペイ オオイケチュウガッコウ [27.25]

9 20557 寄　圭吾(3) 御影 9 23024 川上　純平(3) 大池

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
ハヅキ　ヒロト オオゾウ ナカヤス　キョウイチ ウエノ

2 23911 巴月　滉人(3) 大沢 2 21117 中安　喬一(3) 上野
ナカムラ　リョウタ マイコ [29.46] ハタケヤマ　イクヤ サクラガオカ [30.12]

3 26801 中村　亮太(2) 舞子 3 27412 畑山　郁弥(3) 桜が丘
タナカ　ユウキ セイリョウダイ [26.00] ヤマモト　ソウゲツ ヨコオ [24.71]

4 29524 田中　優貴(3) 星陵台 4 25466 山本　蒼月(3) 横尾
ヨネザワ　ハル アリノキタ [24.89] ノグチ　アキラ スミヨシ [25.44]

5 29393 米澤　羽琉(3) 有野北 5 20454 野口　輝(3) 住吉
カワムラ　コウシロウ タキガワ [25.30] クリハラ　シュンノスケ オオハラ [23.68]

6 28968 河村　剛史郎(2) 滝川 6 29138 栗原　隼之介(3) 大原
ツチハシ　ハルト イブキダイ [23.11] ナカガワ　レン モトヤマ [25.90]

7 29647 土橋　遥人(3) 井吹台 7 20355 中川　廉(3) 本山
シモムラ　ユウタ タカショウ [26.55] イシイ　タケル ハゼタニチュウ [27.99]

8 20775 下村　祐太(3) 鷹匠 8 27384 石井　丈琉(3) 櫨谷
カミジマ　リョウタ ヒガシオチアイ [28.06] ナカセ　レイト アリノ [26.86]

9 25601 上島　涼太(2) 東落合 9 29252 中瀬　禮杜(2) 有野
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共通男子200m

〈〈 予選 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシノ　タイキ ミナトガワ [29.38] クロカワ　ルノン オシベダニ

2 22358 𠮷野　大輝(2) 湊川 2 27501 黒川　月望(2) 押部谷
マツタニ　トモヤ カラト [28.57] アンドウ　リク フクダ [29.64]

3 22942 松谷　朋哉(3) 唐櫃 3 26478 安東　莉駈(3) 福田
マツムラ　サンシロウ アリノキタ [25.20] キタウラ　ガク タカショウ [25.43]

4 29389 松村　三四郎(3) 有野北 4 20773 北浦　雅久(3) 鷹匠
カツモト　ケイスケ タマツ [24.96] コバヤシ　ハルマ コウヨウ [23.27]

5 27608 勝本　啓介(3) 玉津 5 20062 小林　温眞(3) 向洋
ヤマモト　レイジ ナギサ [23.06] オオタ　ムツキ セイワダイ [26.00]

6 21837 山本　玲慈(3) 渚 6 23601 太田　陸希(1) 星和台
フジワラ　ユウマ タカトリ [26.50] タカタ　トモヒロ スズランダイ [24.86]

7 25144 藤原　勇真(3) 鷹取 7 23526 髙田　智弘(3) 鈴蘭台
ハヤカワ　キョウヘイ シンダイフゾクチュウ [26.21] イシナカ　ユウト エボシ [26.58]

8 28215 早川　恭平(3) 神大附属 8 20803 石中　結人(2) 烏帽子
ヒガシダ　ナオヤ タカクラ [28.06]

9 25316 東田　直也(2) 高倉

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通男子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　ショウタ モモヤマダイ ワタナベ　ナル タマツ

2 26118 山本　正太(3) 桃山台 2 27642 渡辺　凪琉(2) 玉津
レキモト　カン サクラガオカ ニシハラ　ユウキ オブ

3 27426 暦本　貫(2) 桜が丘 3 23443 西原　侑希(2) 小部
ヨシダ　コウタ ウタシキヤマ [1:01.00] ナカムラ　ハヤト キタコウベ [1:00.86]

4 26609 吉田　昂汰(2) 歌敷山 4 24147 中村　駿心(3) 北神戸
ムライ　ユウタ タカトリ [59.00] キタイ　ユウサク ヤマダ [55.41]

5 25142 村井　優太(3) 鷹取 5 23154 北井　優桜(3) 山田
ヨシダ　ヒカル タカクラ [54.85] キモト　ウルハ コウヨウ [59.20]

6 25361 吉田　光(3) 高倉 6 20064 木本　潤葉(3) 向洋
ナルカワ　クウガ タイサンジ [56.83] サカイ　ハヤト タモンヒガシ [56.77]

7 28124 鳴川　空雅(3) 太山寺 7 26727 阪井　颯斗(3) 多聞東
サトウ　ヤマト ヤマダ [1:03.21] モリタ　ソウタロウ ウエノ [1:08.31]

8 23152 佐藤　大和(3) 山田 8 21126 森田　蒼太朗(2) 上野
カワマタ　リュウノスケ ナギサ [1:08.98] オクタニ　ユウタ モトヤマ [1:04.11]

9 21832 川俣　隆之介(3) 渚 9 20350 奥谷　祐太(3) 本山

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
ナカジマ　ユウト タカクラ エグチ　ジョウ タカショウ [1:16.70]

2 25311 中島　悠翔(2) 高倉 2 20770 江口　丈(3) 鷹匠
サクマ　ヒロト カラト [1:09.84] カマダ　ユウキ ナガミネ [1:15.00]

3 22950 佐久間　裕翔(2) 唐櫃 3 21048 蒲田　悠貴(1) 長峰
キハラ　ヒロト アリノ [58.85] ニシジマ　ハルト ナギサ [57.50]

4 29244 木原　寛斗(2) 有野 4 21835 西島　悠翔(3) 渚
ナガオカ　レイト タルミ [1:01.25] クリハラ　シュンノスケ オオハラ [51.94]

5 26531 永岡　怜人(3) 垂水 5 29138 栗原　隼之介(3) 大原
ムラタ　ユラ フクダ [54.40] サガヤマ　シュンヤ フクダ [57.56]

6 26486 村田　遥楽(3) 福田 6 26481 嵯峨山　舜也(3) 福田
イチマル　ヤオキ コウベナガサカ [57.02] ウリタニ　コウタロウ ウオザキ [1:02.00]

7 27112 市丸　弥興(3) 神戸長坂 7 20221 瓜谷　航太朗(2) 魚崎
ハタナカ　ショウ タカショウ [1:02.60] シンザキ　ジュンセイ タルミ [1:02.30]

8 20772 畑中　樟(3) 鷹匠 8 26530 新崎　心星(3) 垂水

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
シゲモト　コウキ ハゼタニチュウ ムラカミ　ケンタロウ ハラダ

2 27397 重本　光輝(2) 櫨谷 2 20955 村上　賢太郎(2) 原田
タナカ　アオイ オシベダニ マルオ　ダン スミヨシ [1:10.12]

3 27543 田中　碧海(3) 押部谷 3 20457 丸尾　暖(3) 住吉
ハマサキ　リヨウ キタコウベ [59.92] シモムラ　ハヤテ アリノキタ [58.53]

4 24155 濱崎　綾(3) 北神戸 4 29380 下村　颯(3) 有野北
タカタ　トモヒロ スズランダイ [55.62] ヒラオカ　ツカサ ホンジョウ [57.40]

5 23526 髙田　智弘(3) 鈴蘭台 5 20179 平岡　司冴(3) 本庄
イシヅカ　センスイ ミナトガワ [56.75] ヨコタ　カエラ コウヨウ [54.08]

6 22339 石塚　千酔(3) 湊川 6 20084 横田　叶偉(2) 向洋
ホリ　トモヒロ モトヤマミナミ [1:00.80] ヤマダ　マナト アリノ [1:01.74]

7 20604 堀　知紘(3) 本山南 7 29260 山田　眞大(2) 有野
オチアイ　シンゴ モトヤマ [1:04.71] オカモト　タイセイ シンダイフゾクチュウ [1:02.43]

8 20353 落合　真吾(3) 本山 8 28212 岡本　大世(3) 神大附属
シオタ　ユウト ロッコウガクイン [1:08.00]

9 28501 塩田　悠人(2) 六甲学院
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共通男子400m

〈〈 予選 〉〉

7組 8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
カナヤマ　ハルキ ハゼタニチュウ ナガエ　カイト タマツ [1:16.92]

2 27395 金山　晴紀(2) 櫨谷 2 27610 永江　海人(3) 玉津
イケモト　ルキヤ イブキダイ フジモト　ユウタ ミカゲ [1:11.03]

3 29601 池本　琉生哉(1) 井吹台 3 20554 藤本　悠太(3) 御影
ササダ　ライト シオヤ [1:00.00] ツジ　イツキ シンダイフゾクチュウ [57.48]

4 26268 笹田　麗人(2) 塩屋 4 28219 辻　樹輝(2) 神大附属
タバタ　ソラ ミカゲ [55.72] サトウ　ダイチ オオハラ [58.08]

5 20553 田畑　奏良(3) 御影 5 29158 佐藤　大地(2) 大原
ミワ　コウタ ウエノ [56.64] イムタ　イッセイ ホンジョウ [53.82]

6 21119 三輪　康太(3) 上野 6 20171 飯牟田　一惺(3) 本庄
ハマオカ　ツヨシ タカトリ [1:00.00] タイラ　ヒロキ オオイケチュウガッコウ [1:02.32]

7 25150 濱岡　豪(2) 鷹取 7 23025 平　裕輝(3) 大池
ヤスナガ　アイキ ホンタモン [1:05.00] セト　リョウタ オブ [1:01.96]

8 27012 安永　明生(3) 本多聞 8 23432 瀬戸　亮大(3) 小部
モリオカ　レン ウオザキ [1:05.78]

9 20224 森岡　蓮(2) 魚崎

9組 10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
マツオ　コウタ イカワダニ ナカガワ　ユウダイ ミナトガワ

2 27220 松尾　康汰(2) 伊川谷 2 22350 中川　侑大(3) 湊川
イケベ　ハルト オシベダニ イワサキ　テッペイ モモヤマダイ

3 27548 池邉　晴人(3) 押部谷 3 26111 岩﨑　鉄平(3) 桃山台
オクムラ　ケイタ オオイケチュウガッコウ [1:00.12] キタムラ　イッセイ コウベナガサカ [56.98]

4 23034 奥村　啓太(2) 大池 4 27115 北村　一惺(3) 神戸長坂
ヒロベ　キッタ モトヤマミナミ [55.78] ナカムラ　リュウセイ サクラガオカ [59.00]

5 20688 廣部　桔太(3) 本山南 5 27423 中村　隆聖(2) 桜が丘
モウリ　フミヤ シオヤ [1:00.00] オオワダ　ユウシ スズランダイ [54.53]

6 26252 毛利　文哉(3) 塩屋 6 23522 大和田　優志(3) 鈴蘭台
コウノ　トモヤ イブキダイ [56.47] オオクボ　ユウガ アリノキタ [1:01.21]

7 29679 河野　友弥(2) 井吹台 7 29354 大久保　優雅(3) 有野北
ミナミ　ハルト ホンタモン [1:05.00] ミヤシタ　トオル スミヨシ [1:09.00]

8 27018 南　遥翔(3) 本多聞 8 20459 宮下　透(3) 住吉
イソベ　カズキ タモンヒガシ [1:05.46] ニッタ　アキラ カラト [1:03.00]

9 26721 磯部　一樹(3) 多聞東 9 22951 新田　耀(2) 唐櫃

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通男子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
フクイ　リクマ タルミ ヒラヤス　ハルト ウエノ [2:31.12]

1 26541 福井　陸真(2) 垂水 1 21127 平安　温人(2) 上野
モンデン　ヒロム シオヤ [2:44.80] ミエダ　ミナト オオゾウ

2 26253 門田　浩武(3) 塩屋 2 23912 三枝　湊(3) 大沢
タナカ　ユウキ イカワダニ [2:29.58] コヤマ　ハルキ ウオザキ [2:44.34]

3 27204 田中　雄輝(3) 伊川谷 3 20222 小山　陽己(2) 魚崎
フジオカ　ミヤビ サクラガオカ [2:31.20] キヨセ　ユウ ハゼタニチュウ

4 27413 藤岡　雅(3) 桜が丘 4 27305 清瀬　悠(1) 櫨谷
ニシムラ　ハルト ナガミネ [2:30.00] イデタ　シュウヤ コウリョウ [2:30.00]

5 21066 西村　陽杜(3) 長峰 5 23251 出田　嵩弥(2) 広陵
ナリマツ　カイト コウヨウ [2:42.50] サガラ　ユラ オブ [2:42.74]

6 20089 成松　海翔(2) 向洋 6 23448 相良　悠良(2) 小部
ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン [2:12.46] ミヤザキ　コウタロウ キタコウベ [2:11.49]

7 28505 林　信成(2) 六甲学院 7 24152 宮崎　弘太郎(3) 北神戸
ムラタ　ユラ フクダ [2:11.20] ムライ　ユウタ タカトリ [2:16.30]

8 26486 村田　遥楽(3) 福田 8 25142 村井　優太(3) 鷹取
フジワラ　ケイト コウベナガサカ [2:04.07] ナカシマ　ユイト タマツ [2:12.22]

9 27117 藤原　慶人(3) 神戸長坂 9 27621 中島　唯翔(3) 玉津
モリモト　ライセイ キタコウベ [2:16.74] ヤナギハラ　レオ イブキダイ [2:02.68]

10 24179 盛本　頼晴(2) 北神戸 10 29650 柳原　伶勇(3) 井吹台
ウエダ　ヒロユキ ホンジョウ [2:19.51] ミヤヤマ　アキト モトヤマ [2:17.05]

11 20181 上田　央裕(3) 本庄 11 20352 宮山　諒士(3) 本山
ヤマモト　ハルト ミナトガワ [2:21.05] ナガオ　ケイ マイコ [2:24.78]

12 22345 山本　陽翔(3) 湊川 12 26822 長尾　慶(3) 舞子
ヨグロ　タケシ タカクラ [2:24.18] ムカイ　シュンセイ ミカゲ [2:20.00]

13 25314 余黒　健(2) 高倉 13 20570 向井　俊成(2) 御影
ササジマ　カイ マイコ [2:17.88] アリミズ　ユウタロウ ヤマダ [2:20.30]

14 26826 笹嶋　快(3) 舞子 14 23151 有水　佑太朗(3) 山田
オオゾノ　ユウト スズランダイ [2:24.99] フジイ　レオ タカショウ [2:27.37]

15 23520 大薗　優斗(3) 鈴蘭台 15 20786 藤井　怜央(2) 鷹匠
アオヤギ　ユウヒ アリノキタ [2:26.90] シモムラ　ハヤテ アリノキタ [2:24.69]

16 29350 青柳　雄大(3) 有野北 16 29380 下村　颯(3) 有野北
サガヤマ　シュンヤ フクダ [2:29.32]

17 26481 嵯峨山　舜也(3) 福田
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共通男子800m

〈〈 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
アベ　ヒロト ハラダ タガシラ　トクマル ハゼタニチュウ [2:41.81]

1 20961 阿部　大翔(1) 原田 1 27398 田頭　徳丸(2) 櫨谷
カワモト　ユウキ カラト [2:46.47] ハルオカ　ユウセイ タカトリ

2 22954 川本　悠生(2) 唐櫃 2 25143 治岡　悠惺(3) 鷹取
タケモト　スグル ホンタモン [2:30.00] イヅマ　ミチアキ オブ [2:45.90]

3 27025 竹本　傑(2) 本多聞 3 23445 猪妻　岐壮(2) 小部
イシマル　ソウタ ミナトガワ [2:33.84] アオキ　ファニ ナガミネ [2:29.78]

4 22342 石丸　颯大(3) 湊川 4 21067 青木　華虹(3) 長峰
モリ　ハルト タキガワ [2:29.92] ユアサ　トシキ ヒラノ [2:30.00]

5 28970 森　陽杜(2) 滝川 5 27806 湯朝　俊希(2) 平野
フジイ　カズキ タモンヒガシ [2:36.38] カタヤマ　ウルハ コウベナガサカ [2:33.46]

6 26753 藤井　一輝(2) 多聞東 6 27123 片山　潤覇(2) 神戸長坂
カワタ　リュウセイ タカクラ [2:09.23] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [2:07.96]

7 25362 川田　流成(3) 高倉 7 23030 中尾　香輝(3) 大池
オガワ　シュンスケ タイサンジ [2:10.35] ウメダ　リク オオハラ [2:16.00]

8 28121 小川　竣介(3) 太山寺 8 29102 梅田　大陸(1) 大原
ササキ　ナオ モトヤマ [2:13.07] ヤマグチ　ショウヤ タマツ [2:10.65]

9 20351 佐々木　和音(3) 本山 9 27602 山口　翔弥(3) 玉津
タイラ　トライ セイリョウダイ [2:15.00] オオタ　ジュン アリノ [2:13.58]

10 29522 平　虎生(3) 星陵台 10 29224 太田　詢(3) 有野
ハマナカ　カズマ ヤマダ [2:25.22] ヨシダ　コウタ ウタシキヤマ [2:19.48]

11 23103 濵中　一真(2) 山田 11 26609 吉田　昂汰(2) 歌敷山
タナカ　ショウダイ モトヤマミナミ [2:25.58] ニノミヤ　リュウセイ シオヤ [2:18.54]

12 20699 田中　翔大(3) 本山南 12 26251 二宮　琉誠(3) 塩屋
イオク　ユメト ミナトジマガクエン [2:18.30] サイトウ　ユウイチ タルミ [2:23.00]

13 21945 井奥　夢翔(3) 港島学園 13 26547 齋藤　宥一(2) 垂水
カワサキ　タカヒト タカショウ [2:22.82] キベ　コタロウ タモンヒガシ [2:25.00]

14 20771 川崎　喬仁(3) 鷹匠 14 26725 木部　虎太郎(3) 多聞東
ヨネミツ　ハジメ コウヨウ [2:21.82] ナカムラ　シホウ ウオザキ [2:26.18]

15 20083 米満　元(2) 向洋 15 20214 中村　心宝(3) 魚崎
コガ　ハルト オオハラ [2:19.42] シバノ　キョウスケ イブキダイ [2:21.41]

16 29135 古賀　暖大(3) 大原 16 29681 柴野　恭佑(2) 井吹台
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共通男子800m

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クスモト　ソウジロウ カラト [2:35.00]

1 22955 楠本　颯士朗(2) 唐櫃
ササガワ　ゲンドウ サクラガオカ [2:51.56]

2 27419 笹川　玄道(2) 桜が丘
アダチ　ショウタロウ ホンタモン [2:30.00]

3 27020 足立　將太郎(2) 本多聞
モリ　タイセイ ロッコウガクイン [3:00.00]

4 28537 森　大征(1) 六甲学院
クボタ　キョウ ナギサ [2:29.98]

5 21833 久保田　京(3) 渚
スギハシ　ユウセイ イカワダニ [2:35.00]

6 27221 杉橋　侑晟(2) 伊川谷
ヒノダ　リク ミナトジマガクエン [2:09.23]

7 21939 日野田　陸(3) 港島学園
カワベ　ダイジ タイサンジ [2:15.44]

8 28122 河部　大侍(3) 太山寺
コンドウ　ソウイチロウ セイリョウダイ [2:15.00]

9 29512 近藤　壮一郎(2) 星陵台
ギョウテン　ハルオ オオイケチュウガッコウ [2:09.30]

10 23033 行天　晴郎(2) 大池
ヤマモト　タイチ ミカゲ [2:22.05]

11 20556 山本　太一(3) 御影
マナベ　カズアキ モトヤマミナミ [2:22.04]

12 20689 眞鍋　和明(3) 本山南
ミワ　コウタ ウエノ [2:19.09]

13 21119 三輪　康太(3) 上野
オオノ　ゴウジン アリノ [2:18.04]

14 29242 大野　豪仁(2) 有野
コンドウ　リュウタ スズランダイ [2:25.62]

15 23523 金銅　隆太(3) 鈴蘭台
オカモト　ショウマ ホンジョウ [2:25.34]

16 20184 岡本　翔真(3) 本庄

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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２・３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
イワモト　リョウ ウエノ [5:10.07] キダ　ヤマト スミヨシ [5:19.14]

1 21118 岩本　遼(3) 上野 1 20474 木田　大翔(2) 住吉
ヒガキ　ユウスケ ウオザキ [5:30.00] カワバタ　ユイト マイコ [4:58.98]

2 20228 檜垣　友祐(2) 魚崎 2 26828 川畑　結音(3) 舞子
カタヤマ　ユウヤ ケイメイ [4:57.05] オオスミ　トキ ナガタ [6:05.57]

3 29012 片山　優弥(3) 啓明 3 24921 大住　斗輝(2) 長田
イワサキ　オウダイ ハゼタニチュウ [5:18.67] モリ　ハルト タキガワ [5:05.20]

4 27386 岩崎　旺大(3) 櫨谷 4 28970 森　陽杜(2) 滝川
ヤジマ　ライト モモヤマダイ [5:35.74] ミヤウチ　ハルキ タカショウ [5:22.66]

5 26129 八島　来人(2) 桃山台 5 20781 宮内　陽紀(3) 鷹匠
クロダ　イチタ タルミ [5:03.04] ムカイ　ユウト タカトリ [5:42.52]

6 26528 黒田　壱多(3) 垂水 6 25141 向井　悠人(3) 鷹取
エノモト　リクト サクラガオカ [4:59.35] カシワ　ユウキ イブキダイ [5:07.41]

7 27410 榎本　陸人(3) 桜が丘 7 29651 柏　勇輝(3) 井吹台
クボタ　マナト ヒヨドリダイ [4:20.16] ニシザキ　マコト タルミ [4:57.48]

8 23701 久保田　真翔(3) 鵯台 8 26532 西﨑　諒(3) 垂水
ナカジ　コウダイ セイリョウダイ [4:32.76] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [4:15.14]

9 29513 中治　幸大(2) 星陵台 9 23022 中尾　光希(3) 大池
サクライ　コウイチ ホンタモン [4:15.91] ヤマモト　ソウマ キタコウベ [4:24.50]

10 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 10 24108 山元　颯真(3) 北神戸
タニダ　コタロウ アリノキタ [4:29.23] ヨシノ　コウセイ ミナトジマガクエン [4:35.32]

11 29382 谷田　琥太郎(3) 有野北 11 21940 吉野　晃生(3) 港島学園
ヒラキ　ケンイチ コウヨウ [4:37.71] ヤマグチ　カイト タモンヒガシ [4:25.99]

12 20065 平木　健一(3) 向洋 12 26736 山口　開士(3) 多聞東
タケ　ショウタロウ モトヤマ [4:47.76] タナカ　ユウキ イカワダニ [4:44.65]

13 20303 武　正太郎(2) 本山 13 27204 田中　雄輝(3) 伊川谷
カワタ　リュウセイ タカクラ [4:38.58] ハマ　イブキ カラト [4:40.0]

14 25362 川田　流成(3) 高倉 14 22935 濵　伊吹(3) 唐櫃
ナカセ　サトシ ミナトガワ [4:51.31] ハヤシ　ノブナリ ロッコウガクイン [4:36.89]

15 22340 中瀬　聡(3) 湊川 15 28505 林　信成(2) 六甲学院
オオノ　ゴウジン アリノ [4:43.21] アズマ　カズシ ヤマダ [4:51.82]

16 29242 大野　豪仁(2) 有野 16 23150 東　和志(3) 山田
オオゾノ　ユウト スズランダイ [4:44.54] カタオカ　ヨシキミ モトヤマミナミ [4:47.00]

17 23520 大薗　優斗(3) 鈴蘭台 17 20682 片岡　良王(3) 本山南
タムラ　ユウジロウ ヒラノ [4:53.38] カワベ　ダイジ タイサンジ [4:41.73]

18 27809 田村　悠二朗(2) 平野 18 28122 河部　大侍(3) 太山寺
マツオカ　リュウジ コウヨウ [4:50.42]

19 20082 松岡　龍司(2) 向洋
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２・３年男子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
イデタ　シュウヤ コウリョウ [5:09.56] モリ　シュンセイ オオゾウ [5:43.65]

1 23251 出田　嵩弥(2) 広陵 1 23914 森　隼星(3) 大沢
フジモト　リクト スミヨシ [5:04.93] フジナミ　タクロウ ハゼタニチュウ [4:58.95]

2 20477 藤本　陸翔(2) 住吉 2 27302 藤濤　拓郎(2) 櫨谷
スズキ　レオ コウベナガサカ [5:34.52] ムカイ　ダイキ オシベダニ [5:21.11]

3 27125 鈴木　玲皇(2) 神戸長坂 3 27547 向井　大輝(3) 押部谷
オカモト　ショウマ ホンジョウ [4:57.31] ニシムラ　テルヒロ タモンヒガシ [4:58.23]

4 20184 岡本　翔真(3) 本庄 4 26733 西村　英浩(3) 多聞東
イトウ　ムツノスケ モトヤマ [4:58.98] タカタ　タクト ナダ [5:09.16]

5 20356 伊藤　睦之佑(3) 本山 5 28464 高田　拓人(2) 灘
カミカワ　マサヤ シラカワダイ [5:38.00] シマザキ　ハヤト ハラダ [5:52.47]

6 25721 紙川　将哉(3) 白川台 6 20942 島崎　颯士(3) 原田
カイ　カイト アリマ トノキト　ヨウ ホンジョウ [5:22.65]

7 22826 甲斐　海斗(3) 有馬 7 20183 殿木戸　耀(3) 本庄
クボタ　キョウ ナギサ [5:18.92] タカハシ　リョウスケ ロッコウガクイン [5:06.24]

8 21833 久保田　京(3) 渚 8 28503 髙橋　亮右(2) 六甲学院
タケウチ　カイト キタコウベ [4:21.28] ヒノダ　リク ミナトジマガクエン [4:24.62]

9 24145 竹内　海翔(3) 北神戸 9 21939 日野田　陸(3) 港島学園
タカハシ　ケント タイサンジ [4:35.06] ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ [4:14.75]

10 28154 髙橋　健人(2) 太山寺 10 29527 吉田　湧真(3) 星陵台
ホリノ　ショウタ ミカゲ [4:15.21] ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [4:22.04]

11 20558 堀野　正太(3) 御影 11 23030 中尾　香輝(3) 大池
フジモト　シュウト アリノ [4:28.79] テラダ　ユウセイ ウタシキヤマ [4:35.80]

12 29233 藤本　嵩統(3) 有野 12 26605 寺田　悠晟(3) 歌敷山
サカモト　ユウタ シオヤ [4:52.63] シバタ　レオ イブキダイ [4:46.30]

13 26245 坂本　優太(3) 塩屋 13 29645 芝田　怜央(3) 井吹台
ヒュウガ　タクミ タマツ [4:47.37] オオヤ　シュンヤ ミカゲ [4:40.19]

14 27622 日向　匠(3) 玉津 14 20550 大矢　俊也(3) 御影
イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ [4:37.54] クロサキ　ユウ モトヤマミナミ [4:41.22]

15 26607 稲葉　俊也(2) 歌敷山 15 20617 黒﨑　優(2) 本山南
シライシ　リョウスケ スズランダイ [4:44.62] アリミズ　ユウタロウ ヤマダ [4:51.55]

16 23525 白石　涼介(3) 鈴蘭台 16 23151 有水　佑太朗(3) 山田
オオニシ　リキマル タカクラ [4:38.63] カマタ　テツシ タカトリ [4:36.36]

17 25365 大西　力丸(3) 高倉 17 25140 鎌田　哲士(3) 鷹取
コガ　ハルト オオハラ [4:43.74] ヤスナガ　ユウタ オブ [4:52.25]

18 29135 古賀　暖大(3) 大原 18 23438 安永　優太(3) 小部
ゴウナイ　ケイスケ ホンタモン [4:50.00] アカナ　ケイシロウ ナギサ [4:47.03]

19 27023 合内　啓輔(2) 本多聞 19 21831 赤名　慶志朗(3) 渚
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２・３年男子1500m

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマダ　ソウケン オブ [4:59.70]

1 23447 山田　壮謙(2) 小部
サカグチ　タカノブ ウエノ [4:56.40]

2 21131 坂口　孝信(2) 上野
ナカムラ　シホウ ウオザキ [5:11.89]

3 20214 中村　心宝(3) 魚崎
タナカ　ハルト ハラダ [5:25.76]

4 20943 田中　陽大(3) 原田
サカモト　シュウ シオヤ [5:35.03]

5 26244 坂本　修悠(3) 塩屋
イシハラ　ナオヤ マイコ [5:15.00]

6 26805 石原　尚哉(2) 舞子
ツルワ　レント ミナトガワ [4:59.58]

7 22346 鶴和　蓮利(3) 湊川
サト　ヒロキ オオハラ [4:30.97]

8 29134 里　拓樹(3) 大原
キムラ　ジン ケイメイ [4:19.74]

9 29019 木村　仁(3) 啓明
タルエ　ヤマト ヒラノ [4:30.00]

10 27887 樽栄　大和(3) 平野
フジワラ　ケイト コウベナガサカ [4:20.14]

11 27117 藤原　慶人(3) 神戸長坂
ナカムラ　リュウセイ サクラガオカ [4:49.44]

12 27423 中村　隆聖(2) 桜が丘
フジイ　ジヨウ タカショウ [4:55.08]

13 20779 藤井　治陽(3) 鷹匠
ナカシマ　リンタロウ イカワダニ [4:37.91]

14 27201 中島　倫太郎(3) 伊川谷
ミサキ　ヨウスケ アリノキタ [4:49.15]

15 29390 三﨑　陽介(3) 有野北
ヤマモト　イット カラト [4:44.18]

16 22944 山本　唯冬(3) 唐櫃
アズマ　リュウタロウ タキガワ [4:44.45]

17 28967 東　隆太郎(2) 滝川
ツザキ　ソウタ タマツ [4:37.73]

18 27607 津崎　颯大(3) 玉津
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２・３年男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



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
クドウ　テルアキ タカショウ クドウ　ノブアキ タカショウ

1 20702 工藤　光顕(1) 鷹匠 1 20703 工藤　亘顕(1) 鷹匠
ナカガワ　ハヤテ タマツ [5:56.98] ナカ　リオ タカクラ [5:56.61]

2 27645 中川　颯人(1) 玉津 2 25324 仲　陸央(1) 高倉
タダ　ライキ シラカワダイ [6:30.00] ニシヤマ　リョウ オブ [6:08.78]

3 25747 多田　来輝(1) 白川台 3 23451 西山　遼(1) 小部
ニシグチ　レン タカクラ [6:15.28] イナイ　ソウスケ タカトリ [6:07.58]

4 25327 西口　廉(1) 高倉 4 25163 稲井　聡亮(1) 鷹取
ムラカミ　カズハ モトヤマミナミ [6:24.31] ナガイ　ユウキ シオヤ [6:20.00]

5 20632 村上　和榮(1) 本山南 5 26288 永井　悠希(1) 塩屋
エンドウ　アラタ ミカゲ [6:05.23] ハネダ　シンノスケ シラカワダイ [6:30.00]

6 20572 遠藤　新舵(1) 御影 6 25749 羽田　晨之介(1) 白川台
イマガワ　ヒナタ シオヤ [6:20.00] シマダ　ヨシキ サクラガオカ [6:40.39]

7 26284 今川　暖(1) 塩屋 7 27433 嶋田　慎生(1) 桜が丘
ヤナイ　ソウタ モトヤマ [5:05.60] クボタ　トワ ヒヨドリダイ [4:40.27]

8 20309 栁井　惣太(1) 本山 8 23702 久保田　飛羽(1) 鵯台
フジオカ　ヒナタ イブキダイ [4:35.03] ナシオ　コウキ アリノキタ [4:55.83]

9 29610 藤岡　陽大(1) 井吹台 9 29338 名塩　公貴(1) 有野北
ナカムラ　ユウト オオイケチュウガッコウ [4:57.70] ナカザト　ユイト オオハラ [5:07.32]

10 23041 中村　悠聖(1) 大池 10 29107 中里　唯人(1) 大原
カネダ　ショウタ ミナトジマガクエン [5:15.18] ミネ　タクミ イブキダイ [5:12.19]

11 21983 金田　翔太(1) 港島学園 11 29614 三根　匠(1) 井吹台
トヨダ　ユウマ ホンタモン [5:40.36] オオモリ　ソウタロウ タルミ [5:56.19]

12 27033 豊田　侑真(1) 本多聞 12 26575 大森　素太朗(1) 垂水
スドウ　ヨシヒロ イカワダニ [5:20.00] ササキ　マコト ミナトジマガクエン [5:43.05]

13 27232 首藤　義弘(1) 伊川谷 13 21981 佐々木　誠(1) 港島学園
カトウ　ソウ ヒラノ [5:20.00] カミカリヤ　ユウゴ ヒラノ [5:20.00]

14 27816 加藤　壯(1) 平野 14 27817 上仮屋　雄梧(1) 平野
マスヤマ　ソウシ ロッコウガクイン [5:30.00] オカモト　アスマ イカワダニ [5:20.00]

15 28536 増山　蒼士(1) 六甲学院 15 27230 岡本　明日馬(1) 伊川谷
サトウ　ハルト タルミ [5:43.09] ハヤシノ　マサタカ ロッコウガクイン [5:30.00]

16 26576 佐藤　陽大(1) 垂水 16 28535 林野　正隆(1) 六甲学院
カノウ　マサテル ハゼタニチュウ [5:26.78] カゲヤマ　トモヤ タモンヒガシ [5:40.59]

17 27303 加納　壮晟(1) 櫨谷 17 26762 影山　智也(1) 多聞東
タカヤマ　アキヒロ タカトリ [5:55.75] クボ　リョウマ スズランダイ [5:31.51]

18 25162 髙山　明寛(1) 鷹取 18 23501 久保　遼真(1) 鈴蘭台
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１年男子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
タケサダ　オウガ ホンジョウ タガワ　シュウタ フクダ

1 20123 武貞　桜河(1) 本庄 1 26424 多川　宗汰(1) 福田
ホリグチ　コウタロウ ハラダ タケハラ　アツヤ ハラダ

2 20970 堀口　航太郎(1) 原田 2 20969 竹原　敦哉(1) 原田
マツオカ　リョウタ ナダ [6:22.20] フジキ　ダイチ モトヤマミナミ [5:57.37]

3 28486 松岡　亮大(1) 灘 3 20639 藤木　大地(1) 本山南
ヨシダ　ケイシ ミカゲ [6:22.17] タケイ　シンタロウ ナダ [6:19.50]

4 20581 吉田　圭志(1) 御影 4 28483 武居　心太朗(1) 灘
アソウ　リョウタ ナガミネ [6:00.00] ヨシムラ　タイチ タモンヒガシ [6:27.39]

5 21043 麻生　遼太(1) 長峰 5 26769 吉村　泰一(1) 多聞東
ツジ　ルイ アリマ [5:59.81] クスダ　タクヨシ サクラガオカ [6:03.07]

6 22832 辻　瑠維(1) 有馬 6 27437 楠田　拓良(1) 桜が丘
ノダ　ケンスケ フクダ [5:16.17] サトウ　オオガ マイコ [5:15.35]

7 26427 野田　健介(1) 福田 7 26812 佐藤　碩芽(1) 舞子
モリタ　タイセイ コウベナガサカ [5:01.06] スズキ　リョウタ スズランダイ [5:04.61]

8 27152 森田　泰生(1) 神戸長坂 8 23504 鈴木　涼太(1) 鈴蘭台
クワハラ　フキタロウ オオイケチュウガッコウ [5:01.79] モリサダ　ショウタ セイリョウダイ [4:59.82]

9 23044 桑原　蕗太郎(1) 大池 9 29507 森貞　翔太(1) 星陵台
ウメダ　リク オオハラ [4:29.46] タニダ　ソウタロウ アリノキタ [4:30.20]

10 29102 梅田　大陸(1) 大原 10 29336 谷田　颯太朗(1) 有野北
タケムラ　ユウリ マイコ [5:35.24] イケガワ　ヒロキ ミナトガワ [5:37.70]

11 26814 武村　優里(1) 舞子 11 22363 池川　拓輝(1) 湊川
オオイ　エイシロウ ミナトガワ [5:23.08] ヤマモト　タマキ タイサンジ [5:16.37]

12 22359 大井　瑛士郎(1) 湊川 12 28113 山本　環(1) 太山寺
イナダ　シンイチ キタコウベ [5:44.72] オウリョウジ　ナオ ナガミネ [5:21.60]

13 24143 稲田　真一(1) 北神戸 13 21044 押領司　尚(1) 長峰
オデラ　カイト セイリョウダイ [5:37.80] カンダ　タクミ タマツ [5:52.72]

14 29502 尾寺　快仁(1) 星陵台 14 27644 神田　拓海(1) 玉津
ウエノ　シュン タイサンジ [5:23.21] ヨシモト　チヒロ ウエノ [5:24.93]

15 28101 上野　隼(1) 太山寺 15 21100 吉本　千紘(1) 上野
ヒロタ　カナエ ハゼタニチュウ [5:16.26] スギイ　タカナリ コウベナガサカ [5:48.27]

16 27309 廣田　鼎(1) 櫨谷 16 27148 杉井　孝成(1) 神戸長坂
オカダ　ヤスナオ ホンタモン [5:50.00] コミナミ　ユウト キタコウベ [5:32.89]

17 27035 岡田　泰尚(1) 本多聞 17 24112 小南　勇人(1) 北神戸
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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
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共通男子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
コウノ　タクミ タルミ [11:22.33] ナカニシ　ケイジロウ キタコウベ [10:40.00]

1 26529 河野　巧実(3) 垂水 1 24166 中西　佳二郎(3) 北神戸
ミヤザキ　シンヤ タモンヒガシ [10:40.37] タマノ　ユイト ホンタモン [11:08.24]

2 26735 宮崎　慎也(3) 多聞東 2 27017 玉野　結人(3) 本多聞
ウエダ　ヒロユキ ホンジョウ [10:52.37] トノキト　ヨウ ホンジョウ [11:50.85]

3 20181 上田　央裕(3) 本庄 3 20183 殿木戸　耀(3) 本庄
オクイ　ハルキ イブキダイ [10:42.20] トクヤマ　ヨシナオ ハゼタニチュウ [10:51.74]

4 29670 奥井　春輝(2) 井吹台 4 27399 德山　毅直(2) 櫨谷
ヤマモト　ヒロキ マイコ [10:58.11] アズマ　カズシ ヤマダ [10:45.67]

5 26807 山本　洋輝(2) 舞子 5 23150 東　和志(3) 山田
アサイ　トモヤ サクラガオカ スミダ　ホヅミ ナギサ [11:45.85]

6 27416 浅井　智也(2) 桜が丘 6 21841 隅田　穂積(2) 渚
スギタ　ハルキ カラト [10:59.23] フクモト　ケント ヒラノ [10:45.00]

7 22939 杉田　春稀(3) 唐櫃 7 27813 福本　健人(2) 平野
ウツミ　ハルキ シオヤ [10:48.78] カワグチ　アサヒ オブ [11:00.80]

8 26262 内海　春樹(2) 塩屋 8 23435 川口　朝陽(3) 小部
シモクマ　テッペイ ウエノ [11:36.65] コバヤシ　シュウヘイ オオハラ [10:53.56]

9 21136 下熊　鉄平(2) 上野 9 29151 小林　周平(2) 大原
オオニシ　ハヤト キタコウベ [9:32.76] クボタ　マナト ヒヨドリダイ [9:34.84]

10 24157 大西　隼斗(3) 北神戸 10 23701 久保田　真翔(3) 鵯台
サクライ　コウイチ ホンタモン [9:25.38] フジモト　シュウト アリノ [9:27.43]

11 27013 櫻井　康一(3) 本多聞 11 29233 藤本　嵩統(3) 有野
ヨシダ　ユウマ セイリョウダイ [9:13.09] カワウチ　ガク オオイケチュウガッコウ [9:28.83]

12 29527 吉田　湧真(3) 星陵台 12 23035 河内　岳(2) 大池
サト　ヒロキ オオハラ [9:31.08] ホリノ　ショウタ ミカゲ [9:00.62]

13 29134 里　拓樹(3) 大原 13 20558 堀野　正太(3) 御影
テラダ　ユウセイ ウタシキヤマ [9:49.58] タニダ　コタロウ アリノキタ [9:41.67]

14 26605 寺田　悠晟(3) 歌敷山 14 29382 谷田　琥太郎(3) 有野北
イワモト　コウスケ イカワダニ [9:47.32] タカハシ　ケント タイサンジ [9:56.52]

15 27202 岩本　幸介(3) 伊川谷 15 28154 髙橋　健人(2) 太山寺
ヒラキ　ケンイチ コウヨウ [9:56.87] イナバ　シュンヤ ウタシキヤマ [9:53.86]

16 20065 平木　健一(3) 向洋 16 26607 稲葉　俊也(2) 歌敷山
カネモト　ショウキ モトヤマミナミ [10:00.42] ハマ　イブキ カラト [10:05.78]

17 20615 金本　昇樹(2) 本山南 17 22935 濵　伊吹(3) 唐櫃
ニシカワ　ルイ タマツ [10:20.17] シライシ　リョウスケ スズランダイ [10:15.91]

18 27606 西河　琉伊(3) 玉津 18 23525 白石　涼介(3) 鈴蘭台
カシハラ　ダイキ ハゼタニチュウ [10:16.51] オオウチ　タロウ コウヨウ [10:06.15]

19 27394 柏原　大輝(2) 櫨谷 19 20081 大内　汰朗(2) 向洋
ナカセ　サトシ ミナトガワ [10:06.45] ナンジョウ　サヤト ロッコウガクイン [10:14.53]

20 22340 中瀬　聡(3) 湊川 20 28552 南條　清斗(3) 六甲学院
アカナ　ケイシロウ ナギサ [10:14.10] オオニシ　リキマル タカクラ [10:23.51]

21 21831 赤名　慶志朗(3) 渚 21 25365 大西　力丸(3) 高倉
タケダ　リョウタ タカトリ [10:25.52] クロサキ　ショウ モトヤマミナミ [10:27.51]

22 25151 竹田　亮太(2) 鷹取 22 20616 黒﨑　翔(2) 本山南
ニシカワ　ユウダイ スズランダイ [10:36.45] ヨシノ　コウセイ ミナトジマガクエン [10:34.79]

23 23527 西川　雄大(3) 鈴蘭台 23 21940 吉野　晃生(3) 港島学園
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共通男子3000m

〈〈 予選 〉〉

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クダラ　キミト ケイメイ [10:51.45]

1 29022 百済　仁人(2) 啓明
ニシザキ　マコト タルミ [10:42.12]

2 26532 西﨑　諒(3) 垂水
カメダ　ユウイチロウ ロッコウガクイン [11:30.00]

3 28509 亀田　祐一郎(2) 六甲学院
イイ　ハルト ウエノ [10:58.96]

4 21125 伊井　悠隼(2) 上野
イオク　ユメト ミナトジマガクエン [10:49.38]

5 21945 井奥　夢翔(3) 港島学園
イマイ　タツヤ ミカゲ [10:57.65]

6 20548 今井　達也(3) 御影
オカノ　ヒナタ シオヤ [11:28.23]

7 26263 岡野　日陽(2) 塩屋
カツラ　ユウマ タカクラ [10:32.20]

8 25315 桂　悠真(2) 高倉
ミサキ　ヨウスケ アリノキタ [10:45.35]

9 29390 三﨑　陽介(3) 有野北
ツザキ　ソウタ タマツ [9:32.14]

10 27607 津崎　颯大(3) 玉津
タカスギ　ショウタ セイリョウダイ [9:22.22]

11 29523 髙杉　彰太(3) 星陵台
ミネシタ　ソウ イカワダニ [9:32.16]

12 27207 峯下　蒼(3) 伊川谷
ナカオ　コウキ オオイケチュウガッコウ [9:23.98]

13 23022 中尾　光希(3) 大池
カマタ　テツシ タカトリ [9:37.71]

14 25140 鎌田　哲士(3) 鷹取
キムラ　トモノブ オブ [9:59.00]

15 23437 木村　友信(3) 小部
ヤマグチ　カイト タモンヒガシ [9:49.50]

16 26736 山口　開士(3) 多聞東
キシガミ　フウマ ヒラノ [9:57.11]

17 27886 岸上　風馬(3) 平野
アズマ　リュウタロウ タキガワ [10:08.37]

18 28967 東　隆太郎(2) 滝川
イヌイ　コウタロウ ミナトガワ [10:18.31]

19 22351 乾　航太朗(2) 湊川
クラハシ　ハルト アリノ [10:08.31]

20 29228 倉橋　春都(3) 有野
オガワ　カイト イブキダイ [10:19.04]

21 29673 小川　海音(2) 井吹台
ウオハラ　レン マイコ [10:28.56]

22 26804 魚原　連(2) 舞子
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共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通男子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
オオタケ　アツシ ナガミネ マシマ　タイキ ヤマダ [21.40]

2 21071 大竹　敦士(3) 長峰 2 23101 眞島　大樹(2) 山田
タナベ　ケイスケ ウエノ [20.00] ホウライ　ゲン コウヨウ [20.36]

3 21128 田邉　啓介(2) 上野 3 20085 蓬莱　絃(2) 向洋
イワモト　ダイキ シオヤ [16.50] ニシモト　ヨシタロウ イブキダイ [15.26]

4 26242 岩本　大輝(3) 塩屋 4 29648 西本　義太郎(3) 井吹台
コウノ　ソウタ アリノキタ [18.34] マツマエ　タイガ セイリョウダイ [16.62]

5 29357 河野　創太(3) 有野北 5 29525 松前　大雅(3) 星陵台
ミヤケ　ヒタチ セイリョウダイ [14.34] シラヒゲ　レイジ キタコウベ [15.41]

6 29526 三宅　陽立(3) 星陵台 6 24170 白髭　怜士(3) 北神戸
ミタ　ヤマト ホンジョウ [15.93] シオタ　ショウ ナガタ [17.69]

7 20176 三田　倭都(3) 本庄 7 24912 塩田　翔(3) 長田
ホソイ　リク タキガワ [20.00] ソノダ　ヒナタ フクダ [18.84]

8 28978 細井　陸玖(1) 滝川 8 26407 園田　陽向(2) 福田
カタヤマ　ツヨシ アリノ [18.46] ナイトウ　アオト マイコ [18.91]

9 29226 片山　剛(3) 有野 9 26821 内藤　蒼人(3) 舞子

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イトウ　コウタ ホンタモン

2 27022 伊藤　洸太(2) 本多聞
ミナミ　ユウ シオヤ [21.00]

3 26273 美浪　優(2) 塩屋
マルヤマ　ソラ ウタシキヤマ [15.42]

4 26606 丸山　空大(3) 歌敷山
ハラ　ユウヤ マイコ [14.87]

5 26824 原　悠也(3) 舞子
コバヤシ　シュント コウヨウ [17.74]

6 20060 小林　俊音(3) 向洋
ニシカワ　タイヨウ キタコウベ [17.01]

7 24168 西川　汰翼(3) 北神戸
タナカ　ダイチ カラト [18.83]

8 22932 田中　大智(3) 唐櫃
マツダ　セイヤ アリノキタ [19.44]

9 29388 松田　征也(3) 有野北

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ナガミネ フクダ [47.89]

2 長峰 6 福田
[  ] ウエキ　シリュウ [  ] クニヒロ　ユウキ [  ] ニシムラ　ハルト [  ] サガヤマ　シュンヤ [  ] トクトメ　アツシ [  ] ノロ　ユウト

21061 上木 獅流(3) 21063 國廣 勇気(3) 21066 西村 陽杜(3) 26481 嵯峨山 舜也(3) 26483 徳留 敦(3) 26484 野呂 勇仁(3)

[  ] ナカハラ　ゲンタ [  ] ニシカワ　カツト [  ] オオタケ　アツシ [  ] ムラタ　ユラ [  ] ヤマモト　ヒロト [  ] ノヂ　ルア

21068 中原 絃太(3) 21069 西川 克翔(3) 21071 大竹 敦士(3) 26486 村田 遥楽(3) 26488 山本 大翔(3) 26489 野地 瑠亜(3)

ハゼタニチュウ [50.90] ナダ [47.14]

3 櫨谷 7 灘
[  ] イシイ　タケル [  ] イデ　ヨシロウ [  ] クスモト　ケイイチロウ [  ] タケムラ　ユキヒロ [  ] マツダ　ノリアキ

27384 石井 丈琉(3) 27385 井手 吉朗(3) 27387 楠本 敬一郎(3) 28441 竹村 行弘(3) 28442 松田 憲明(3)

[  ] ササキ　レン [  ] タナカ　コウヨウ [  ] ヨシタニ　コウキ [  ] コバヤシ　シュウタ [  ] モリチカ　ヤマト

27388 佐々木 漣(3) 27389 田中 康陽(3) 27390 吉谷 浩輝(3) 28443 小林 秀多(3) 28444 森近 和誠(3)

スズランダイ [46.49] モトヤマ [48.50]

4 鈴蘭台 8 本山
[  ] オオツボ　レオト [  ] オオワダ　ユウシ [  ] シオツ　ダイキ [  ] ミカミ　コタロウ [  ] オクタニ　ユウタ [  ] オチアイ　シンゴ

23521 大坪 澪音(3) 23522 大和田 優志(3) 23524 塩津 大輝(3) 20302 三上 鼓太郎(2) 20350 奥谷 祐太(3) 20353 落合 真吾(3)

[  ] タカタ　トモヒロ [  ] ニシカワ　ユウダイ [  ] ヤマモト　アヤト [  ] カドワキ　コウセイ [  ] ナカガワ　レン [  ] ヤマガ　テルアキ

23526 髙田 智弘(3) 23527 西川 雄大(3) 23528 山本 彩友(3) 20354 門脇 功成(3) 20355 中川 廉(3) 20358 山家 照央(3)

シオヤ [44.97] ウエノ [49.50]

5 塩屋 9 上野
[  ] イワモト　ダイキ [  ] タナカ　ミズキ [  ] タナカ　リュウマ [  ] ハルナ　ジント [  ] サトウ　ヨシユキ

26242 岩本 大輝(3) 26246 田中 瑞希(3) 26247 田中 竜馬(3) 21115 春名 壬豊(3) 21116 佐藤 恵行(3)

[  ] ツネミ　ジント [  ] ナカムラ　タクム [  ] モウリ　フミヤ [  ] ナカヤス　キョウイチ [  ] ミワ　コウタ

26248 常深 仁斗(3) 26249 中村 拓夢(3) 26252 毛利 文哉(3) 21117 中安 喬一(3) 21119 三輪 康太(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
アリマ セイリョウダイ [45.96]

2 有馬 6 星陵台
[  ] オガタ　トモヤ [  ] サカバヤシ　オウガ [  ] アンノウ　イツキ [  ] カワベ　トモアキ [  ] タナカ　ユウキ

22811 緒方 友哉(2) 22812 坂林 碧河(2) 29511 安納 一希(2) 29521 川邉 智瑛(3) 29524 田中 優貴(3)

[  ] サワダ　ムツミ [  ] マツシマ　テン [  ] マツマエ　タイガ [  ] ミヤケ　ヒタチ

22813 澤田 睦史(2) 22814 松島 天(2) 29525 松前 大雅(3) 29526 三宅 陽立(3)

ロッコウガクイン [53.00] ホンタモン [47.30]

3 六甲学院 7 本多聞
[  ] タカハシ　リョウスケ [  ] ハヤシ　ノブナリ [  ] フルタ　リョウ [  ] サイトウ　アオイ [  ] アガタ　セイノスケ [  ] ナカサカ　リク

28503 髙橋 亮右(2) 28505 林 信成(2) 28506 古田 亮(2) 27011 齋藤 碧(3) 27014 縣 惺之介(3) 27015 中坂 凌久(3)

[  ] ヒノキダ　レン [  ] カメダ　ユウイチロウ [  ] ニシクラ　シュン [  ] イトウ　コウタ [  ] タノ　ヨシユキ [  ] フクザキ　リュウキ

28508 檜田 蓮(2) 28509 亀田 祐一郎(2) 28534 西藏 惇(1) 27022 伊藤 洸太(2) 27026 田野 善之(2) 27028 福崎 竜輝(2)

タモンヒガシ [47.61] ヤマダ [48.56]

4 多聞東 8 山田
[  ] オカザキ　リョウ [  ] トクダ　ショウ [  ] ミヤモト　エイタ [  ] アズマ　カズシ [  ] アリミズ　ユウタロウ [  ] サトウ　ヤマト

26723 岡崎 諒(3) 26730 徳田 翔(3) 26734 宮本 瑛太(3) 23150 東 和志(3) 23151 有水 佑太朗(3) 23152 佐藤 大和(3)

[  ] ハセガワ　カイリ [  ] サワダ　リキナル [  ] ワダ　ミキノリ [  ] アララギ　タイヨウ [  ] キタイ　ユウサク [  ] ホンダ　キョウヘイ

26738 長谷川 甲斐吏(3) 26747 澤田 力成(2) 26759 和田 樹忠(2) 23153 蘭 太陽(3) 23154 北井 優桜(3) 23155 本田 恭平(3)

モトヤマミナミ [44.98] シンダイフゾクチュウ [48.98]

5 本山南 9 神大附属
[  ] キムヤ　イク [  ] ホリ　トモヒロ [  ] ムロチ　シュンノスケ [  ] オカモト　タイセイ [  ] タケモリ　レン [  ] ハヤカワ　キョウヘイ

20603 金也 郁(3) 20604 堀 知紘(3) 20605 室地 俊之介(3) 28212 岡本 大世(3) 28213 竹森 蓮(3) 28215 早川 恭平(3)

[  ] ムラカミ　ゴウ [  ] ヒロベ　キッタ [  ] マハラ　ナオキ [  ] オガワ　ショウキ [  ] ツジ　イツキ [  ] アベ　シュウスケ

20687 村上 豪(3) 20688 廣部 桔太(3) 20696 馬原 直希(3) 28218 小川 将輝(2) 28219 辻 樹輝(2) 28221 阿部 秀祐(2)
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共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ミナトガワ タルミ [47.62]

2 湊川 6 垂水
[  ] イシヅカ　センスイ [  ] キシモト　マサハル [  ] ナカタニ　ツバサ [  ] キムラ　キョウスケ [  ] クスセ　リョウヘイ [  ] シンザキ　ジュンセイ

22339 石塚 千酔(3) 22344 岸本 真明(3) 22348 中谷 空駆(3) 26526 木邨 京介(3) 26527 楠瀬 凌平(3) 26530 新崎 心星(3)

[  ] ハシモト　ジェダイ [  ] ウチダ　イブキ [  ] マエダ　カズキ [  ] ナガオカ　レイト [  ] マエノ　ユウト [  ] ヤマサキ　トモキ

22349 橋本 時代(3) 22354 内田 依吹(2) 22357 前田 和希(2) 26531 永岡 怜人(3) 26533 前野 佑斗(3) 26534 山﨑 智葵(3)

オオゾウ [52.80] オオハラ [47.25]

3 大沢 7 大原
[  ] ハヅキ　ヒロト [  ] ミズタニ　ヒラク [  ] モリ　シュンセイ [  ] ハギサワ　トモヤ [  ] ムカエ　コウタ [  ] カワセ　テツタ

23911 巴月 滉人(3) 23913 水谷 開(3) 23914 森 隼星(3) 29132 萩澤 友哉(3) 29136 向江 晃汰(3) 29137 川瀨 てつた(3)

[  ] オカモト　ルイ [  ] オカナミ　ユウスケ [  ] クリハラ　シュンノスケ [  ] オダ　コウタロウ [  ] ヤマグチ　コウタ

23923 岡本 琉生(1) 23926 岡波 祐介(3) 29138 栗原 隼之介(3) 29150 尾田 孝太郎(2) 29155 山口 煌太(2)

ミナトジマガクエン [46.10] ヒラノ [49.05]

4 港島学園 8 平野
[  ] キクチ　カイト [  ] イマグチ　エイタ [  ] ササキ　イチロウ [  ] フジモト　トエイタ [  ] ニッタ　ソウイチロウ [  ] ヤマサキ　リョウタ

21937 菊地 凱斗(3) 21941 今口 瑛大(3) 21942 佐々木 一朗(3) 27804 藤本 瑛太(2) 27810 新田 創一朗(2) 27882 山崎 僚太(3)

[  ] タケマ　イオ [  ] ナカツル　シュウト [  ] トノヤマ　ルイ [  ] ウエダ　ソウタ [  ] オオモリ　ダン

21943 竹間 惟勇(3) 21944 中津留 柊斗(3) 21970 殿山 流唯(2) 27884 上田 創太(3) 27885 大森 檀(3)
コウベナガサカ [44.97] ウオザキ [48.50]

5 神戸長坂 9 魚崎
[  ] イチマ　ユウ [  ] イチマル　ヤオキ [  ] タカミヤ　リョウ [  ] ミシマ　ナオト

27111 市間 勇(3) 27112 市丸 弥興(3) 20208 髙宮 遼(3) 20210 三島 直大(3)

[  ] キタムラ　イッセイ [  ] モリワキ　ユタカ [  ] ウエダ　コウタ [  ] ウリタニ　コウタロウ

27115 北村 一惺(3) 27118 森脇 悠賢(3) 20212 上田 航太(3) 20221 瓜谷 航太朗(2)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
カラト マイコ [47.60]

2 唐櫃 6 舞子
[  ] ウチダ　ジン [  ] タナカ　ダイチ [  ] マツオカ　ユイト [  ] サトウ　ソウタ [  ] ナイトウ　アオト [  ] ニワ　ユウヒ

22930 内田  迅(3) 22932 田中 大智(3) 22936 松岡 結斗(3) 26820 佐藤 颯拓(3) 26821 内藤 蒼人(3) 26823 丹羽 夕陽(3)

[  ] アサイ　リク [  ] マツタニ　トモヤ [  ] ヨシイケ　ナナト [  ] ハラ　ユウヤ [  ] サトウ　シュンキ

22937 浅井 理孔(3) 22942 松谷 朋哉(3) 22952 吉池 七斗(2) 26824 原 悠也(3) 26825 佐藤 駿樹(3)

オブ ミカゲ [45.36]

3 小部 7 御影
[  ] ドウメンキ　ソラ [  ] ニシダ　トモノリ [  ] セト　リョウタ [  ] カミヤ　ケンゴ [  ] コバヤシ　カイシ [  ] タバタ　ソラ

23430 同免木 大空(3) 23431 西田 有慶(3) 23432 瀬戸 亮大(3) 20551 神谷 健悟(3) 20552 小林 魁士(3) 20553 田畑 奏良(3)

[  ] ムラズミ　コウ [  ] クロダ　レン [  ] ヨリ　ケイゴ [  ] アラセ　ハルト [  ] ヒラカワ　ジョウジ

23433 村住 恒(3) 23434 黒田 蓮(3) 20557 寄 圭吾(3) 20559 荒瀬 遼統(3) 20567 平川 靖士(2)

イカワダニ [47.34] ナガタ [48.82]

4 伊川谷 8 長田
[  ] スズミ　コウキ [  ] イワイ　ノア [  ] シオタ　ショウ [  ] タニガワ　ユウト [  ] フルキ　リョウガ

27203 鈴見 光希(3) 27205 岩井 望空(3) 24912 塩田 翔(3) 24913 谷川 祐仁(3) 24915 古木 凌駕(3)

[  ] ハタクボ　ヨウタ [  ] オオタニ　コトラ [  ] ヒラタニ　リョウスケ [  ] ヤマナミ　ソウワ

27206 畠久保 遥太(3) 27216 大谷 乎虎(2) 24927 平谷 涼佑(2) 24928 山南 奏和(2)

タマツ [45.03] タカショウ [48.76]

5 玉津 9 鷹匠
[  ] カツモト　ケイスケ [  ] カリタニ　ヒロイ [  ] キタウラ　ガク [  ] タムラ　シュンエイ [  ] シモムラ　ユウタ

27608 勝本 啓介(3) 27609 苅谷 弘唯(3) 20773 北浦 雅久(3) 20774 田村 駿英(3) 20775 下村 祐太(3)

[  ] モリキ　カンタ [  ] ヤマシタ　レンヤ [  ] トザワ　ナオヤ [  ] ヒラタ　ユウスケ

27611 森木 幹太(3) 27614 山下 連野(3) 20777 戸澤 直哉(3) 20785 平田 悠介(2)
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共通男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
サクラガオカ アリノ [46.89]

2 桜が丘 6 有野
[  ] オオヒガシ　ソラ [  ] ショウダ　ユウト [  ] タカノ　ショウマ [  ] カタヤマ　ツヨシ [  ] トミタ　シュン [  ] キハラ　ヒロト

27431 大東 昊來(1) 27434 正田 悠仁(1) 27435 高野 翔真(1) 29226 片山 剛(3) 29231 冨田 舜(3) 29244 木原 寛斗(2)

[  ] コハラ　カイ [  ] シカノ　リン [  ] ツジモト　ソウマ [  ] トモシゲ　コウタ [  ] フクダ　ユウト

27438 小原 開(1) 27439 鹿野 凛(1) 29249 辻本 蒼馬(2) 29250 友重 幸太(2) 29255 福田 夢叶(2)

オオイケチュウガッコウ [50.30] キタコウベ [44.72]

3 大池 7 北神戸
[  ] カワカミ　ジュンペイ [  ] ハラ　ココロ [  ] ヨシダ　ユウゴ [  ] ノムラ　アキト [  ] イワデ　ハル [  ] イワサキ　コウセイ

23024 川上 純平(3) 23032 原 想路(3) 23039 吉田 悠吾(1) 24154 野村 陽人(3) 24156 岩出 悠(3) 24158 岩﨑 光晟(3)

[  ] クドウ　レオン [  ] カリヤ　コタロウ [  ] トデ　ダイト [  ] カキモト　カズホ [  ] シラヒゲ　レイジ

23040 工藤 玲音(1) 23043 仮屋 虎太朗(1) 24161 戸出 大翔(3) 24164 柿本 一帆(3) 24170 白髭 怜士(3)

オシベダニ [46.81] ケイメイ [49.65]

4 押部谷 8 啓明
[  ] オダ　カナメ [  ] タナカ　アオイ [  ] イケベ　ハルト [  ] ヒムラ　タイガ [  ] マツシタ　カシュウ [  ] ハットリ　シュンノスケ

27502 織田 要(2) 27543 田中 碧海(3) 27548 池邉 晴人(3) 29021 樋村 太雅(2) 29023 松下 嘉秀(2) 29024 服部 洵之介(2)

[  ] サトウ　アキ [  ] マツオ　ソウシ [  ] タカヒラ　ハヤト [  ] ヤマグチ　ハルト [  ] ヒラオカ　シュンタ

27550 佐藤 暉(3) 27552 松尾 宗志(3) 27553 高比良 隼(3) 29026 山口 遥大(2) 29028 平岡 俊太(2)

ナギサ [48.01] タイサンジ [48.18]

5 渚 9 太山寺
[  ] カワマタ　リュウノスケ [  ] コイケ　シュンタ [  ] ニシジマ　ハルト [  ] オカ　リュウノスケ [  ] オガワ　シュンスケ [  ] カワベ　ダイジ

21832 川俣 隆之介(3) 21834 小池 隼太(3) 21835 西島 悠翔(3) 28120 岡 龍之介(3) 28121 小川 竣介(3) 28122 河部 大侍(3)

[  ] ヤマモト　レイジ [  ] タカハシ　リョウ [  ] ヒグチ　ユウヤ [  ] ナルカワ　クウガ [  ] カツノ　レン [  ] タカハシ　ケント

21837 山本 玲慈(3) 21842 髙橋 遼(2) 21843 樋口 雄哉(2) 28124 鳴川 空雅(3) 28152 勝野 連(2) 28154 髙橋 健人(2)

6組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
コウヨウ イブキダイ [44.78]

2 向洋 6 井吹台
[  ] コバヤシ　シュント [  ] コバヤシ　ハルマ [  ] ミスミ　コウヘイ [  ] ツチハシ　ハルト [  ] ニシモト　ヨシタロウ

20060 小林 俊音(3) 20062 小林 温眞(3) 29641 三住 康平(3) 29647 土橋 遥人(3) 29648 西本 義太郎(3)

[  ] ヨコタ　カエラ [  ] ナガタ　カンタ [  ] ムライ　ハルト [  ] コウノ　トモヤ

20084 横田 叶偉(2) 20088 永田 敢大(2) 29674 村井 悠人(2) 29679 河野 友弥(2)

モモヤマダイ [50.89] タカクラ [47.99]

3 桃山台 7 高倉
[  ] イワサキ　テッペイ [  ] コバヤシ　ジュンキ [  ] シノヅカ　ジョウ [  ] フナサカ　シュンスケ [  ] ヨグロ　タケシ [  ] マスイ　リクト

26111 岩﨑 鉄平(3) 26112 小林 隼希(3) 26113 篠塚 丈(3) 25312 舟坂 俊介(2) 25314 余黒 健(2) 25322 増井 陸斗(1)

[  ] シンドウ　ショウセイ [  ] ニンベ　ユウキ [  ] ヤマモト　ショウタ [  ] フジイ　ヒデキ [  ] ヨシダ　ヒカル [  ] カワタ　リュウセイ

26114 進藤 翔誠(3) 26116 仁部 祐大(3) 26118 山本 正太(3) 25360 藤井 秀樹(3) 25361 吉田 光(3) 25362 川田 流成(3)

ホンジョウ [47.06] ウタシキヤマ [48.43]

4 本庄 8 歌敷山
[  ] コタニ　ユウタ [  ] イムタ　イッセイ [  ] ハシモト　シンタロウ [  ] オガワ　ヒカル [  ] キムラ　カズヒト [  ] テラダ　ユウセイ

20170 小谷 侑汰(3) 20171 飯牟田 一惺(3) 20173 橋本 真太朗(3) 26603 小川 光(3) 26604 木村 航人(3) 26605 寺田 悠晟(3)

[  ] ミタ　ヤマト [  ] ヤマグチ　アオイ [  ] ヒラオカ　ツカサ [  ] マルヤマ　ソラ [  ] マエダ　ユウト [  ] ヨシダ　コウタ

20176 三田 倭都(3) 20177 山口 葵(3) 20179 平岡 司冴(3) 26606 丸山 空大(3) 26608 前田 悠斗(2) 26609 吉田 昂汰(2)

アリノキタ [46.58] スミヨシ [49.53]

5 有野北 9 住吉
[  ] コウノ　ソウタ [  ] ホンダ　タクミ [  ] マツダ　セイヤ [  ] クリバヤシ　コウタロウ [  ] ノグチ　アキラ [  ] ヒダカ　ラク

29357 河野 創太(3) 29387 本多 拓海(3) 29388 松田 征也(3) 20452 栗林 弘太郎(3) 20454 野口 輝(3) 20455 日髙 楽久(3)

[  ] マツムラ　サンシロウ [  ] ミヤザキ　ケイタ [  ] ヨネザワ　ハル [  ] マツシマ　リクト [  ] マルオ　ダン [  ] ミヤシタ　トオル

29389 松村 三四郎(3) 29391 宮﨑 恵大(3) 29393 米澤 羽琉(3) 20456 松島 陸翔(3) 20457 丸尾 暖(3) 20459 宮下 透(3)
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1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
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低学年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
コウヨウ マイコ [52.11]

2 向洋 6 舞子
[  ] ウエサカ　タクヤ [  ] ハヤシダ　シリュウ [  ] カワグチ　ショウタロウ [  ] タカセ　タケシ [  ] ナカムラ　リョウタ [  ] ユキノブ　ヒロト

20002 上坂 拓弥(1) 20004 林田 子竜(1) 20008 川口 翔太郎(1) 26800 髙瀬 雄次(2) 26801 中村 亮太(2) 26802 行延 礼翔(2)

[  ] ホウライ　ゲン [  ] オオクボ　シュウタ [  ] キヨマサ　ルイ [  ] オノ　ソラ [  ] ハマダ　リョウマ

20085 蓬莱 絃(2) 20086 大久保 柊汰(2) 20087 清政 瑠伊(2) 26810 小野 蒼空(1) 26817 浜田 劉眞(1)

ミナトジマガクエン ロッコウガクイン [56.00]

3 港島学園 7 六甲学院
[  ] ナカ　ユウスケ [  ] ニレダ　ハルカ [  ] ササキ　マコト [  ] シオタ　ユウト [  ] ツカモト　タツキ [  ] マキノ　リョウセイ

21971 中 優介(2) 21972 楡田 遼(2) 21981 佐々木 誠(1) 28501 塩田 悠人(2) 28504 塚本 樹(2) 28507 牧野 諒聖(2)

[  ] タナカ　タイキ [  ] マツノ　トワ [  ] キタニ　ツバサ [  ] タニグチ　ソウシ [  ] ツボウチ　ケイタ

21982 田中 大喜(1) 21984 松野 兎羽(1) 28531 木谷 翼(1) 28532 谷口 聡崇(1) 28533 坪内 啓太(1)

ナダ [51.00] タカクラ

4 灘 8 高倉
[  ] サノ　ソラ [  ] ミゾタ　アオイ [  ] オオイシ　チサト [  ] ナカジマ　ユウト [  ] ヒガシダ　ナオヤ [  ] オガワ　リュウ

28463 佐野 葵空(2) 28467 溝田 碧(2) 28481 大石 知惺(1) 25311 中島 悠翔(2) 25316 東田 直也(2) 25318 小河 琉(2)
[  ] サハシ　ケンタ [  ] ハヤシ　ソウマ [  ] フジノ　リョウスケ [  ] サカイ　コウシロウ [  ] フジワラ　ソウタ

28482 佐橋 研太(1) 28485 林 壮馬(1) 25321 藤野 僚祐(1) 25326 酒井 孝士郎(1) 25328 藤原 颯大(1)

タモンヒガシ [52.67]

5 多聞東
[  ] イタニ　シンヤ [  ] オオヒガシ　ユウスケ [  ] シマザキ　アオト

26740 井谷 心哉(2) 26742 大東 侑介(2) 26748 島崎 碧人(2)

[  ] オオヤマ　ミズキ [  ] キシモト　コウガ [  ] ナカオ　シュン

26760 大山 瑞己(1) 26763 岸本 康雅(1) 26766 中尾 舜(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ナガミネ シオヤ [52.00]

2 長峰 6 塩屋
[  ] ベッショ　ダイゴ [  ] キヤマ　ショウタ [  ] ハセガワ　コイキ [  ] サカナリ　ヒナタ [  ] ミナミ　ユウ [  ] ヤマムラ　リョウタロウ

21002 別所 大悟(2) 21005 木山 翔太(2) 21006 長谷川 虎粋(2) 26267 阪成 陽向(2) 26273 美浪 優(2) 26275 山村 亮太朗(2)

[  ] ニシオ　ユウキ [  ] ハラ　シュンタロウ [  ] マジマ　コウタ [  ] イズタ　ハヤト [  ] デグチ　ヒロキ [  ] フクバヤシ　ユウト

21016 西尾 友希(2) 21042 原 俊太郎(1) 21046 間嶋 洸太(1) 26282 出田 駿仁(1) 26286 出口 洋樹(1) 26290 福林 佑斗(1)

イブキダイ タイサンジ [54.79]

3 井吹台 7 太山寺
[  ] イケモト　ルキヤ [  ] カワグチ　ヒロト [  ] マツオカ　アツヤ [  ] カトウ　レイ [  ] ゴトウ　ナオト [  ] マツモト　タイチ

29601 池本 琉生哉(1) 29603 川口 央翔(1) 29612 松岡 篤矢(1) 28103 加藤 澪(1) 28105 呉藤 尚人(1) 28108 松本 泰知(1)

[  ] ヤマモト　コウタ [  ] テラダ　ネオ [  ] シバノ　キョウスケ [  ] モリサキ　コウスケ [  ] ニシノ　コウダイ [  ] コヤマ　リョウヘイ

29675 山本 航大(2) 29680 寺田 音生(2) 29681 柴野 恭佑(2) 28111 森嵜 晃輔(1) 28150 西野 煌大(2) 28153 小山 凌平(2)

キタコウベ [51.35] フクダ

4 北神戸 8 福田
[  ] ニシウラ　ミズキ [  ] ヨネタニ　リク [  ] オガワ　カイト [  ] ソノダ　ヒナタ [  ] ヤマシタ　コタロウ [  ] ワダ　エイタ

24103 西浦 瑞貴(2) 24122 米谷 陸(1) 24128 小河 迦斗(1) 26407 園田 陽向(2) 26413 山下 鼓太郎(2) 26415 和田 英大(2)

[  ] オガワ　ユウト [  ] ヒラシタ　フミヤ [  ] ニシナカ　カズマ [  ] アキタ　シオン [  ] イワイ　トシキ [  ] シラキ　ユウセイ

24132 小河 優斗(1) 24193 平下 文哉(2) 24197 西中 一真(2) 26421 秋田 志温(1) 26422 岩井 寿輝(1) 26423 白木 悠晴(1)

ハゼタニチュウ [53.18]

5 櫨谷
[  ] ヒキダ　ハルト [  ] キシ　ユウト [  ] クルマ　リョウタ

27301 引田 陽翔(2) 27304 岸 祐斗(1) 27306 来馬 涼太(1)

[  ] ハマサキ　タイリ [  ] オオハシ　テンマ [  ] シゲモト　コウキ

27307 浜崎 大利(1) 27393 大橋 典馬(2) 27397 重本 光輝(2)
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低学年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
モモヤマダイ スズランダイ [51.68]

2 桃山台 6 鈴蘭台
[  ] オオツジ　ハルト [  ] オワリ　カイト [  ] クサカ　ソウタ [  ] アビコ　ルカ [  ] イシハマ　ユキト [  ] シブヤ　レン

26122 大辻 悠斗(2) 26124 尾割 海翔(2) 26126 日下 爽汰(2) 23503 安孫子 瑠佳(1) 23505 石濱 勇輝斗(1) 23507 澁谷 蓮(1)
[  ] カワキタ　タケル [  ] トクダ　スカイ [  ] ヤマネ　セイア [  ] コイズミ　テンイチ [  ] サカグチ　ダイキ [  ] サトウ　ウキョウ

26133 川北 丈瑠(1) 26135 得田 澄海(1) 26139 山根 靖空(1) 23531 小泉 天一(2) 23532 坂口 大騎(2) 23533 佐藤 右京(2)

タキガワ アリノ [53.63]

3 滝川 7 有野
[  ] カワムラ　コウシロウ [  ] キノシタ　ハルト [  ] オカダ　リュウジュ [  ] アベ　ツバサ [  ] ナカセ　レイト [  ] オジマ　コウスケ

28968 河村 剛史郎(2) 28969 木下 遥斗(2) 28974 岡田 龍樹(1) 29240 安部 翼(2) 29252 中瀬 禮杜(2) 29272 小嶋 康介(1)

[  ] イタノ　ユウキ [  ] ホソイ　リク [  ] ニシオカ　ラク [  ] タナカ　ケント [  ] ツジイ　ソウタ [  ] ヤマサキ　ユウキ

28976 板野 結希(1) 28978 細井 陸玖(1) 28979 西岡 楽(1) 29275 田中 健斗(1) 29276 辻井 蒼大(1) 29279 山﨑 悠生(1)

タルミ [51.69] セイシン

4 垂水 8 西神
[  ] ミズシマ　レイジ [  ] キド　ソラ [  ] クスダ　ユウシ [  ] クロダ　カズキ [  ] ヤジマ　コタロウ [  ] ヨシダ　テツヤ

26542 水嶋 礼治(2) 26546 木戸 颯来(2) 26554 楠田 優心(2) 29414 黒田 和希(1) 29415 矢島 琥太郎(1) 29416 吉田 哲也(1)

[  ] ナガオ　コウタ [  ] ツカモト　ヒロト [  ] ヒダカ　リュウトク [  ] ウメムラ　ハルト [  ] タカヤ　シュウジ

26573 長尾 航太(1) 26577 塚本 広人(1) 26578 日高 琉羽徳(1) 29422 梅村 大翔(2) 29423 髙谷 修史(2)

モトヤマミナミ [53.57]

5 本山南
[  ] サカモト　ショウ [  ] ツツイ　リョウ [  ] トビオカ　マコト

20620 坂本 翔(2) 20622 筒井 瞭(2) 20623 飛岡 誠人(2)

[  ] カタオカ　ハルト [  ] オクノ　レン [  ] イケダ　ハルト

20633 片岡 遼人(1) 20637 奥野 漣(1) 20638 池田 春翔(1)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
コウベナガサカ アリノキタ [50.59]

2 神戸長坂 6 有野北
[  ] ウエダ　トキ [  ] タナベ　タイヨウ [  ] ナカムラ　ウク [  ] タナカ　セイタロウ [  ] ノムラ　セイリュウ [  ] マツノハナ　ハルト

27121 植田 都生(2) 27126 田鍋 太陽(2) 27127 中村 佑空(2) 29302 田中 惺太朗(2) 29305 野村 成龍(2) 29306 松端 陽斗(2)

[  ] イワモト　カイセイ [  ] ウツミ　ユウト [  ] ニシモト　セイヤ [  ] ナカシマ　フヒト [  ] ニシイ　ミズキ [  ] マツナガ　レン

27142 岩本 海聖(1) 27143 内海 佑飛(1) 27149 西本 勢也(1) 29337 中嶋 史(1) 29340 西井 瑞樹(1) 29343 松永 澪音(1)

オオハラ ヤマダ [56.10]

3 大原 7 山田
[  ] イナヨシ　アオイ [  ] ヒラオカ　ダイスケ [  ] フクズミ　ショウタ [  ] オガタ　アユム [  ] ホリカワ　テッタ [  ] マルヤマ　ヨウタロウ

29101 稲吉 碧已(1) 29104 平岡 大輔(1) 29106 福住 翔太(1) 23102 緒方 歩夢(2) 23104 堀川 徹太(2) 23105 丸山 陽太郎(2)

[  ] ミヤモト　ヨシキ [  ] ユウキ　リョウマ [  ] サトウ　ダイチ [  ] モモタ　シンゴ [  ] アダチ　マサヒロ [  ] カワモト　ケンシ

29154 宮本 善生(2) 29156 由木 亮海(2) 29158 佐藤 大地(2) 23106 百田 心吾(2) 23110 安達 雅浩(1) 23112 川本 兼史(1)

オシベダニ [52.36] ホンジョウ [56.32]

4 押部谷 8 本庄
[  ] アカギ　レイト [  ] イシイ　タカト [  ] アダチ　イット [  ] タナカ　コウキ [  ] ササオカ　リュウ

27500 赤木 玲斗(2) 27503 石井 貴人(2) 20104 足立 逸音(2) 20106 田中 昊輝(2) 20108 笹岡 劉(2)
[  ] コマツ　ヨウタ [  ] ノグチ　ヒカル [  ] ヨシダ　タカヒロ [  ] ノヅマ　キッペイ [  ] タケサダ　オウガ

27514 小松 羊大(1) 27516 野口 陽光(1) 20121 𠮷田 峻弘(1) 20122 野妻 季都平(1) 20123 武貞 桜河(1)

ミカゲ [52.30]

5 御影
[  ] キヌガワ　ケイイチ [  ] ナカヤマ　リョウタ [  ] モリタ　カイル

20565 衣川 慶一(2) 20566 中山 稜大(2) 20568 森田 快琉(2)

[  ] アライケ　ツバサ [  ] タケダ　ユウキ [  ] マツオ　ケイシ

20571 荒池 翼(1) 20575 武田 悠希(1) 20579 松尾 慶志(1)
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低学年男子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
イカワダニ セイリョウダイ [51.38]

2 伊川谷 6 星陵台
[  ] イケダ　アキヒサ [  ] マツオ　コウタ [  ] ハナオカ　リュウヤ [  ] ナカノ　ユウキ [  ] ノグチ　コウキ

27218 池田 晃悠(2) 27220 松尾 康汰(2) 27239 花岡 龍也(1) 29504 中野 友貴(1) 29505 野口 航輝(1)

[  ] ミヤワキ　ヒカル [  ] ワタナベ　イチゴ [  ] ハシモト　ヒロヤ [  ] ホッタ　ソウシン

27244 宮脇 輝(1) 27245 渡辺 一護(1) 29514 橋本 拓弥(2) 29515 堀田 蒼心(2)

シラカワダイ ホンタモン [54.61]

3 白川台 7 本多聞
[  ] コンドウ　タクマ [  ] ミズノ　シュウ [  ] サカタ　ソラ [  ] コンドウ　ミズキ [  ] トマシタ　キリ [  ] ホソカワ　ソウタ

25731 近藤 匠真(2) 25732 水野 志優(2) 25734 坂田 蒼空(2) 27024 近藤 瑞輝(2) 27027 笘下  惺(2) 27029 細川 颯汰(2)

[  ] ニシノ　トウマ [  ] イワサキ　ハルト [  ] フジワケ　キリヤ [  ] カワジリ　タイヨウ [  ] フケ　ヨシト [  ] トヨダ　ユウマ

25742 西野 斗真(1) 25745 岩崎 陽人(1) 25746 藤分 徠躍(1) 27030 川尻 太陽(1) 27031 福家 義人(1) 27033 豊田 侑真(1)

ウエノ [53.50] タマツ

4 上野 8 玉津
[  ] ツクダ　ソウマ [  ] オオヒガシ　ショウマ [  ] イソ　リュウヤ [  ] オハラ　イツル [  ] ワタナベ　ナル

21102 佃 颯真(1) 21103 大東 正実(1) 27631 磯 隆也(2) 27632 小原 唯弦(2) 27642 渡辺 凪琉(2)

[  ] カナザワ　ヨシトモ [  ] タナベ　ケイスケ [  ] サキヤマ　トウヤ [  ] ヤマシタ　ユキヤ [  ] アラカキ　ショウゴ

21122 金沢 慶智(2) 21128 田邉 啓介(2) 27649 崎山 櫂也(1) 27651 山下 友林也(1) 27652 新垣 翔吾(1)

スミヨシ [51.78]

5 住吉
[  ] アラキ　シュント [  ] キシモト　トキヤ [  ] シラキ　ソウイチ

20471 荒木 俊音(2) 20473 岸本 隆也(2) 20475 白木 颯一(2)

[  ] オダ　キョウヘイ [  ] ソダ　ルルト [  ] スギヤマ　フウガ

20481 小田 恭平(1) 20483 祖田 琉留斗(1) 20584 杉山 風雅(1)

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
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共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キタイ　ユウサク ヤマダ [1.70]

1 23154 北井　優桜(3) 山田
フルキ　リョウガ ナガタ [1.50]

2 24915 古木　凌駕(3) 長田
アサイ　リク カラト [1.65]

3 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃
シロシタ　アツキ アリノキタ [1.60]

4 29381 城下　篤輝(3) 有野北
オカダ　タイガ オブ [1.40]

5 23440 岡田　大河(2) 小部
ヤマモト　アヤト スズランダイ [1.56]

6 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台
ヨネザワ　ダイチ シラカワダイ [1.55]

7 25733 米澤　大地(2) 白川台
シオツ　ダイキ スズランダイ [1.45]

8 23524 塩津　大輝(3) 鈴蘭台
タニガワ　ユウト ナガタ [1.50]

9 24913 谷川　祐仁(3) 長田
ナカジマ　レオ キタコウベ [1.55]

10 24165 中嶋　伶旺(3) 北神戸
コンドウ　ミズキ ホンタモン

11 27024 近藤　瑞輝(2) 本多聞
カワセ　テツタ オオハラ [1.45]

12 29137 川瀨　てつた(3) 大原
ホリカワ　テッタ ヤマダ [1.56]

13 23104 堀川　徹太(2) 山田
アヅマ　ヨウセイ スミヨシ [1.45]

14 20451 東　陽生(3) 住吉
イマグチ　エイタ ミナトジマガクエン [1.35]

15 21941 今口　瑛大(3) 港島学園
ヨシダ　リョウマ アリノ [1.40]

16 29262 吉田　涼真(2) 有野
フクイ　ヤマト キタコウベ [1.67]

17 24188 福井　大和(2) 北神戸
モリタ　コウヘイ フクダ [1.45]

18 26412 森田　耕平(2) 福田
オダ　カナメ オシベダニ [1.71]

19 27502 織田　要(2) 押部谷
オオモリ　ダン ヒラノ [1.71]

20 27885 大森　檀(3) 平野
フクタケ　ショウイチ モトヤマミナミ [1.45]

21 20626 福武　祥一(2) 本山南
サトウ　ダイチ オオハラ [1.61]

22 29158 佐藤　大地(2) 大原
カネシロ　ユウト ウエノ [1.45]

23 21120 金城　佑仁(3) 上野
スズキ　タカト モトヤマミナミ [1.60]

24 20695 鈴木　嵩人(3) 本山南
ノムラ　セイリュウ アリノキタ [1.55]

25 29305 野村　成龍(2) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子棒高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イケウチ　ハクア アリノキタ [2.80]

1 29351 池内　珀蒼(3) 有野北
クチハラ　ムツキ ウエノ [3.50]

2 21121 口原　睦生(2) 上野
キンノ　リン アリノキタ [2.20]

3 29356 金野　凛生(3) 有野北
スギモト　サトアキ ウエノ [3.40]

4 21124 杉本　惺昭(2) 上野
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共通男子走幅跳

〈〈 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
マスダ　ユウト オシベダニ [5.34] ウエダ　コウタ ウオザキ

1 27554 増田　優(3) 押部谷 2 20212 上田　航太(3) 魚崎
フジワラ　ユウマ タカトリ [5.43] ツダ　リュウト タモンヒガシ [4.30]

2 25144 藤原　勇真(3) 鷹取 3 26728 津田　琉斗(3) 多聞東
ムロチ　シュンノスケ モトヤマミナミ [5.23] アダチ　イット ホンジョウ [4.27]

3 20605 室地　俊之介(3) 本山南 4 20104 足立　逸音(2) 本庄
サトウ　ウキョウ スズランダイ [5.38] マルヤマ　ヨウタロウ ヤマダ [4.60]

4 23533 佐藤　右京(2) 鈴蘭台 5 23105 丸山　陽太郎(2) 山田
ナカムラ　ショウタ イブキダイ [5.39] タナベ　タイヨウ コウベナガサカ [4.13]

5 29658 中村　昭太(3) 井吹台 6 27126 田鍋　太陽(2) 神戸長坂
アカギ　レイト オシベダニ [5.35] シチノ　ケイ ナギサ [3.75]

6 27500 赤木　玲斗(2) 押部谷 7 21851 七野　啓(1) 渚
オカ　リュウノスケ タイサンジ [5.26] オオツジ　ハルト モモヤマダイ [3.72]

7 28120 岡　龍之介(3) 太山寺 8 26122 大辻　悠斗(2) 桃山台
ウエダ　ソウタ ヒラノ [5.44] キノシタ　ハルト タキガワ [4.40]

8 27884 上田　創太(3) 平野 9 28969 木下　遥斗(2) 滝川
マルヤマ　ハヤト モトヤマミナミ [5.35] クボ　ハルキ タルミ

9 20602 丸山　隼人(3) 本山南 10 26553 久保　陽生(2) 垂水
フナサカ　シュンスケ タカクラ [5.22] ヤマナミ　ソウワ ナガタ [4.67]

10 25312 舟坂　俊介(2) 高倉 11 24928 山南　奏和(2) 長田
スギモト　サトアキ ウエノ [5.24] ヤマサキ　リョウタ ヒラノ [5.19]

11 21124 杉本　惺昭(2) 上野 12 27882 山崎　僚太(3) 平野
ワタナベ　ソラ トモガオカ [6.18] カワベ　トモアキ セイリョウダイ [5.16]

12 25500 渡邉　奏良(3) 友が丘 13 29521 川邉　智瑛(3) 星陵台
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ [6.19] シマ　ハヤト アリノキタ [5.16]

13 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北 14 29359 志摩　颯音(3) 有野北
イワデ　ハル キタコウベ [6.35] カツノ　レン タイサンジ [5.14]

14 24156 岩出　悠(3) 北神戸 15 28152 勝野　連(2) 太山寺
マツオカ　ユイト カラト [5.60] ヒライ　トウマ エボシ [4.70]

15 22936 松岡　結斗(3) 唐櫃 16 20802 平井　斗真(2) 烏帽子
オオツボ　レオト スズランダイ [5.98] サトウ　ソウタ マイコ [4.85]

16 23521 大坪　澪音(3) 鈴蘭台 17 26820 佐藤　颯拓(3) 舞子
ヤマモト　ヒロト フクダ [5.55] イワイ　ノア イカワダニ [4.86]

17 26488 山本　大翔(3) 福田 18 27205 岩井　望空(3) 伊川谷
ヒラカワ　ジョウジ ミカゲ [5.88] トマシタ　キリ ホンタモン [4.70]

18 20567 平川　靖士(2) 御影 19 27027 笘下　　惺(2) 本多聞
ツジモト　ソウマ アリノ [5.53] コンドウ　タクマ シラカワダイ [5.03]

19 29249 辻本　蒼馬(2) 有野 20 25731 近藤　匠真(2) 白川台
ノムラ　アキト キタコウベ [6.02] ミズタニ　ヒラク オオゾウ [4.71]

20 24154 野村　陽人(3) 北神戸 21 23913 水谷　開(3) 大沢
タニグチ　ヒロト イブキダイ [5.49] ササキ　レン ハゼタニチュウ [4.91]

21 29653 谷口　大翔(3) 井吹台 22 27388 佐々木　漣(3) 櫨谷
タナカ　ユウキ セイリョウダイ [5.45] キムラ　カズヒト ウタシキヤマ [4.96]

22 29524 田中　優貴(3) 星陵台 23 26604 木村　航人(3) 歌敷山
ナカムラ　タクム シオヤ [5.86] トミタ　シュン アリノ [5.14]

23 26249 中村　拓夢(3) 塩屋 24 29231 冨田　舜(3) 有野
モリタ　マサハル コウヨウ [5.75] キシモト　マサハル ミナトガワ [4.74]

24 20072 森田　真玄(3) 向洋 25 22344 岸本　真明(3) 湊川
カドワキ　コウセイ モトヤマ [5.93] タムラ　シュンエイ タカショウ [4.93]

25 20354 門脇　功成(3) 本山 26 20774 田村　駿英(3) 鷹匠
ハギサワ　トモヤ オオハラ [5.80]

26 29132 萩澤　友哉(3) 大原
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共通男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カイドウ　ハルキ オオハラ [10.18]

1 29133 海道　陽希(3) 大原
ヤマモト　ヒロト フクダ [10.05]

2 26488 山本　大翔(3) 福田
ヒラオカ　ツカサ ホンジョウ [10.64]

3 20179 平岡　司冴(3) 本庄
ミヤザキ　ケイタ アリノキタ [12.29]

4 29391 宮﨑　恵大(3) 有野北
ワタナベ　ソラ トモガオカ [12.45]

5 25500 渡邉　奏良(3) 友が丘
カツノ　レン タイサンジ [10.89]

6 28152 勝野　連(2) 太山寺
シマ　ハヤト アリノキタ [10.27]

7 29359 志摩　颯音(3) 有野北
カキモト　カズホ キタコウベ [10.68]

8 24164 柿本　一帆(3) 北神戸
オオイシ　ヒナタ ミカゲ [10.24]

9 20549 大石　陽大(3) 御影
ウエダ　ソウタ ヒラノ [11.79]

10 27884 上田　創太(3) 平野
マスダ　ユウト オシベダニ

11 27554 増田　優(3) 押部谷
マルヤマ　ハヤト モトヤマミナミ [10.62]

12 20602 丸山　隼人(3) 本山南
イタニ　シンヤ タモンヒガシ [10.00]

13 26740 井谷　心哉(2) 多聞東
ツジモト　ソウマ アリノ [10.90]

14 29249 辻本　蒼馬(2) 有野
トザワ　ナオヤ タカショウ [10.87]

15 20777 戸澤　直哉(3) 鷹匠
オカ　リュウノスケ タイサンジ [11.09]

16 28120 岡　龍之介(3) 太山寺
ミシマ　ナオト ウオザキ

17 20210 三島　直大(3) 魚崎
キムラ　カズヒト ウタシキヤマ

18 26604 木村　航人(3) 歌敷山
ウチダ　ジン カラト [10.86]

19 22930 内田 　迅(3) 唐櫃
フジイ　ヒデキ タカクラ [11.19]

20 25360 藤井　秀樹(3) 高倉
トミタ　シュン アリノ [10.39]

21 29231 冨田　舜(3) 有野
イワデ　ハル キタコウベ [12.70]

22 24156 岩出　悠(3) 北神戸
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共通男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツオカ　アツヤ イブキダイ

1 29612 松岡　篤矢(1) 井吹台
フカダ　タイガ コウヨウ

2 20090 深田　大河(2) 向洋
モリハラ　リクオ ミカゲ [4.93]

3 20555 森原　陸雄(3) 御影
ミナカワ　ミント アリノ [5.18]

4 29257 皆川　明登(2) 有野
イシイ　タカト オシベダニ [6.24]

5 27503 石井　貴人(2) 押部谷
マツモト　ノブユキ モトヤマ [6.50]

6 20357 松本　信幸(3) 本山
ニシダ　トモノリ オブ [7.32]

7 23431 西田　有慶(3) 小部
ヤマグチ　ケイタ タルミ [7.71]

8 26544 山口　慧太(2) 垂水
ミヤモト　エイタ タモンヒガシ [7.79]

9 26734 宮本　瑛太(3) 多聞東
ツジイ　シュンスケ キタコウベ [8.01]

10 24160 辻井　俊祐(3) 北神戸
シギョウ　カイリ ヒラノ [8.10]

11 27808 執行　海陸(2) 平野
ホンダ　タクミ アリノキタ [8.17]

12 29387 本多　拓海(3) 有野北
アララギ　タイヨウ ヤマダ [8.28]

13 23153 蘭　太陽(3) 山田
シンジョウ　ハヤト マイコ [8.52]

14 26806 新圧　隼士(2) 舞子
マツイ　ショウマ ヒラノ [9.14]

15 27883 松井　翔真(3) 平野
キリタニ　トウマ タマツ [9.43]

16 27619 桐谷　斗真(3) 玉津
タナベ　アイイチロウ シラカワダイ [10.07]

17 25722 田辺　愛一郎(3) 白川台
オガワ　リュウ タカクラ [9.46]

18 25318 小河　琉(2) 高倉
ヒノ　リュウゴ ミナトガワ [9.15]

19 22347 日野　竜吾(3) 湊川
ナカサカ　リク ホンタモン [9.12]

20 27015 中坂　凌久(3) 本多聞
タメオカ　リュウセイ アリノキタ [8.50]

21 29383 爲岡　龍正(3) 有野北
タテラ　シュン ウオザキ [8.23]

22 20211 田寺　旬(3) 魚崎
ハルナ　ジント ウエノ [8.11]

23 21115 春名　壬豊(3) 上野
カワムラ　リョウヘイ モトヤマミナミ [8.05]

24 20697 川村　凌平(3) 本山南
ハギワラ　ヒデノリ タキガワ [8.00]

25 28973 萩原　秀則(3) 滝川
セキ　コウガ カラト [7.72]

26 22931 関　皇冴(3) 唐櫃
ミヤフジ　ヒカル オオハラ [6.58]

27 29153 宮藤　光(2) 大原
コンドウ　コタロウ ホンジョウ [6.30]

28 20180 近藤　虎太郎(3) 本庄
ヤマダ　ケント シオヤ [6.00]

29 26274 山田　健人(2) 塩屋
マトバ　タイシ タカショウ [4.94]

30 20787 的場　太志(2) 鷹匠
ニシノ　コウダイ タイサンジ [4.05]

31 28150 西野　煌大(2) 太山寺
キシモト　タイチ サクラガオカ

32 27436 岸本　泰地(1) 桜が丘



共通男子円盤投 [1.5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウチムラ　タイガ アリマ

1 22822 内村　彪(3) 有馬
ヤマグチ　ケイタ タルミ

2 26544 山口　慧太(2) 垂水
サカグチ　コウセイ シオヤ [12.00]

3 26266 坂口　滉斉(2) 塩屋
ハギワラ　ヒデノリ タキガワ [16.89]

4 28973 萩原　秀則(3) 滝川
シノヅカ　ジョウ モモヤマダイ [18.66]

5 26113 篠塚　丈(3) 桃山台
ハナダ　テッペイ アリノ [20.06]

6 29253 花田　徹平(2) 有野
オガワ　リュウ タカクラ [21.94]

7 25318 小河　琉(2) 高倉
タナベ　アイイチロウ シラカワダイ [23.03]

8 25722 田辺　愛一郎(3) 白川台
タメオカ　リュウセイ アリノキタ [24.34]

9 29383 爲岡　龍正(3) 有野北
マツイ　ショウマ ヒラノ [25.58]

10 27883 松井　翔真(3) 平野
イワサキ　コウセイ キタコウベ [27.96]

11 24158 岩﨑　光晟(3) 北神戸
カワムラ　リョウヘイ モトヤマミナミ [26.41]

12 20697 川村　凌平(3) 本山南
アガタ　セイノスケ ホンタモン [24.51]

13 27014 縣　惺之介(3) 本多聞
ニシカワ　ユウダイ スズランダイ [23.11]

14 23527 西川　雄大(3) 鈴蘭台
コバヤシ　ジュンキ モモヤマダイ [22.14]

15 26112 小林　隼希(3) 桃山台
コバヤシ　カズマ アリノキタ [21.05]

16 29358 小林　一真(3) 有野北
シギョウ　カイリ ヒラノ [19.36]

17 27808 執行　海陸(2) 平野
マツタニ　トモヤ カラト [17.37]

18 22942 松谷　朋哉(3) 唐櫃
モリハラ　リクオ ミカゲ [14.08]

19 20555 森原　陸雄(3) 御影
ヨシタニ　コウキ ハゼタニチュウ

20 27390 吉谷　浩輝(3) 櫨谷
フカダ　タイガ コウヨウ

21 20090 深田　大河(2) 向洋
ミヤフジ　ヒカル オオハラ

22 29153 宮藤　光(2) 大原

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子110mH [91.4cm]

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　アヤト スズランダイ [19.54]

2 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台
オカナミ　ユウスケ オオゾウ

3 23926 岡波　祐介(3) 大沢
ホリカワ　テッタ ヤマダ [18.15]

4 23104 堀川　徹太(2) 山田
アサイ　リク カラト [16.27]

5 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃
コウノ　ソウタ アリノキタ [18.34]

6 29357 河野　創太(3) 有野北
オオモリ　ダン ヒラノ [16.73]

7 27885 大森　檀(3) 平野
オダ　カナメ オシベダニ [19.03]

8 27502 織田　要(2) 押部谷
マツダ　セイヤ アリノキタ [19.44]

9 29388 松田　征也(3) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子砲丸投 [4kg]

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オカナミ　ユウスケ オオゾウ

1 23926 岡波　祐介(3) 大沢
マツダ　セイヤ アリノキタ [6.55]

2 29388 松田　征也(3) 有野北
ヤマモト　アヤト スズランダイ [7.85]

3 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台
アサイ　リク カラト [9.76]

4 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃
オダ　カナメ オシベダニ [9.69]

5 27502 織田　要(2) 押部谷
オオモリ　ダン ヒラノ [9.18]

6 27885 大森　檀(3) 平野
ホリカワ　テッタ ヤマダ [7.54]

7 23104 堀川　徹太(2) 山田
コウノ　ソウタ アリノキタ [7.00]

8 29357 河野　創太(3) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　アヤト スズランダイ [1.56]

1 23528 山本　彩友(3) 鈴蘭台
ホリカワ　テッタ ヤマダ [1.56]

2 23104 堀川　徹太(2) 山田
アサイ　リク カラト [1.65]

3 22937 浅井　理孔(3) 唐櫃
コウノ　ソウタ アリノキタ [1.40]

4 29357 河野　創太(3) 有野北
オカナミ　ユウスケ オオゾウ

5 23926 岡波　祐介(3) 大沢
オオモリ　ダン ヒラノ [1.71]

6 27885 大森　檀(3) 平野
オダ　カナメ オシベダニ [1.71]

7 27502 織田　要(2) 押部谷
マツダ　セイヤ アリノキタ [1.45]

8 29388 松田　征也(3) 有野北

Powerd by AthleteRanking.com



(-  .  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
イナトミ　ホノカ タマツ [15.36] タナカ　ハナ ナガミネ [15.83]

2 27603 稲富　ほのか(3) 玉津 2 21062 田中　初奈(3) 長峰
テシマ　ユイ ケイメイ [15.68] フジオカ　ナツミ コウヨウ [15.21]

3 29011 手島　惟衣(3) 啓明 3 20051 藤岡　なつみ(3) 向洋
ノダ　コハネ タカショウ [13.62] キリハラ　ユメ アリノ [13.24]

4 20773 野田　瑚羽(3) 鷹匠 4 29282 桐原　夕芽(3) 有野
オカモト　リオン フクダ [14.17] イワモト　ミオ モトヤマミナミ [13.68]

5 26412 岡本　りおん(3) 福田 5 20652 岩本　海音(3) 本山南
ミヤモト　マナミ ハラダ [13.41] ニシ　カノン ハラダ [14.16]

6 20946 宮本　愛美(3) 原田 6 20945 西　奏音(3) 原田
アラマチ　カリン モトヤマ [14.20] ヨシダ　ミライ セイシン [14.22]

7 20355 荒町　佳凜(3) 本山 7 29415 吉田　未来(3) 西神
ヤマウチ　ハルカ イカワダニ [14.55] ハマノ　ユイ ミナトガワ [14.69]

8 27238 山内　悠(3) 伊川谷 8 22363 浜野　由衣(3) 湊川
ムラオカ　リオ モモヤマダイ [14.65] ヤマダ　リオ シンダイフゾクチュウ [14.50]

9 26117 村岡　里桜(3) 桃山台 9 28210 山田　莉央(3) 神大附属

(-  .  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
ナカイ　ミサキ サクラガオカ [15.36] アオキ　ハナ サクラガオカ [15.01]

2 27406 中居　美咲(3) 桜が丘 2 27405 青木　葉奈(3) 桜が丘
マツノ　ルカ ミナトジマガクエン [15.75] オクムラ　サユ タカトリ [14.80]

3 21924 松野　琉花(3) 港島学園 3 25154 奥村　紗由(3) 鷹取
ハヤカワ　ユウカ アリノキタ [13.67] タムラ　アヤナ セイリョウダイ [13.95]

4 29305 早川　侑花(3) 有野北 4 29507 田村　綾菜(3) 星陵台
イノウエ　ミク ホンタモン [14.20] モリモト　ヒナコ ウエノ [14.40]

5 27031 井上　美空(3) 本多聞 5 21110 森本　日菜子(3) 上野
ワカダ　ミツキ マイコ [14.17] ヒラヤマ　アオイ スマガクエン [12.76]

6 26834 若田　光季(3) 舞子 6 29758 平山　葵(3) 須磨学園
カツノ　ナナ モトヤマ [13.36] ニシツジ　ハル タルミ [13.89]

7 20356 勝野　七菜(3) 本山 7 26522 西辻　葉瑠(3) 垂水
タナカ　ネオ コウベナガサカ [14.66] ヨシオカ　ヒカリ タルミヒガシチュウ [14.43]

8 27113 田中　音緒(3) 神戸長坂 8 26323 吉岡　陽梨(3) 垂水東
コバヤシ　ホノカ タモンヒガシ [14.53]

9 26739 小林　帆夏(3) 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
ヤマモト　サアヤ スズランダイ [15.18] オオサワ　カオリ ホンジョウ [15.12]

2 23504 山本　沙綾(3) 鈴蘭台 2 20130 大澤　香央梨(3) 本庄
ハタ　ミユ シンワジョシ ニヒラ　ミノリ シラカワダイ [14.82]

3 28816 畑　美優(3) 親和女子 3 25732 仁平　実乃梨(3) 白川台
フジモト　サクラ キタコウベ [13.70] ヤナギダ　アイナ スマガクエン [13.84]

4 24112 藤本　早玲(3) 北神戸 4 29760 柳田　愛奈(3) 須磨学園
マツヒラ　シホ イブキダイ [13.13] トダ　ヒマリ ヒラノ [13.98]

5 29602 松平　志保(3) 井吹台 5 27813 戸田　向日葵(3) 平野
スギウチ　シキ スミヨシ [14.23] ヤマモト　ユズキ タカトリ [14.34]

6 20424 杉内　四季(3) 住吉 6 25156 山本　結月(3) 鷹取
ウエジマ　ルイ タイサンジ [14.12] ヤマグチ　ミズキ タカクラ [12.79]

7 28121 上島　瑠泉(3) 太山寺 7 25332 山口　瑞生(3) 高倉
タケダ　ハルカ ヌノビキ [14.47] スギヤマ　ヒナ セイシン [14.43]

8 21501 竹田　遥風(3) 布引 8 29409 杉山　雛(3) 西神
イリエ　アカリ タルミ [14.72]

9 26517 入江　陽彩(3) 垂水

Powerd by AthleteRanking.com

5組 6組

3組 4組

３年女子100m

〈〈 予選 〉〉

1組 2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
ヨシタニ　ナナミ ヒラノ [15.01] マツザキ　カノコ カラト [14.87]

2 27811 吉谷　奈々実(3) 平野 2 22936 松﨑　佳乃子(3) 唐櫃
カヤノ　マユ タカクラ [14.75] ニノミヤ　リナ アリノキタ [14.85]

3 25331 栢野　舞祐(3) 高倉 3 29304 二宮　梨愛(3) 有野北
イツモト　ミユウ スミヨシ [13.83] タナカ　モア セイリョウダイ [13.89]

4 20421 逸本　美羽(3) 住吉 4 29506 田中　萌愛(3) 星陵台
アシダ　マユ ミカゲ [12.87] ハヤカワ　リオ ナギサ [13.96]

5 20543 芦田　真由(3) 御影 5 21822 早川　莉央(3) 渚
ナルセ　シオリ オシベダニ [14.31] コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ [12.59]

6 27501 成瀬　汐織(3) 押部谷 6 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂
ヨコヤマ　リナ ツツイダイ [14.00] イワイ　リョウ ミナトジマガクエン [14.40]

7 21311 横山　凜名(3) 筒井台 7 21926 岩井　涼(3) 港島学園
ミウラ　ユリ スズランダイ [14.44] カナモリ　ミユ ナガタ [14.40]

8 23503 三浦　百合(3) 鈴蘭台 8 24931 金森　美優(3) 長田

(-  .  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
カワサキ　ミナ ナガタ ヤマグチ　リン シンワジョシ

2 24932 河﨑　未奈(3) 長田 2 28819 山口　凛(3) 親和女子
オギ　サクラ フクダ [15.20] カワバタ　リル タモンヒガシ [15.15]

3 26413 小城　さくら(3) 福田 3 26736 川畑　莉琉(3) 多聞東
アシタニ　ナツミ タマツ [14.15] コサカ　ハルカ シラカワダイ [14.26]

4 27602 芦谷　菜摘(3) 玉津 4 25731 小坂　晴香(3) 白川台
マツヲ　ワカ シオヤ [14.23] シマザキ　ユウミ イブキダイ [12.89]

5 26256 松尾　和香(3) 塩屋 5 29605 島崎　優実(3) 井吹台
タナカ　ヒナ カラト [13.71] ナイトウ　ミク ハゼタニチュウ [14.09]

6 22933 田中　陽菜(3) 唐櫃 6 27345 内藤　美空(3) 櫨谷
ムラオカ　ミサ キタコウベ [13.18] ニシムラ　ミツカ シオヤ [13.78]

7 24114 村岡　美沙(3) 北神戸 7 26255 西村　光華(3) 塩屋
タカノ　ミヅキ ウオザキ [14.48] オオウチ　ウタハ モモヤマダイ [14.73]

8 20207 鷹野　美月(3) 魚崎 8 26112 大内　詠葉(3) 桃山台
アンジ　ライカ オオハラ [14.69] アマノ　カンナ オブ [14.45]

9 29161 安治　来夏(3) 大原 9 23410 天野　栞和(3) 小部

(-  .  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
カワカミ　ユウナ オオハラ [15.13] カワノ　ヒナコ ハゼタニチュウ [15.63]

2 29160 川上　優菜(3) 大原 2 27342 川野　比奈子(3) 櫨谷
ゴトウ　チサト タイサンジ [14.74] アカギ　マリコ タルミヒガシチュウ [15.67]

3 28123 後藤　知里(3) 太山寺 3 26321 赤木　真梨子(3) 垂水東
オイジ　セリ オブ [13.81] キタオ　ユヅキ ミカゲ [14.19]

4 23415 生地　世麗(3) 小部 4 20544 北尾　優月(3) 御影
フクヤス　ルナ ホンタモン [12.88] ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ [13.52]

5 27040 福安　瑠奈(3) 本多聞 5 22400 村上　綾奈(3) 兵庫
オオカワラ　ユイ タカショウ [14.03] タマツクリ　ルイ モトヤマミナミ [14.18]

6 20772 大河原　結衣(3) 鷹匠 6 20601 玉造　琉唯(3) 本山南
ウチダ　テルミ ウエノ [14.31] ヤスダ　ユイナ イカワダニ [13.49]

7 21112 内田　光美(3) 上野 7 27246 安田　結菜(3) 伊川谷
コンセプション　パトリシア ホンジョウ [14.45] モリ　アヤノ ウオザキ [14.65]

8 20132 コンセプション　パトリシア(3) 本庄 8 20206 森　彩乃(3) 魚崎
シバタ　マユ マイコ [14.63]

9 26831 芝田　茉由(3) 舞子

Powerd by AthleteRanking.com

11組 12組

9組 10組

３年女子100m

〈〈 予選 〉〉

7組 8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

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com

〈〈 決勝 〉〉

1組

3組

1組 2組

３年女子100m

〈〈 準決勝 〉〉



(-  .  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
サカシタ　イロハ ナガタ [15.64] オオサワ　リホ ミナトジマガクエン [15.64]

2 24923 坂下　いろは(2) 長田 2 21970 大澤　凛歩(2) 港島学園
トオヤマ　サワ シンダイフゾクチュウ [15.26] ヨシハラ　トワ サクラガオカ [15.21]

3 28213 遠山　紗和(2) 神大附属 3 27410 吉原　都倭(2) 桜が丘
ヤマモト　サヤ タイサンジ [13.21] タカヤマ　アオイ ヨコオ [13.29]

4 28170 山本　紗也(2) 太山寺 4 25426 髙山　碧(2) 横尾
キノシタ　ユミ シオヤ [14.30] マルイ　メイ タカクラ [14.50]

5 26263 木下　裕美(2) 塩屋 5 25312 圓井　芽依(2) 高倉
モリシタ　サキ モモヤマダイ [13.93] オオツカ　ユウカ ヒラノ [13.93]

6 26125 森下　咲輝(2) 桃山台 6 27824 大塚　悠華(2) 平野
オオカワ　リコ ケイメイ [14.51] ワタナベ　アン アリノ [14.30]

7 29029 大川　莉子(2) 啓明 7 29211 渡邊　杏(2) 有野
モリタ　ユイ スズランダイ [14.83] オカザキ　イマリ イカワダニ [14.85]

8 23509 森田　結衣(2) 鈴蘭台 8 27258 岡﨑　未莉(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
カワシマ　モナ セイシン [15.66] ウエスギ　ユウア タモンヒガシ [15.37]

2 29417 川島　百来(2) 西神 2 26746 上杉　夕愛(2) 多聞東
トビタ　サキ オオハラ [17.48] オオマチ　ミヒロ タマツ [15.33]

3 29174 飛田　紗季(2) 大原 3 27615 大町　美弘(2) 玉津
コバヤシ　リコ イブキダイ [13.51] タナカ　リオ イカワダニ [14.69]

4 29638 小林　莉子(2) 井吹台 4 27253 田中　莉央(2) 伊川谷
ハゼカワ　ミハネ セイリョウダイ [13.88] ナカジマ　トモカ ホンタモン [13.95]

5 29516 沙魚川　心羽(2) 星陵台 5 27055 中島　朋香(2) 本多聞
マツザキ　リヨ オオイケチュウガッコウ [14.48] ハヅキ　ユウコ オオゾウ [12.05]

6 23008 松﨑　理世(2) 大池 6 23920 巴月　釉子(2) 大沢
コミナミ　ユイ ヒラノ [14.31] ムカイ　ヨナ ミカゲ [14.02]

7 27822 小南　結(2) 平野 7 20557 向　瑶奈(2) 御影
タナカ　コハル モモヤマダイ [14.89] コバヤシ　アオイ マイコ [14.74]

8 26122 田中　心遥(2) 桃山台 8 26811 小林　葵(2) 舞子
サイトウ　ミヅキ アリノ [15.19]

9 29202 齋藤　実月(2) 有野

(-  .  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
タニグチ　ナナカ マイコ [16.06] カトウ　サエリ フクダ [15.74]

2 26812 谷口　菜々香(2) 舞子 2 26417 加藤　冴理(2) 福田
タケダ　リンカ オオイケチュウガッコウ [15.68] オグラ　ミオ ハラダ [16.05]

3 23010 武田　凛香(2) 大池 3 20952 小倉　美桜(2) 原田
チバ　ハルカ オシベダニ [14.32] ナカニシ　ミウ タルミ [13.62]

4 27503 千葉　遙(2) 押部谷 4 26534 仲西　未羽(2) 垂水
タカギシ　マナミ モトヤマミナミ [13.86] オオイ　アリサ ミカゲ [14.44]

5 20615 高岸　愛心(2) 本山南 5 20553 大井　杏里彩(2) 御影
オクムラ　アヤカ イブキダイ [13.61] キモト　ユキノ キタコウベ [13.83]

6 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 6 24157 木元　雪乃(2) 北神戸
キシ　ミミ タカトリ [14.45] エダノブ　ユウカ コウベナガサカ [14.39]

7 25165 岸　美海(2) 鷹取 7 27123 枝信　佑果(2) 神戸長坂
トリイ　ミコト タマツ [15.17] ウエノ　マリナ タモンヒガシ [15.11]

8 27621 鳥居　心琴(2) 玉津 8 26747 上野　莉奈(2) 多聞東
スドウ　サクラ セイシン [14.98] キクチ　ノドカ ホンタモン [14.99]

9 29418 須藤　咲愛(2) 西神 9 27054 菊地　のどか(2) 本多聞
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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
フジノ　ジュラ ナガタ [15.76] ヨシカワ　ユラ ミナトジマガクエン [15.55]

2 24925 藤野　葵空(2) 長田 2 21974 吉川　優空(2) 港島学園
タカダ　カナ アリノキタ [15.97] ナカタ　リネ ナガミネ [15.31]

3 29310 髙田　佳那(2) 有野北 3 21027 中田　梨音(2) 長峰
ウエスギ　ララ ウオザキ [13.78] イシヅカ　ユリア ホンジョウ [14.23]

4 20203 上杉　ララ(2) 魚崎 4 20153 石塚　優利亜(2) 本庄
ミヤザキ　リオ コウベナガサカ [14.42] コバヤシ　マオ ヨコオ [13.95]

5 27125 宮崎　莉央(2) 神戸長坂 5 25425 小林　茉央(2) 横尾
ムトウ　フウナ スミヨシ [14.43] タニ　ユアン コウヨウ [13.04]

6 20434 武藤　楓和(2) 住吉 6 20061 谷　優杏(2) 向洋
ウエシマ　ユリア スズランダイ [13.82] フジイ　カナエ タカショウ [14.66]

7 23507 上島　有梨亜(2) 鈴蘭台 7 20784 藤井　叶(2) 鷹匠
マルヤマ　チヒロ オブ [15.01] ハナノ　ナナミ ハゼタニチュウ [14.79]

8 23432 丸山　ちひろ(2) 小部 8 27351 花野　七海(2) 櫨谷
オオマツ　シオン ナガミネ [15.08]

9 21028 大松　詩音(2) 長峰

(-  .  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
ナカツル　アグリ ミナトガワ [15.68] アリヨシ　トアカ ハラダ [15.57]

2 22360 中津留　あぐり(2) 湊川 2 20951 有吉　歩杏花(2) 原田
カワシマ　サツキ シオヤ [16.84] フジイ　ヒヨリ モトヤマ [15.27]

3 26262 川島　颯稀(2) 塩屋 3 20301 藤井　ひより(2) 本山
マエダ　ワカナ タルミ [14.47] イノウエ　ナギサ キタコウベ [13.05]

4 26535 前田　和奏(2) 垂水 4 24150 井上　凪紗(2) 北神戸
イヨタ　ハル オオハラ [13.86] ムラタ　カレン ウオザキ [13.95]

5 29171 伊與田　晴(2) 大原 5 20205 村田　夏恋(2) 魚崎
オカダ　アヤカ タカトリ [14.32] ウエバヤシ　ココロ セイリョウダイ [14.26]

6 25169 岡田　彩加(2) 鷹取 6 29511 上林　こころ(2) 星陵台
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ [13.59] カワノ　ハルカ オブ [14.83]

7 20618 西川　真加(2) 本山南 7 23435 川野　晴香(2) 小部
スギシタ　アンリ オシベダニ [15.19] アサヌマ　ホナミ ミナトガワ [14.63]

8 27504 杉下　杏凜(2) 押部谷 8 22361 淺沼　穂奈美(2) 湊川
イヨ　アスカ ホンジョウ [14.96]

9 20152 伊豫　未来花(2) 本庄

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シンケ　アユミ シンダイフゾクチュウ [15.46]

2 28212 新家　歩実(2) 神大附属
タケダ　モモカ スミヨシ [15.32]

3 20436 竹田　萌々花(2) 住吉
コウダマ　イチカ タイサンジ [12.93]

4 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺
ヒガシババ　アサ アリノキタ [13.95]

5 29311 東馬場　杏咲(2) 有野北
コクボ　ユエラ ハゼタニチュウ [14.12]

6 27350 小久保　優蕾(2) 櫨谷
シミズ　リオ フクダ [14.68]

7 26419 清水　梨桜(2) 福田
タグチ　ホノカ コウヨウ [14.76]

8 20062 田口　歩果(2) 向洋
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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
シンドウ　ミオ サクラガオカ アオタ　マナミ コウヨウ

2 27412 進藤　美桜(1) 桜が丘 2 20071 青田　愛未(1) 向洋
フジタ　マユ タマツ [16.70] オオサワ　アヤネ タカショウ

3 27629 藤田　真由(1) 玉津 3 20709 大澤　恵宇(1) 鷹匠
ヤマモト　リオナ タカクラ [15.34] シライシ　スズノ スズランダイ [15.42]

4 25345 山本　莉緒奈(1) 高倉 4 23512 白石　鈴乃(1) 鈴蘭台
シギョウ　ミチカ ホンジョウ [15.64] ナカザワ　リホ ヨコオ [14.94]

5 20160 執行　美誓(1) 本庄 5 25432 中澤　莉帆(1) 横尾
コンドウ　ユア イブキダイ [15.02] ナカイ　メイ シオヤ [15.45]

6 29679 近藤　友愛(1) 井吹台 6 26273 中井　芽衣(1) 塩屋
カメタキ　ノノ ヤマダ [14.42] イシダ　レイ セイリョウダイ [14.78]

7 23130 亀滝　のの(1) 山田 7 29522 石田　礼衣(1) 星陵台
マナベ　ノドカ モトヤマミナミ [16.03] ミウラ　アカリ ウエノ [16.28]

8 20634 眞鍋　和(1) 本山南 8 21102 三浦　あかり(1) 上野
ワカイ　サキ マイコ [16.35]

9 26802 若居　咲希(1) 舞子

(-  .  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
オカムラ　ココナ コウヨウ サカイ　ノドカ モトヤマミナミ [17.92]

2 20072 岡村　胡々菜(1) 向洋 2 20635 酒井　のどか(1) 本山南
ナカムラ　ホノカ オシベダニ モモタ　ミオ ナギサ [17.82]

3 27512 中村　優花(1) 押部谷 3 21845 桃田　美桜(1) 渚
フナサキ　アヤノ タルミ [15.52] ツルイ　メル タマツ [15.80]

4 26558 舟崎　綾乃(1) 垂水 4 27628 鶴井　愛瑠(1) 玉津
フジイ　カホ モモヤマダイ [15.39] コタケ　ユノ ホンタモン [15.21]

5 26137 藤井　花穂(1) 桃山台 5 27062 小竹　唯音(1) 本多聞
モリトキ　ユイ タカトリ [14.64] フジタニ　ミウ アリノキタ [13.53]

6 25189 守時　芽唯(1) 鷹取 6 29322 藤谷　心詩(1) 有野北
マンダ　リオ ウオザキ [15.00] ヤスフク　リコ ミカゲ [15.23]

7 20234 萬田　莉生(1) 魚崎 7 20567 安福　梨子(1) 御影
ツツイ　サトミ オブ [16.12] ソノダ　サキ オオハラ [15.80]

8 23443 筒井　里美(1) 小部 8 29187 園田　沙樹(1) 大原
ワタナベ　リナ ハゼタニチュウ [16.46]

9 27356 渡部　里菜(1) 櫨谷

(-  .  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
ワカバヤシ　ハルカ フクダ イケガミ　ミツキ ハラダ

2 26425 若林　春夏(1) 福田 2 20963 池上　美月(1) 原田
ナダ　アヤカ イカワダニ シミズ　アオイ ナガタ [17.39]

3 27265 灘　彩夏(1) 伊川谷 3 24950 清水　葵(1) 長田
ツツイ　スズ ケイメイ [15.00] オクタニ　サラ イブキダイ [15.15]

4 29031 筒井　涼(1) 啓明 4 29674 奥谷　紗良(1) 井吹台
ニシイ　コズエ タイサンジ [14.58] コバヤシ　ミユ アリノキタ [15.25]

5 28106 西井　梢(1) 太山寺 5 29321 小林　心優(1) 有野北
ハセ　ミクル タモンヒガシ [15.38] アンドウ　マホ ミカゲ [14.37]

6 26756 長谷　美来(1) 多聞東 6 20560 安藤　真歩(1) 御影
タカハシ　リアン シンダイフゾクチュウ [15.52] マルオカ　アンナ オオハラ [15.68]

7 28215 高橋　倫杏(1) 神大附属 7 29184 丸岡　杏奈(1) 大原
ニシムラ　カンナ ミナトジマガクエン [16.07] ナカムラ　メイ スズランダイ [16.00]

8 21982 西村　柑七(1) 港島学園 8 23511 中村　芽依(1) 鈴蘭台
サイトウ　リア シラカワダイ [16.50]

9 25736 齋藤　莉愛(1) 白川台
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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
ヤスダ　ユウノ サクラガオカ モリ　イブキ ヒラノ [18.00]

2 27415 安田　悠乃(1) 桜が丘 2 27828 森　いぶき(1) 平野
モリ　ヒナ シオヤ [16.96] ヨシダ　ミク マイコ [17.79]

3 26274 森　陽菜(1) 塩屋 3 26800 吉田　美空(1) 舞子
イソワキ　ユウ キタコウベ [15.29] キシモト　アサ コウリョウ [14.11]

4 24171 磯脇　結羽(1) 北神戸 4 23201 岸本　明咲(1) 広陵
サトウ　ミサキ タカトリ [14.40] ヤマグチ　ユズキ ミナトジマガクエン [15.23]

5 25187 佐藤　心咲(1) 鷹取 5 21984 山口　柚希(1) 港島学園
オカノ　ルカ コウベナガサカ [15.65] ニシムカイ　ユズ カラト [15.76]

6 27132 岡野　琉花(1) 神戸長坂 6 22901 西向　結珠(1) 唐櫃
ヤマモト　カリン フクダ [15.06] ヤスガキ　ソヨカ ヨコオ [15.21]

7 26424 山本　花凜(1) 福田 7 25435 安垣　颯華(1) 横尾
ツルタ　リオ オブ [16.03] キタガワ　マオ スミヨシ [15.89]

8 23444 鶴田　莉緒(1) 小部 8 20441 北川　茉央(1) 住吉

(-  .  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
ツキヤマ　アヤ タカショウ カタヤマ　トア ハラダ

2 20710 築山　綾(1) 鷹匠 2 20964 片山　友愛(1) 原田
エンドウ　カエデ セイシン ツダ　ミユウ セイシン [16.97]

3 29403 遠藤　楓(1) 西神 3 29405 津田　光結(1) 西神
ハブ　カンナ モトヤマ [14.75] モリモト　ミウ タカクラ [15.12]

4 20311 土生　栞奈(1) 本山 4 25344 森本　美羽(1) 高倉
イシイ　カノ キタコウベ [15.5] タカハシ　トモカ モモヤマダイ [15.27]

5 24161 石井　楓乃(1) 北神戸 5 26135 髙橋　共香(1) 桃山台
マツダ　メイ ミナトガワ [15.41] ツジ　コヒナ シンダイフゾクチュウ [15.66]

6 22371 松田　芽依(1) 湊川 6 28216 辻　こひな(1) 神大附属
ヤマシタ　アオイ ウオザキ [15.00] タナカ　サワ ミナトガワ [14.39]

7 20233 山下　葵衣(1) 魚崎 7 22367 田中　佐和(1) 湊川
ヤスハラ　マオ コウベナガサカ [16.39] ツジムラ　タマキ カラト [16.01]

8 27140 安原　真央(1) 神戸長坂 8 22904 辻村　碧希(1) 唐櫃
カサハラ　ユナ ハゼタニチュウ [16.23]

9 27353 笠原　由捺(1) 櫨谷

(-  .  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
モリ　ユウナ ヒラノ [18.00] フジタ　リツキ ナガタ

2 27832 森　優奈(1) 平野 2 24951 藤田　梨月(1) 長田
ミナミ　ハナ スミヨシ [17.62] ミウラ　チハル イカワダニ

3 20444 南　花(1) 住吉 3 27266 三浦　千陽(1) 伊川谷
ヤマガタ　アサ モトヤマ [15.23] サイカイ　ミズキ オシベダニ [14.48]

4 20308 山形　安紗(1) 本山 4 27510 西海　瑞葵(1) 押部谷
ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [15.17] ニシモト　ヒマリ セイリョウダイ [15.35]

5 26754 中上　和奏(1) 多聞東 5 29528 西本　陽葵(1) 星陵台
ナカニシ　ノア ヤマダ [15.71] オオタ　ホノカ タルミ [15.58]

6 23132 中西　乃愛(1) 山田 6 26557 太田　穂香(1) 垂水
ホシノ　フウカ タイサンジ [14.30] モガミ　ユイナ ホンタモン [15.02]

7 28107 星野　楓果(1) 太山寺 7 27061 茂上　結南(1) 本多聞
コサカ　アスカ シラカワダイ [15.99] リン　シオク ナギサ [16.67]

8 25735 小坂　明日香(1) 白川台 8 21846 林　子奥(1) 渚
サカタ　ハル ウエノ [16.06]

9 21104 坂田　はる(1) 上野
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共通女子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
タグチ　キサラ ウオザキ ニシツジ　ハル タルミ

2 20231 田口　輝咲良(3) 魚崎 2 26522 西辻　葉瑠(3) 垂水
ムラカミ　マオ ハラダ マツダイラ　ユナノ オブ [34.11]

3 20971 村上　真桜(1) 原田 3 23419 松平　夕菜乃(3) 小部
タナカ　ユラ オオハラ [28.36] タナカ　アオイ ハゼタニチュウ [30.00]

4 29173 田中　ゆら(2) 大原 4 27344 田中　葵(3) 櫨谷
コバヤシ　マオ ヨコオ [30.17] ヤマグチ　サワ セイシン [30.48]

5 25425 小林　茉央(2) 横尾 5 29413 山口　紗和(3) 西神
アラマチ　カリン モトヤマ [30.23] タカヤマ　アオイ ヨコオ [28.04]

6 20355 荒町　佳凜(3) 本山 6 25426 髙山　碧(2) 横尾
キリハラ　ユメ アリノ [28.14] ヒガシババ　アサ アリノキタ [28.86]

7 29282 桐原　夕芽(3) 有野 7 29311 東馬場　杏咲(2) 有野北
マスオ　カリン ミカゲ [32.00] イノウエ　ミク スズランダイ [31.68]

8 20549 舛尾　果凜(3) 御影 8 23506 井ノ上　美玖(2) 鈴蘭台
ミヤシタ　ミオ マイコ [32.00] タケモト　リサ タモンヒガシ [32.01]

9 26815 宮下　美汐(2) 舞子 9 26741 竹本　里咲(3) 多聞東

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
ワダ　モユ ホンタモン [32.90] サイカイ　ミズキ オシベダニ

2 27036 和田　百優(3) 本多聞 2 27510 西海　瑞葵(1) 押部谷
アカギ　マリコ タルミヒガシチュウ [32.80] ミヤサダ　ノゾミ タマツ [33.86]

3 26321 赤木　真梨子(3) 垂水東 3 27606 宮定　希実(3) 玉津
オカモト　リオン フクダ [29.59] タバラ　マホ イカワダニ [30.54]

4 26412 岡本　りおん(3) 福田 4 27241 田原　真歩(3) 伊川谷
ヤマグチ　ミズキ タカクラ [26.33] カミエ　リオ タカトリ [27.97]

5 25332 山口　瑞生(3) 高倉 5 25152 上江　梨央(3) 鷹取
オートリー　アリーシャ タカショウ [29.68] イツモト　ミユウ スミヨシ [29.07]

6 20771 オートリー　亜里紗(3) 鷹匠 6 20421 逸本　美羽(3) 住吉
ヤク　ユリア セイリョウダイ [31.00] ヨシダ　ナナミ ケイメイ [30.00]

7 29510 夜久　百合愛(3) 星陵台 7 29033 吉田　七実(1) 啓明
アサヌマ　ホナミ ミナトガワ [31.03] トオヤマ　サワ シンダイフゾクチュウ [31.64]

8 22361 淺沼　穂奈美(2) 湊川 8 28213 遠山　紗和(2) 神大附属
フジカワ　シオリ シオヤ [32.02]

9 26269 藤川　栞(2) 塩屋

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
イズモト　スミレ モモヤマダイ チバ　ハルカ オシベダニ

2 26131 泉本　純伶(1) 桃山台 2 27503 千葉　遙(2) 押部谷
ハラダ　カエデ ナガミネ [33.00] ヤギ　ココア ウエノ [35.00]

3 21023 原田　楓(2) 長峰 3 21101 八木　心彩(1) 上野
タマツクリ　ルイ モトヤマミナミ [29.29] イワイ　リョウ ミナトジマガクエン [30.01]

4 20601 玉造　琉唯(3) 本山南 4 21926 岩井　涼(3) 港島学園
カミカリヤ　セナ ヒラノ [29.95] ナカニシ　ミウ タルミ [28.04]

5 27812 上仮屋　聖奈(3) 平野 5 26534 仲西　未羽(2) 垂水
タマリ　ハナ イカワダニ [30.75] フジワラ　アヤネ タイサンジ [28.65]

6 27239 玉利　花(3) 伊川谷 6 28131 藤原　彩音(3) 太山寺
ムラオカ　ミサ キタコウベ [27.39] オガワ　ミサキ ウオザキ [30.40]

7 24114 村岡　美沙(3) 北神戸 7 20209 小川　美咲(3) 魚崎
ナカムラ　リナ モトヤマ [31.43] ヨシダ　ミオ ミカゲ [31.97]

8 20350 中村　莉菜(3) 本山 8 20558 吉田　弥央(2) 御影
ヨシカワ　ユメ タマツ [32.40] タカダ　カナ アリノキタ [32.00]

9 27604 吉川　結愛(3) 玉津 9 29310 髙田　佳那(2) 有野北
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共通女子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
ツジムラ　タマキ カラト [33.0] ニッタ　アオイ シオヤ

2 22904 辻村　碧希(1) 唐櫃 2 26264 新田　葵(2) 塩屋
カマタニ　ミウ ホンタモン [32.74] コサカ　アスカ シラカワダイ [33.00]

3 27039 釜谷　美羽(3) 本多聞 3 25735 小坂　明日香(1) 白川台
コバヤシ　ユウカ コウベナガサカ [26.78] ニシオ　アンリ タカトリ [29.81]

4 27112 小林　侑加(3) 神戸長坂 4 25155 西尾　杏梨(3) 鷹取
ヨシオカ　ヒカリ タルミヒガシチュウ [29.71] ヨシムラ　タマキ タカショウ [29.43]

5 26323 吉岡　陽梨(3) 垂水東 5 20780 吉村　珠季(2) 鷹匠
マルイ　メイ タカクラ [29.60] シマザキ　ユウミ イブキダイ [27.13]

6 25312 圓井　芽依(2) 高倉 6 29605 島崎　優実(3) 井吹台
ストックトン　メイ ウエノ [31.00] シノダ　アオイ オオハラ [30.95]

7 21100 ストックトン　愛以(1) 上野 7 29165 篠田　あおい(3) 大原
ヤナセ　ネネ ハゼタニチュウ [31.14] ニシムカイ　ユズ カラト [32.51]

8 27348 梁瀬　寧々(3) 櫨谷 8 22901 西向　結珠(1) 唐櫃
シンケ　アユミ シンダイフゾクチュウ [31.36]

9 28212 新家　歩実(2) 神大附属

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　サアヤ スズランダイ サキ　ナナ モモヤマダイ

2 23504 山本　沙綾(3) 鈴蘭台 2 26134 佐木　那菜(1) 桃山台
サンチアゴ　ユンア ホンジョウ [33.82] トウノ　リン ナガミネ [33.00]

3 20139 サンチアゴ　ユンア(3) 本庄 3 21022 東野　稟(2) 長峰
ナカムラ　リナ イブキダイ [27.76] コウダマ　イチカ タイサンジ [27.36]

4 29616 中村　莉奈(3) 井吹台 4 28172 幸玉　いちか(2) 太山寺
スギウチ　シキ スミヨシ [29.25] コサカ　ハルカ シラカワダイ [29.29]

5 20424 杉内　四季(3) 住吉 5 25731 小坂　晴香(3) 白川台
イトウ　ミズキ ケイメイ [30.00] ヨシダ　アヤナ キタコウベ [29.91]

6 29030 伊藤　瑞希(1) 啓明 6 24130 吉田　絢菜(3) 北神戸
オカイ　ナナミ ヒラノ [30.58] マガリブチ　カズサ セイシン [30.93]

7 27825 岡井　七海(2) 平野 7 29412 曲渕　冬彩(3) 西神
オギ　サクラ フクダ [31.63] ナカノ　サトミ オブ [31.43]

8 26413 小城　さくら(3) 福田 8 23406 中野　聡美(3) 小部
ナカツル　アグリ ミナトガワ [32.23] ニシハシ　サワ タモンヒガシ [32.42]

9 22360 中津留　あぐり(2) 湊川 9 26742 西橋　沙羽(3) 多聞東

11組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカベ　マイ サクラガオカ

2 27414 髙部　真衣(1) 桜が丘
ササオカ　アヤ ハラダ

3 20967 笹岡　文(1) 原田
ワタナベ　アン アリノ [30.06]

4 29211 渡邊　杏(2) 有野
ヨシダ　アズミ コウベナガサカ [30.22]

5 27116 吉田　愛純(3) 神戸長坂
ニシカワ　マナカ モトヤマミナミ [28.20]

6 20618 西川　真加(2) 本山南
タナカ　モア セイリョウダイ [28.24]

7 29506 田中　萌愛(3) 星陵台
ナンキ　ミノリ マイコ [32.00]

8 26813 南木　みのり(2) 舞子
ズシ　アヤネ ホンジョウ [32.00]

9 20136 図師　彩音(3) 本庄
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共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子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
タダ　ジュリ ハラダ [3:06.19] ハギワラ　アグリ モモヤマダイ [3:01.73]

1 20944 多田　樹里(3) 原田 1 26115 萩原　あぐり(3) 桃山台
イケジマ　サトネ タカクラ [2:53.09] イトウ　チナツ カラト [3:25.44]

2 25346 池嶋　里音(1) 高倉 2 22932 伊藤　千夏(3) 唐櫃
タナカ　ハルカ ウエノ [2:56.06] テイ　ユウリ スミヨシ [2:54.20]

3 21114 田中　遥夏(3) 上野 3 20435 提　優里(2) 住吉
クレカワ　カノン ナガタ [3:02.40] ナカオ　アヤネ イカワダニ [2:55.27]

4 24921 呉川　花音(2) 長田 4 27237 中尾　彩音(3) 伊川谷
テラカワ　ユウナ タルミ [2:59.29] フジタ　シズク ヒラノ [2:59.72]

5 26521 寺川　侑那(3) 垂水 5 27821 藤田　詩月(2) 平野
ナカジマ　ホノ シンワジョシ フクイ　ココロ ナギサ [3:10.79]

6 28822 中嶋　穂乃(3) 親和女子 6 21821 福井　こころ(3) 渚
ムラカミ　サチコ オウツカダイ [2:24.17] ハラダ　セト タカクラ [2:31.31]

7 27701 村上　咲智子(2) 王塚台 7 25311 原田　世都(2) 高倉
カワイ　リコ セイリョウダイ [2:25.10] ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [2:28.75]

8 29512 河合　里恋(2) 星陵台 8 29306 細川　日向(3) 有野北
ハギハラ　コハル キタコウベ [2:31.81] コウノ　ミオ セイリョウダイ [2:21.56]

9 24120 萩原　小晴(3) 北神戸 9 29503 河野　心桜(3) 星陵台
イケダ　ミノリ アリノ [2:35.18] フォックス　ジュリアンアマネ コウヨウ [2:35.85]

10 29281 池田　実紀(3) 有野 10 20063 フォックス　ジュリアン天音(2) 向洋
アキヤマ　カホ オシベダニ [2:38.28] ナラハラ　マユ タマツ [2:38.97]

11 27505 秋山　果穂(2) 押部谷 11 27601 楢原　真優(3) 玉津
イワサキ　ユイ ミナトガワ [2:40.44] ナガイ　アヤナ シオヤ [2:47.91]

12 22355 岩﨑　結衣(3) 湊川 12 26254 永井　絢奈(3) 塩屋
タケサダ　ホノカ ホンジョウ [2:48.40] ウエダ　ユイネ タルミ [2:40.24]

13 20131 武貞　ほのか(3) 本庄 13 26519 上田　結心(3) 垂水
モリタ　ラン コウベナガサカ [2:37.34] ノマ　カヅキ アリノ [2:36.68]

14 27115 森田　藍(3) 神戸長坂 14 29209 野間　香月(2) 有野
アダチ　アヤハ モモヤマダイ [2:46.29] ゴトウ　ミサキ オブ [2:50.70]

15 26111 足立　彩花(3) 桃山台 15 23412 後藤　美彩樹(3) 小部
ショウノ　カリン フクダ [2:50.22] コサカ　リオ フキアイ [2:51.23]

16 26414 庄野　夏凜(3) 福田 16 21400 小阪　莉央(3) 葺合
オオツカ　ナツコ ウオザキ [2:51.78] カノウ　マイ ハゼタニチュウ [2:47.16]

17 20201 大塚　那都子(2) 魚崎 17 27341 加納　舞音(3) 櫨谷
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共通女子800m

〈〈 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
ネシ　アオイ ウオザキ [2:59.16] オオワキ　ユラ マイコ [3:02.37]

1 20226 根志　あおい(2) 魚崎 1 26830 大脇　結良(3) 舞子
ヤマサキ　ソナ ヨコオ [3:09.25] コヤマ　レナ ナガタ [2:52.09]

2 25427 山崎　想奈(2) 横尾 2 24922 小山　麗奈(2) 長田
キシモト　タツキ ヒラノ [2:53.43] サワダ　ミク シオヤ [3:05.53]

3 27826 岸本　樹姫(2) 平野 3 26253 澤田　美来(3) 塩屋
ツカモト　サヤカ シンワジョシ ヒロシマ　アツコ タカショウ [2:58.95]

4 28814 塚本　小絢香(3) 親和女子 4 20776 廣嶋　厚子(3) 鷹匠
ヤノ　ミク スミヨシ [3:01.30] ウメダ　ユナ オオハラ [2:52.22]

5 20426 矢野　美来(3) 住吉 5 29164 梅田　優那(3) 大原
ヨネザワ　ココナ ミカゲ [2:55.51] ワタナベ　モモカ スマガクエン [2:58.66]

6 20550 米澤　心菜(3) 御影 6 29764 渡辺　桃加(3) 須磨学園
タナカ　リノ セイシン [2:25.88] アキヤマ　ヒイロ タカトリ [2:24.50]

7 29411 田中　梨乃(3) 西神 7 25157 秋山　ひいろ(3) 鷹取
ハマムラ　イツキ コウベナガサカ [2:22.99] カリヤ　ココナ タルミヒガシチュウ [2:33.49]

8 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂 8 26322 狩谷　心愛(3) 垂水東
キタノ　リリ キタコウベ [2:31.32] ヤマシタ　レオ ウタシキヤマ [2:32.81]

9 24111 北野　凜々(3) 北神戸 9 26602 山下　鈴央(2) 歌敷山
イクラ　マナミ ホンジョウ [2:35.40] カガワ　ハルカ タイサンジ [2:25.02]

10 20135 井倉　愛海(3) 本庄 10 28177 香川　悠(2) 太山寺
クヌギザ　ユアン ヌノビキ [2:48.48] マトバ　ユリ タモンヒガシ [2:38.10]

11 21502 椚座　有杏(3) 布引 11 26743 的場　夕璃(3) 多聞東
ハマノ　ユイ ミナトガワ [2:50.64] ナカムラ　アユミ ミカゲ [2:40.85]

12 22363 浜野　由衣(3) 湊川 12 20547 中村　歩実(3) 御影
ミヤケ　アカネ モトヤマ [2:51.38] ミヤジ　モモカ ホンタモン [2:40.73]

13 20357 三宅　茜(3) 本山 13 27032 宮地　ももか(3) 本多聞
タキタニ　ソラ コウヨウ [2:40.25] サトウ　ハナ フクダ [2:38.13]

14 20064 滝谷　天空(2) 向洋 14 26418 佐藤　花(2) 福田
コウザイ　リサ ミナトジマガクエン [2:37.76] アベ　ヒナタ ハラダ [2:50.40]

15 21925 香西　里桜(3) 港島学園 15 20941 阿部　日向(3) 原田
ハナダ　チユキ タマツ [2:46.51] ハラダ　メイ イブキダイ [2:49.25]

16 27600 花田　智由希(3) 玉津 16 29613 原田　夢衣(3) 井吹台
ムライ　ナナコ モトヤマミナミ [2:38.89]

17 20622 村井　奈那子(2) 本山南
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共通女子800m

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハリヤマ　ナユ カラト [3:14.65]

1 22934 針山　奈夕(3) 唐櫃
オガワ　ユズノ ホンタモン [2:55.00]

2 27051 小川　柚乃(2) 本多聞
イワタテ　イロハ セイシン [3:00.70]

3 29416 岩館　彩葉(3) 西神
フシハラ　ミノリ ナガミネ [3:01.14]

4 21025 伏原　みのり(2) 長峰
モリモト　アイ ミナトジマガクエン [2:55.00]

5 21973 森本　あい(2) 港島学園
ヤマシタ　ユナ イカワダニ [3:12.08]

6 27247 山下　優奈(3) 伊川谷
カネコ　セナ マイコ [2:29.53]

7 26817 金子　聖奈(2) 舞子
イケノ　カイリ タイサンジ [2:18.49]

8 28150 池野　絵莉(2) 太山寺
タケウチ　ハルナ タモンヒガシ [2:29.44]

9 26749 竹内　晴菜(2) 多聞東
サエキ　アイ アリノキタ [2:35.47]

10 29303 佐伯　杏唯(3) 有野北
イノウエ　サラ モトヤマミナミ [2:36.12]

11 20657 井上　咲来(3) 本山南
マエダ　ヒナ イブキダイ [2:40.00]

12 29604 前田　陽菜(3) 井吹台
シオノ　イチカ スマガクエン [2:47.81]

13 29759 塩野　一華(3) 須磨学園
カミツナ　マオ オブ [2:47.43]

14 23411 上綱　真央(3) 小部
タツミ　カエデ タカショウ [2:50.84]

15 20779 辰己　楓(3) 鷹匠
オキヨシ　モナカ タカトリ [2:50.68]

16 25170 沖吉　萌菜花(2) 鷹取
ミヨシ　マオ モトヤマ [2:39.89]

17 20358 三好　真央(3) 本山

〈〈 決勝 〉〉

1組

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
ナカムラ　リマ オシベダニ フジハラ　ユメ モトヤマミナミ [4:20.74]

1 27515 中村　莉麻(1) 押部谷 1 20632 藤原　有芽(1) 本山南
アンドウ　モカ ハラダ イシイ　シュウカ ウエノ [3:23.34]

2 20962 安堂　百花(1) 原田 2 21103 石井　繍花(1) 上野
オオハシ　コウミ ヨコオ [3:00.00] ノブモト　サヨ マイコ [3:01.83]

3 25428 大橋　瑚海(1) 横尾 3 26801 信本　咲世(1) 舞子
サオヤマ　リコ ヒラノ [3:00.00] ホンダ　ナナエ タルミ

4 27830 佐尾山　琳子(1) 平野 4 26551 本多　菜々恵(1) 垂水
エンドウ　シュン タカトリ [3:11.48] コマツ　ミオ スミヨシ [3:05.96]

5 25185 遠藤　旬(1) 鷹取 5 20442 小松　澪(1) 住吉
コシハラ　メグ タモンヒガシ [3:09.03] タナカ　ユヅキ シオヤ

6 26752 越原　芽玖(1) 多聞東 6 26272 田中　優月(1) 塩屋
クロカワ　ハンナ コウベナガサカ [2:30.98] ウエダ　ナナミ キタコウベ [2:40.00]

7 27134 黒川　絆奈(1) 神戸長坂 7 24184 上田　七海(1) 北神戸
ナカガキ　フミカ タイサンジ [2:40.98] ヤギ　ハヅキ アリノキタ [2:33.59]

8 28105 中垣　文花(1) 太山寺 8 29324 八木　葉月(1) 有野北
ヨシハラ　ナツ カラト [2:40.84] ホンダ　レイア タカクラ [2:42.33]

9 22903 吉原　奈都(1) 唐櫃 9 25342 本田　鈴愛(1) 高倉
キイ　アカリ モモヤマダイ [2:44.50] スズキ　アンナ セイリョウダイ [2:44.09]

10 26132 喜井　朱凛(1) 桃山台 10 29524 鈴木　杏奈(1) 星陵台
カドモト　マナカ フクダ [2:51.46] ヒライ　ミユ オオハラ [2:49.04]

11 26421 門元　愛佳(1) 福田 11 29192 平井　心結(1) 大原
トダ　チイ オブ [2:48.29] イソダ　コナツ ミカゲ [2:52.98]

12 23445 戸田　智唯(1) 小部 12 20561 磯田　小夏(1) 御影
ウラノ　コハル ハゼタニチュウ [2:52.11] ナガイ　ミズキ タカトリ [2:58.92]

13 27352 浦野　小春(1) 櫨谷 13 25186 永井　泉葵(1) 鷹取
カツモト　アヤハ タルミ [2:56.20] カタクラ　チハル イブキダイ [2:55.81]

14 26556 勝本　彩葉(1) 垂水 14 29676 片倉　千晴(1) 井吹台
ナカソネ　リコ ミナトガワ [2:55.71] スズキ　ハルノ モトヤマ [2:50.83]

15 22369 仲宗根　莉子(1) 湊川 15 20304 鈴木　春乃(1) 本山
ナカムラ　アサ ウオザキ [3:00.00]

16 20235 中村　あさ(1) 魚崎

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
マエダ　ユラ モトヤマミナミ [3:27.43] ゴトウ　キヨラ ハラダ

1 20633 前田　優良(1) 本山南 1 20966 後藤　清蘭(1) 原田
キクチ　ユキナ フクダ [3:03.00] ハラダ　ユズカ セイシン

2 26422 菊池　雪菜(1) 福田 2 29407 原田　柚花(1) 西神
サカノ　ユウア ミナトジマガクエン [3:02.35] デグチ　アミ ウオザキ [3:00.00]

3 21985 阪野　結愛(1) 港島学園 3 20236 出口　愛望(1) 魚崎
ヒラセ　エン ケイメイ [4:00.00] ホソカワ　サクラ アリノキタ [3:05.03]

4 29032 平瀬　縁(1) 啓明 4 29323 細川　咲來(1) 有野北
スギモト　アユ シオヤ マツモト　チナ ヨコオ [3:00.00]

5 26271 杉本　あゆ(1) 塩屋 5 25433 松本　稚奈(1) 横尾
サコ　ウララ オオゾウ ナカモト　ケイ ナギサ [3:16.93]

6 23924 佐古　羽麗(1) 大沢 6 21843 中元　恵(1) 渚
フジイ　ユイ セイリョウダイ [2:34.39] タナクラ　サキホ ミカゲ [2:40.41]

7 29529 藤井　結衣(1) 星陵台 7 20566 棚倉　咲帆(1) 御影
スギモト　マヤナ オオイケチュウガッコウ [2:33.62] タカヤマ　ミキ タカクラ [2:41.96]

8 23012 杉本　麻椰菜(1) 大池 8 25347 髙山　美希(1) 高倉
ナカガワ　マドカ オオハラ [2:42.80] アズマ　ハル ミナトガワ [2:33.42]

9 29189 中川　円(1) 大原 9 22364 東　はる(1) 湊川
ネヅ　ユカリ オブ [2:42.71] トタニ　ナツキ タイサンジ [2:44.73]

10 23446 根津　由香里(1) 小部 10 28104 戸谷　夏姫(1) 太山寺
フジイ　ミハネ オシベダニ [2:59.53] ヤマモト　セリ カラト [2:54.66]

11 27511 藤井　美羽(1) 押部谷 11 22902 山本　芹(1) 唐櫃
ヤマモト　カナ タモンヒガシ [2:49.28] フジヤマ　オトハ イブキダイ [2:48.73]

12 26757 山本　佳那(1) 多聞東 12 29689 藤山　乙葉(1) 井吹台
イノウエ　アミ ヒラノ [2:54.00] タシロ　ワカナ ミナトジマガクエン [2:58.75]

13 27829 井上　青海(1) 平野 13 21986 田代　和佳菜(1) 港島学園
マツモト　ナナ アリノ [2:54.07] シバハラ　サクラ コウベナガサカ [2:50.88]

14 29220 松本　波奈(1) 有野 14 27135 柴原　さくら(1) 神戸長坂
タケウチ　サキ キタコウベ [2:50.38] トダ　アヤノ スミヨシ [2:53.60]

15 24185 竹内　咲貴(1) 北神戸 15 20443 戸田　絢音(1) 住吉
ハヤシ　カセイ ホンタモン [3:00.00]

16 27067 林　花聖(1) 本多聞
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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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共通女子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
ナカムラ　リマ オシベダニ ヤナギモト　オトハ モモヤマダイ

1 27515 中村　莉麻(1) 押部谷 1 26118 柳本　乙葉(3) 桃山台
コジマ　サキホ ナギサ [6:52.76] サカシタ　ワカナ ハラダ

2 21841 小嶋　咲穂(1) 渚 2 20943 坂下　和奏(3) 原田
クヌギザ　ユアン ヌノビキ [5:51.65] マツモト　ユヅキ シオヤ [6:23.47]

3 21502 椚座　有杏(3) 布引 3 26266 松本　ゆづき(2) 塩屋
マツウラ　カナデ ウオザキ [6:07.16] オオツカ　ナツコ ウオザキ [6:03.03]

4 20227 松浦　奏(2) 魚崎 4 20201 大塚　那都子(2) 魚崎
ムラカミ　リン タカトリ [5:42.71] カノウ　マイ ハゼタニチュウ [5:53.5]

5 25168 村上　凛(2) 鷹取 5 27341 加納　舞音(3) 櫨谷
コサカ　リオ フキアイ [5:50.84] イトウ　シオリ モトヤマミナミ [5:50.00]

6 21400 小阪　莉央(3) 葺合 6 20612 伊藤　栞(2) 本山南
イシオカ　ノア ホンタモン [6:04.56] シロシタ　サクミ モトヤマ [5:43.89]

7 27050 石岡　叶彩(2) 本多聞 7 20354 城下　朔美(3) 本山
カガワ　ハルカ タイサンジ [4:52.05] ムラカミ　サチコ オウツカダイ [4:56.39]

8 28177 香川　悠(2) 太山寺 8 27701 村上　咲智子(2) 王塚台
ノマ　カヅキ アリノ [5:11.21] ハマムラ　イツキ コウベナガサカ [4:51.80]

9 29209 野間　香月(2) 有野 9 27114 濱村　一咲(3) 神戸長坂
カネコ　セナ マイコ [4:52.35] ニシモリ　アカリ キタコウベ [5:12.70]

10 26817 金子　聖奈(2) 舞子 10 24131 西森　光希(3) 北神戸
ササキ　ナナ キタコウベ [5:08.23] モリシタ　シズク イカワダニ [5:04.37]

11 24137 佐々木　七晄(2) 北神戸 11 27245 森下　凉月(3) 伊川谷
ハラダ　セト タカクラ [5:25.59] ヤマシタ　レオ ウタシキヤマ [5:17.82]

12 25311 原田　世都(2) 高倉 12 26602 山下　鈴央(2) 歌敷山
キタダ　ナナミ ハラダ [5:42.34] フォックス　ジュリアンアマネ コウヨウ [5:27.23]

13 20942 北田　七海(3) 原田 13 20063 フォックス　ジュリアン天音(2) 向洋
マツナガ　ユリ ウエノ [5:33.55] サエキ　アイ アリノキタ [5:16.27]

14 21113 松永　優里(3) 上野 14 29303 佐伯　杏唯(3) 有野北
イクラ　マナミ ホンジョウ [5:17.23] フクダ　マナ ミナトガワ [5:41.33]

15 20135 井倉　愛海(3) 本庄 15 22354 福田　愛心(3) 湊川
シモハラ　クレハ タカショウ [5:34.89] サトウ　ハナ フクダ [5:33.13]

16 20777 下原　紅葉(3) 鷹匠 16 26418 佐藤　花(2) 福田
クワハラ　ヒヨリ カラト [5:17.57] ヨシハラ　ナツ カラト [5:24.97]

17 22930 桑原　日世里(3) 唐櫃 17 22903 吉原　奈都(1) 唐櫃
マエダ　ヒナ イブキダイ [5:25.50] モリ　ハルヒ ホンタモン [5:36.97]

18 29604 前田　陽菜(3) 井吹台 18 27033 森　春陽(3) 本多聞
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共通女子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
ヨシムラ　シノ モモヤマダイ タキタニ　ソラ コウヨウ

1 26120 吉村　詩乃(3) 桃山台 1 20064 滝谷　天空(2) 向洋
ムラカミ　ソノ タカクラ ワダ　ユズナ シオヤ [6:29.47]

2 25343 村上　想乃(1) 高倉 2 26268 和田　ゆず奈(2) 塩屋
ヤマサキ　ソナ ヨコオ [6:35.86] タケサダ　ホノカ ホンジョウ [5:55.61]

3 25427 山崎　想奈(2) 横尾 3 20131 武貞　ほのか(3) 本庄
イケタニ　セリノ タカショウ [5:57.06] フクナガ　アヤミ オブ [5:46.49]

4 20770 池谷　せりの(3) 鷹匠 4 23436 福永　彩心(2) 小部
マツイ　レナ ミカゲ [5:47.05] カンノ　モモカ タモンヒガシ [5:57.66]

5 20555 松井　伶奈(2) 御影 5 26737 神野　ももか(3) 多聞東
フルシロ　コノカ タルミ [5:45.59] ナラハラ　マユ タマツ [5:48.63]

6 26523 古城　樹夏(3) 垂水 6 27601 楢原　真優(3) 玉津
コバヤシ　リオン タマツ [6:00.06] ヤマグチ　エコ マイコ [6:55.40]

7 27620 小林　莉音(2) 玉津 7 26816 山口　絵子(2) 舞子
イケノ　カイリ タイサンジ [4:32.52] コウノ　ミオ セイリョウダイ [4:51.74]

8 28150 池野　絵莉(2) 太山寺 8 29503 河野　心桜(3) 星陵台
ヒラノ　サツキ オブ [4:59.77] イシイ　ハナ コウベナガサカ [5:15.08]

9 23422 平野　さつき(3) 小部 9 27111 石井　英(3) 神戸長坂
スギモト　マヤナ オオイケチュウガッコウ [5:15.11] ホソカワ　ヒナタ アリノキタ [4:58.20]

10 23012 杉本　麻椰菜(1) 大池 10 29306 細川　日向(3) 有野北
イケモト　ユイコ セイリョウダイ [5:02.77] アキヤマ　ヒイロ タカトリ [5:03.39]

11 29502 池本　結子(3) 星陵台 11 25157 秋山　ひいろ(3) 鷹取
タチバナ　ユキ ハゼタニチュウ [5:28.83] ショウノ　カリン フクダ [5:40.96]

12 27343 橘　結希(3) 櫨谷 12 26414 庄野　夏凜(3) 福田
タケウチ　ハルナ タモンヒガシ [5:20.00] イケダ　ミノリ アリノ [5:18.11]

13 26749 竹内　晴菜(2) 多聞東 13 29281 池田　実紀(3) 有野
カワムラ　スミレ ミナトガワ [5:37.89] シオザキ　ハルナ ミカゲ [5:27.28]

14 22362 河村　すみれ(2) 湊川 14 20554 塩崎　陽菜(2) 御影
アキヤマ　カホ オシベダニ [5:20.37] カタヤマ　アカリ ナギサ [5:15.81]

15 27505 秋山　果穂(2) 押部谷 15 21831 片山　紅里(2) 渚
カリヤ　ココナ タルミヒガシチュウ [5:29.10] タガシラ　キサ モトヤマミナミ [5:37.55]

16 26322 狩谷　心愛(3) 垂水東 16 20651 田頭　紀冴(3) 本山南
ハラダ　メイ イブキダイ [5:39.92] ミキ　アヤハ イカワダニ [5:30.29]

17 29613 原田　夢衣(3) 井吹台 17 27243 三木　彩羽(3) 伊川谷
タナカ　リノ セイシン [5:15.69] フルカワ　ミサキ タルミ [5:20.68]

18 29411 田中　梨乃(3) 西神 18 26532 古川　美咲(2) 垂水
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通女子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
サカイ　シイナ セイリョウダイ [21.94] オオヤ　キラリ ミナトガワ

2 29513 酒井　椎名(2) 星陵台 2 22373 大矢　きらり(1) 湊川
ソノダ　ミユ モトヤマ [20.69] オカイ　ナナミ ヒラノ [19.67]

3 20352 園田　美結(3) 本山 3 27825 岡井　七海(2) 平野
ヤスダ　ユイナ イカワダニ [16.33] オシミ　ノエ シオヤ [15.27]

4 27246 安田　結菜(3) 伊川谷 4 26251 押見　野枝(3) 塩屋
カミカリヤ　セナ ヒラノ [17.13] タケウチ　ヒヨリ モトヤマミナミ [17.29]

5 27812 上仮屋　聖奈(3) 平野 5 20662 竹内　ひより(3) 本山南
タノウエ　キョウカ タイサンジ [15.25] タムラ　アヤナ セイリョウダイ [15.84]

6 28127 田上　京夏(3) 太山寺 6 29507 田村　綾菜(3) 星陵台
オカダ　アヤカ タカトリ [18.27] スガハラ　リオ マイコ [17.68]

7 25169 岡田　彩加(2) 鷹取 7 26835 菅原　梨央(3) 舞子
アサカワ　ユイナ タルミ [18.64] サオヤマ　フミ ホンタモン [18.93]

8 26530 浅川　唯汝(2) 垂水 8 27052 佐尾山　布美(2) 本多聞

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
タカヤマ　リナ ミナトガワ ヤマウチ　イツキ イカワダニ

2 22366 高山　莉波(1) 湊川 2 27267 山内　樹(1) 伊川谷
マツザキ　カノコ カラト [20.49] タカハシ　アヤ イブキダイ [19.56]

3 22936 松﨑　佳乃子(3) 唐櫃 3 29612 髙橋　彩(3) 井吹台
ミヤワキ　ネネ ヤマダ [17.20] カナヤ　アリサ キタコウベ [15.75]

4 23121 宮脇　寧々(3) 山田 4 24125 金谷　有紗(3) 北神戸
ミヤモト　マナミ ハラダ [15.27] ナカノ　ヒマリ オオハラ [17.33]

5 20946 宮本　愛美(3) 原田 5 29163 中野　日葵(3) 大原
カヤマ　モモハ タイサンジ [16.32] ヤマモト　サキ タカショウ [15.50]

6 28178 香山　百葉(2) 太山寺 6 20778 山本　紗季(3) 鷹匠
タナカ　コハル モモヤマダイ [18.03] ノロ　アオイ アリノ [17.55]

7 26122 田中　心遥(2) 桃山台 7 29283 野呂　葵(3) 有野
モリモト　ヒナコ ウエノ [18.79] キノシタ　サラ マイコ [19.22]

8 21110 森本　日菜子(3) 上野 8 26810 木下　沙羅(2) 舞子

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
ノマ　ミチカ モトヤマ [21.71] カタヤマ　チヒロ シオヤ [19.59]

2 20353 野間　望愛(3) 本山 2 26261 片山　千寛(2) 塩屋
ハッタ　サアヤ タルミ [20.79] コバヤシ　サナ イブキダイ [19.26]

3 26537 八田　咲綾(2) 垂水 3 29610 小林　紗南(3) 井吹台
イトウ　ミナ オブ [16.68] オオモリ　ミオ キタコウベ [15.50]

4 23405 伊藤　みな(3) 小部 4 24124 大森　澪(3) 北神戸
ハヤカワ　ユウカ アリノキタ [16.82] ナガヒロ　レイコ ミカゲ [15.71]

5 29305 早川　侑花(3) 有野北 5 20546 長廣　麗子(3) 御影
ハヤシ　カリン ホンタモン [14.81] サイトウ　マナミ モトヤマミナミ [17.39]

6 27035 林　花鈴(3) 本多聞 6 20658 齊藤　愛美(3) 本山南
イズミ　カホ タカトリ [18.32] オキュウド　シオリ オブ [17.51]

7 25150 泉　佳帆(3) 鷹取 7 23425 尾久土　栞(3) 小部
ナカヤマ　ユラ ウオザキ [18.56]

8 20204 中山　夢瑛(2) 魚崎
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共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
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共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ミナトジマガクエン セイリョウダイ [52.83]

2 港島学園 6 星陵台
[  ] マツノ　ルカ [  ] コウザイ　リサ [  ] イワイ　リョウ [  ] タナカ　モア [  ] タムラ　アヤナ [  ] ヤク　ユリア

21924 松野 琉花(3) 21925 香西 里桜(3) 21926 岩井 涼(3) 29506 田中 萌愛(3) 29507 田村 綾菜(3) 29510 夜久 百合愛(3)

[  ] オオサワ　リホ [  ] ミタムラ　イズミ [  ] ヨシカワ　ユラ [  ] ウエバヤシ　ココロ [  ] ハゼカワ　ミハネ

21970 大澤 凛歩(2) 21972 三田村 伊純(2) 21974 吉川 優空(2) 29511 上林 こころ(2) 29516 沙魚川 心羽(2)

シラカワダイ シオヤ [52.00]

3 白川台 7 塩屋
[  ] コサカ　ハルカ [  ] ニヒラ　ミノリ [  ] オシミ　ノエ [  ] ニシムラ　ミツカ [  ] マツヲ　ワカ

25731 小坂 晴香(3) 25732 仁平 実乃梨(3) 26251 押見 野枝(3) 26255 西村 光華(3) 26256 松尾 和香(3)

[  ] コサカ　アスカ [  ] サイトウ　リア [  ] カタヤマ　チヒロ [  ] キノシタ　ユミ [  ] ヤマシタ　アヤネ

25735 小坂 明日香(1) 25736 齋藤 莉愛(1) 26261 片山 千寛(2) 26263 木下 裕美(2) 26267 山下 絢音(2)

コウヨウ [54.42] ホンジョウ [56.76]

4 向洋 8 本庄
[  ] タニ　ユアン [  ] タグチ　ホノカ [  ] フォックス　ジュリアンアマネ [  ] オオサワ　カオリ [  ] コンセプション　パトリシア [  ] ズシ　アヤネ

20061 谷 優杏(2) 20062 田口 歩果(2) 20063 フォックス ジュリアン天音(2) 20130 大澤 香央梨(3) 20132 コンセプション パトリシア(3) 20136 図師 彩音(3)

[  ] タキタニ　ソラ [  ] アオタ　マナミ [  ] オカムラ　ココナ [  ] イタサカ　ココナ [  ] サンチアゴ　ユンア

20064 滝谷 天空(2) 20071 青田 愛未(1) 20072 岡村 胡々菜(1) 20138 板坂 心菜(3) 20139 サンチアゴ ユンア(3)

アリノ [54.68] タモンヒガシ [57.77]

5 有野 9 多聞東
[  ] タケノウチ　ヒヨリ [  ] ホリケ　アイ [  ] ワタナベ　アン [  ] カワバタ　リル [  ] コバヤシ　ホノカ

29204 竹ノ内 陽莉(2) 29207 堀家 愛(2) 29211 渡邊 杏(2) 26736 川畑 莉琉(3) 26739 小林 帆夏(3)

[  ] キリハラ　ユメ [  ] ノロ　アオイ [  ] ホンダ　ミサト [  ] タケモト　リサ [  ] ニシハシ　サワ

29282 桐原 夕芽(3) 29283 野呂 葵(3) 29284 本田 美聖(3) 26741 竹本 里咲(3) 26742 西橋 沙羽(3)

2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 マイコ [54.30]

2 神大附属 6 舞子
[  ] ヤマダ　リオ [  ] エンドウ　アン [  ] シンケ　アユミ [  ] シバタ　マユ [  ] ウダ　ミナミ [  ] モリモト　ミサキ

28210 山田 莉央(3) 28211 遠藤 杏(2) 28212 新家 歩実(2) 26831 芝田 茉由(3) 26832 宇多 美波(3) 26833 森本 美彩弓(3)

[  ] トオヤマ　サワ [  ] タカハシ　リアン [  ] ツジ　コヒナ [  ] ワカダ　ミツキ [  ] スガハラ　リオ

28213 遠山 紗和(2) 28215 高橋 倫杏(1) 28216 辻 こひな(1) 26834 若田 光季(3) 26835 菅原 梨央(3)

モトヤマ アリノキタ [55.06]

3 本山 7 有野北
[  ] ナカムラ　リナ [  ] ニシムラ　マユ [  ] ソノダ　ミユ [  ] キタムラ　ユラ [  ] サエキ　アイ [  ] ニノミヤ　リナ

20350 中村 莉菜(3) 20351 西村 麻佑(3) 20352 園田 美結(3) 29300 北村 結良(3) 29303 佐伯 杏唯(3) 29304 二宮 梨愛(3)

[  ] ノマ　ミチカ [  ] アラマチ　カリン [  ] カツノ　ナナ [  ] ハヤカワ　ユウカ [  ] ホソカワ　ヒナタ

20353 野間 望愛(3) 20355 荒町 佳凜(3) 20356 勝野 七菜(3) 29305 早川 侑花(3) 29306 細川 日向(3)

タカトリ [53.80] フクダ [56.63]

4 鷹取 8 福田
[  ] イズミ　カホ [  ] カミエ　リオ [  ] オクムラ　サユ [  ] オカモト　リオン [  ] オギ　サクラ [  ] ニシウチ　アノ

25150 泉 佳帆(3) 25152 上江 梨央(3) 25154 奥村 紗由(3) 26412 岡本 りおん(3) 26413 小城 さくら(3) 26415 西内 愛乃(3)

[  ] ニシオ　アンリ [  ] ヤマモト　ユズキ [  ] タニグチ　ルカ [  ] カトウ　サエリ [  ] シミズ　リオ [  ] ヤマモト　カリン

25155 西尾 杏梨(3) 25156 山本 結月(3) 25158 谷口 瑠花(3) 26417 加藤 冴理(2) 26419 清水 梨桜(2) 26424 山本 花凜(1)

タイサンジ [51.77] ウエノ [58.50]

5 太山寺 9 上野
[  ] ウエジマ　ルイ [  ] サトウ　ユイリ [  ] タノウエ　キョウカ [  ] ストックトン　メイ [  ] ヤギ　ココア [  ] ミウラ　アカリ

28121 上島 瑠泉(3) 28124 佐藤 唯凜(3) 28127 田上 京夏(3) 21100 ストックトン 愛以(1) 21101 八木 心彩(1) 21102 三浦 あかり(1)

[  ] ナカノ　リン [  ] フジワラ　アヤネ [  ] コウダマ　イチカ [  ] サカタ　ハル [  ] モリモト　ヒナコ [  ] ウチダ　テルミ

28130 中野 倫(3) 28131 藤原 彩音(3) 28172 幸玉 いちか(2) 21104 坂田 はる(1) 21110 森本 日菜子(3) 21112 内田 光美(3)
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共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
カラト ハゼタニチュウ [55.46]

2 唐櫃 6 櫨谷
[  ] ニシムカイ　ユズ [  ] ヨシハラ　ナツ [  ] ツジムラ　タマキ [  ] カワノ　ヒナコ [  ] タナカ　アオイ [  ] ナイトウ　ミク

22901 西向 結珠(1) 22903 吉原 奈都(1) 22904 辻村 碧希(1) 27342 川野 比奈子(3) 27344 田中 葵(3) 27345 内藤 美空(3)

[  ] クワハラ　ヒヨリ [  ] タナカ　ヒナ [  ] マツザキ　カノコ [  ] マスイ　ミヅキ [  ] ヤナセ　ネネ [  ] コクボ　ユエラ

22930 桑原 日世里(3) 22933 田中 陽菜(3) 22936 松﨑 佳乃子(3) 27347 増井 美月(3) 27348 梁瀬 寧々(3) 27350 小久保 優蕾(2)

イカワダニ モトヤマミナミ [53.96]

3 伊川谷 7 本山南
[  ] ヤマウチ　ハルカ [  ] タマリ　ハナ [  ] タマツクリ　ルイ [  ] タカギシ　マナミ [  ] ニシカワ　マナカ

27238 山内 悠(3) 27239 玉利 花(3) 20601 玉造 琉唯(3) 20615 高岸 愛心(2) 20618 西川 真加(2)

[  ] オカダ　ユア [  ] カワグチ　ミナミ [  ] イワモト　ミオ [  ] マスヤマ　ミイナ [  ] タケイ　ヒナタ

27242 岡田 結杏(3) 27244 川口 陽(3) 20652 岩本 海音(3) 20654 増山 弥那(3) 20656 竹井 ひなた(3)

イブキダイ [50.49] ヤマダ [56.10]

4 井吹台 8 山田
[  ] マツヒラ　シホ [  ] シマザキ　ユウミ [  ] ノウジマ　ユウリ [  ] フクダ　カエデ [  ] ミヤワキ　ネネ [  ] カメタキ　ノノ

29602 松平 志保(3) 29605 島崎 優実(3) 29611 能島 侑里(3) 23120 福田 楓(3) 23121 宮脇 寧々(3) 23130 亀滝 のの(1)

[  ] ナカムラ　リナ [  ] オクムラ　アヤカ [  ] コヤマ　ユアナ [  ] ナカニシ　ノア

29616 中村 莉奈(3) 29645 奥村 彩加(2) 23131 小山 優愛菜(1) 23132 中西 乃愛(1)

タカショウ [53.91] オブ

5 鷹匠 9 小部
[  ] オートリー　アリーシャ [  ] オオカワラ　ユイ [  ] ノダ　コハネ [  ] イトウ　ミナ [  ] アマノ　カンナ

20771 オートリー 亜里紗(3) 20772 大河原 結衣(3) 20773 野田 瑚羽(3) 23405 伊藤 みな(3) 23410 天野 栞和(3)

[  ] マツモト　ユイカ [  ] ヤマモト　サキ [  ] オイジ　セリ [  ] オオホ　ソラ

20774 松本 唯花(3) 20778 山本 紗季(3) 23415 生地 世麗(3) 23423 大穂 そら(3)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
シンワジョシ ミカゲ [52.91]

2 親和女子 6 御影
[  ] タケバヤシ　ミコト [  ] ナカムラ　ツグミ [  ] ハタ　ミユ [  ] アシダ　マユ [  ] キタオ　ユヅキ [  ] ナガヒロ　レイコ

28813 竹林 美琴(3) 28815 中村 つぐみ(3) 28816 畑 美優(3) 20543 芦田 真由(3) 20544 北尾 優月(3) 20546 長廣 麗子(3)

[  ] ミヨシ　リカ [  ] ヤマグチ　リン [  ] マスオ　カリン [  ] アカギ　ミライ [  ] ムカイ　ヨナ

28818 三好 瑠果(3) 28819 山口 凛(3) 20549 舛尾 果凜(3) 20552 赤城 未来(2) 20557 向 瑶奈(2)
セイシン ホンタモン [51.89]

3 西神 7 本多聞
[  ] スギヤマ　ヒナ [  ] タナカ　リノ [  ] マガリブチ　カズサ [  ] イノウエ　ミク [  ] ハヤシ　カリン [  ] ニノミヤ　マオ

29409 杉山 雛(3) 29411 田中 梨乃(3) 29412 曲渕 冬彩(3) 27031 井上 美空(3) 27035 林 花鈴(3) 27037 二宮 真央(3)

[  ] ヤマグチ　サワ [  ] ヨシダ　ミライ [  ] イワタテ　イロハ [  ] カマタニ　ミウ [  ] フクヤス　ルナ [  ] ナカジマ　トモカ

29413 山口 紗和(3) 29415 吉田 未来(3) 29416 岩館 彩葉(3) 27039 釜谷 美羽(3) 27040 福安 瑠奈(3) 27055 中島 朋香(2)

タルミ [54.86] ナガタ [58.42]

4 垂水 8 長田
[  ] イトウ　アズサ [  ] イリエ　アカリ [  ] コバヤシ　カエデ [  ] サカシタ　イロハ [  ] ハマダ　ヒナ

26516 伊東 杏紗(3) 26517 入江 陽彩(3) 26520 小林 楓(3) 24923 坂下 いろは(2) 24924 浜田 ヒナ(2)

[  ] ニシツジ　ハル [  ] アサカワ　ユイナ [  ] マエダ　ワカナ [  ] フジノ　ジュラ [  ] カナモリ　ミユ

26522 西辻 葉瑠(3) 26530 浅川 唯汝(2) 26535 前田 和奏(2) 24925 藤野 葵空(2) 24931 金森 美優(3)

ヒラノ [54.38] オオハラ [56.67]

5 平野 9 大原
[  ] ヨシタニ　ナナミ [  ] カミカリヤ　セナ [  ] トダ　ヒマリ [  ] カワカミ　ユウナ [  ] アンジ　ライカ [  ] タガミ　ユメリ

27811 吉谷 奈々実(3) 27812 上仮屋 聖奈(3) 27813 戸田 向日葵(3) 29160 川上 優菜(3) 29161 安治 来夏(3) 29162 田上 夢理(3)

[  ] コミナミ　ユイ [  ] オオツカ　ユウカ [  ] オカイ　ナナミ [  ] ナカノ　ヒマリ [  ] ウメダ　ユナ [  ] シノダ　アオイ

27822 小南 結(2) 27824 大塚 悠華(2) 27825 岡井 七海(2) 29163 中野 日葵(3) 29164 梅田 優那(3) 29165 篠田 あおい(3)
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共通女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

5組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
コウベナガサカ スミヨシ [54.23]

2 神戸長坂 6 住吉
[  ] イシイ　アンナ [  ] エダノブ　ホノカ [  ] エダノブ　ユウカ [  ] イツモト　ミユウ [  ] スギウチ　シキ [  ] ヤノ　ミク

27121 石井 杏奈(2) 27122 枝信 歩果(2) 27123 枝信 佑果(2) 20421 逸本 美羽(3) 20424 杉内 四季(3) 20426 矢野 美来(3)

[  ] ミタ　ユイ [  ] ミヤザキ　リオ [  ] オカノ　オウセ [  ] ムトウ　フウナ

27124 箕田 結衣(2) 27125 宮崎 莉央(2) 20431 岡野 桜星(2) 20434 武藤 楓和(2)

サクラガオカ タカクラ [53.91]

3 桜が丘 7 高倉
[  ] アンドウ　ノノカ [  ] シンドウ　ミオ [  ] ハラダ　セト [  ] マルイ　メイ [  ] カヤノ　マユ

27411 安東 ののか(1) 27412 進藤 美桜(1) 25311 原田 世都(2) 25312 圓井 芽依(2) 25331 栢野 舞祐(3)

[  ] タカハシ　サクラ [  ] タカベ　マイ [  ] ヤマグチ　ミズキ [  ] モリモト　ミウ [  ] ヤマモト　リオナ

27413 髙橋 さくら(1) 27414 髙部 真衣(1) 25332 山口 瑞生(3) 25344 森本 美羽(1) 25345 山本 莉緒奈(1)

スズランダイ [55.11] タマツ [58.75]

4 鈴蘭台 8 玉津
[  ] アダチ　シオリ [  ] マツダ　セツカ [  ] ミウラ　ユリ [  ] アシタニ　ナツミ [  ] イナトミ　ホノカ

23501 安達 栞(3) 23502 松田 雪月香(3) 23503 三浦 百合(3) 27602 芦谷 菜摘(3) 27603 稲富 ほのか(3)

[  ] ヤマモト　サアヤ [  ] ウエシマ　ユリア [  ] ヨシカワ　ユメ [  ] ミヤサダ　ノゾミ

23504 山本 沙綾(3) 23507 上島 有梨亜(2) 27604 吉川 結愛(3) 27606 宮定 希実(3)

キタコウベ [51.35] オシベダニ [56.58]

5 北神戸 9 押部谷
[  ] フジモト　サクラ [  ] ムラオカ　ミサ [  ] オオモリ　ミオ [  ] ナルセ　シオリ [  ] チバ　ハルカ [  ] スギシタ　アンリ

24112 藤本 早玲(3) 24114 村岡 美沙(3) 24124 大森 澪(3) 27501 成瀬 汐織(3) 27503 千葉 遙(2) 27504 杉下 杏凜(2)

[  ] カナヤ　アリサ [  ] ヨシダ　アヤナ [  ] イノウエ　ナギサ [  ] アキヤマ　カホ [  ] サイカイ　ミズキ [  ] ナカムラ　ホノカ

24125 金谷 有紗(3) 24130 吉田 絢菜(3) 24150 井上 凪紗(2) 27505 秋山 果穂(2) 27510 西海 瑞葵(1) 27512 中村 優花(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 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[55.94]

2 6
[  ] クジメ　サキ [  ] ナカニシ　ミウ [  ] セゴウ　ルミナ [  ] コバヤシ　マオ [  ] タカヤマ　アオイ [  ] カワヒラ　ナツキ

26533 久次米 咲季(2) 26534 仲西 未羽(2) 26536 瀬郷 瑠美奈(2) 25425 小林 茉央(2) 25426 髙山 碧(2) 25429 河平 夏希(1)

[  ] ホンダ　ナナエ [  ] オオタ　ホノカ [  ] フナサキ　アヤノ [  ] ナカザワ　リホ [  ] ヤスガキ　ソヨカ

26551 本多 菜々恵(1) 26557 太田 穂香(1) 26558 舟崎 綾乃(1) 25432 中澤 莉帆(1) 25435 安垣 颯華(1)

[1:01.19]
3 7

[  ] マサキ　サトミ [  ] ミズタニ　ルイ [  ] タケダ　モモカ [  ] オオモリ　ココロ [  ] ハナノ　ナナミ [  ] カサハラ　ユナ

20432 正木 里親(2) 20433 水谷 瑠衣(2) 20436 竹田 萌々花(2) 27349 大森 こころ(2) 27351 花野 七海(2) 27353 笠原 由捺(1)

[  ] キタガワ　マオ [  ] コマツ　ミオ [  ] トダ　アヤノ [  ] マエノ　エリカ [  ] ワタナベ　リナ

20441 北川 茉央(1) 20442 小松 澪(1) 20443 戸田 絢音(1) 27355 前野 絵里佳(1) 27356 渡部 里菜(1)

[1:00.00]
4 8

[  ] カワシマ　サツキ [  ] ニッタ　アオイ [  ] マツバラ　コノハ [  ] オオマチ　ミヒロ [  ] フクイ　アヤネ [  ] トリイ　ミコト

26262 川島 颯稀(2) 26264 新田 葵(2) 26265 松原 木乃葉(2) 27615 大町 美弘(2) 27617 福井 絢音(2) 27621 鳥居 心琴(2)

[  ] フジカワ　シオリ [  ] ナカイ　メイ [  ] モリ　ヒナ [  ] ワタナベ　クルミ [  ] ツルイ　メル [  ] フジタ　マユ

26269 藤川 栞(2) 26273 中井 芽衣(1) 26274 森 陽菜(1) 27627 渡辺 來未(1) 27628 鶴井 愛瑠(1) 27629 藤田 真由(1)

[56.73]
5

[  ] イヨタ　ハル [  ] ササハラ　ナオ [  ] タナカ　ユラ

29171 伊與田 晴(2) 29172 笹原 菜桜(2) 29173 田中 ゆら(2)

[  ] ナカノ　サヤハ [  ] マルオカ　アンナ [  ] ソノダ　サキ

29182 中野 沙華(1) 29184 丸岡 杏奈(1) 29187 園田 沙樹(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[56.03]

2 5
[  ] ウエスギ　ララ [  ] ムラタ　カレン [  ] ヤマモト　ユウヅキ [  ] キシ　ミミ [  ] オカダ　アヤカ

20203 上杉 ララ(2) 20205 村田 夏恋(2) 25164 山本 憂月(2) 25165 岸 美海(2) 25169 岡田 彩加(2)

[  ] ヤマシタ　アオイ [  ] マンダ　リオ [  ] ミナミ　ネネ [  ] サトウ　ミサキ [  ] モリトキ　ユイ

20233 山下 葵衣(1) 20234 萬田 莉生(1) 25181 南 峯々(1) 25187 佐藤 心咲(1) 25189 守時 芽唯(1)

[1:00.00]
3 6

[  ] タワラモト　ユイナ [  ] ハナヤマ　ヒヨリ [  ] ウエスギ　ユウア [  ] ウエノ　マリナ [  ] タケウチ　ハルナ

29404 俵本 結菜(1) 29406 花山 陽葉里(1) 26746 上杉 夕愛(2) 26747 上野 莉奈(2) 26749 竹内 晴菜(2)

[  ] カワシマ　モナ [  ] スドウ　サクラ [  ] センニン　サキネ [  ] ナカガミ　ワカナ [  ] ハセ　ミクル

29417 川島 百来(2) 29418 須藤 咲愛(2) 26753 仙人 咲音(1) 26754 中上 和奏(1) 26756 長谷 美来(1)

[56.21] [1:00.00]
4 7

[  ] タカダ　カナ [  ] ヒガシババ　アサ [  ] コバヤシ　ミユ [  ] イイダ　マイ [  ] ナカソネ　マリン [  ] マツタニ　ユウナ

29310 髙田 佳那(2) 29311 東馬場 杏咲(2) 29321 小林 心優(1) 20611 飯田 舞(2) 20617 仲宗根 万梨(2) 20620 松谷 結菜(2)

[  ] フジタニ　ミウ [  ] ヤマモト　アヤナ [  ] アオキ　ミサ [  ] マナベ　ノドカ [  ] サカイ　ノドカ

29322 藤谷 心詩(1) 29325 山本 彩愛(1) 20631 青木 心咲(1) 20634 眞鍋 和(1) 20635 酒井 のどか(1)
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有野北 本山南

セイシン タモンヒガシ

西神 多聞東

アリノキタ モトヤマミナミ

大原

ウオザキ タカトリ

魚崎 鷹取

シオヤ タマツ

塩屋 玉津

オオハラ

垂水 横尾

スミヨシ ハゼタニチュウ

低学年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉

タルミ ヨコオ

住吉 櫨谷



3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[58.81]

2 6
[  ] タナカ　コハル [  ] モリシタ　サキ [  ] イズモト　スミレ [  ] サカイ　シイナ [  ] タニガワ　モモナ [  ] モリシタ　サヤ

26122 田中 心遥(2) 26125 森下 咲輝(2) 26131 泉本 純伶(1) 29513 酒井 椎名(2) 29515 谷河 桃々菜(2) 29517 森下 紗耶(2)

[  ] タカハシ　トモカ [  ] フジイ　カホ [  ] イシダ　レイ [  ] タムラ　マリ [  ] ニシモト　ヒマリ

26135 髙橋 共香(1) 26137 藤井 花穂(1) 29522 石田 礼衣(1) 29526 田村 まり(1) 29528 西本 陽葵(1)

[1:01.79]
3 7

[  ] アイハラ　リサコ [  ] オオサワ　アヤネ [  ] ツキヤマ　アヤ [  ] ヨシダ　ミク [  ] ノブモト　サヨ [  ] ワカイ　サキ

20707 愛原 理彩子(1) 20709 大澤 恵宇(1) 20710 築山 綾(1) 26800 吉田 美空(1) 26801 信本 咲世(1) 26802 若居 咲希(1)

[  ] ヨシムラ　タマキ [  ] ハマセ　ココナ [  ] ミゾグチ　カノ [  ] キノシタ　サラ [  ] コバヤシ　アオイ [  ] タニグチ　ナナカ

20780 吉村 珠季(2) 20783 濱瀬 心菜(2) 20786 溝口 華乃(2) 26810 木下 沙羅(2) 26811 小林 葵(2) 26812 谷口 菜々香(2)

[57.35]
4 8

[  ] オオイ　アリサ [  ] ミシロ　アミ [  ] ヨシダ　ミオ [  ] ハヤシ　リンカ [  ] フジイ　ヒヨリ [  ] セコ　ハヅキ

20553 大井 杏里彩(2) 20556 三代 蒼実(2) 20558 吉田 弥央(2) 20300 林 凛香(2) 20301 藤井 ひより(2) 20302 世古 葉月(1)

[  ] アンドウ　マホ [  ] クドウ　サヤカ [  ] ヤスフク　リコ [  ] アンマ　ユズキ [  ] ヤマガタ　アサ [  ] ハブ　カンナ

20560 安藤 真歩(1) 20564 工藤 紗華(1) 20567 安福 梨子(1) 20306 安間 柚葵(1) 20308 山形 安紗(1) 20311 土生 栞奈(1)

[55.37]
5

[  ] トモフジ　ミユ [  ] フジモト　アンジ [  ] キモト　ユキノ

24151 友藤 美優(2) 24155 藤本 杏栞(2) 24157 木元 雪乃(2)

[  ] ヒコサカ　アオイ [  ] サガラ　ルナ [  ] イソワキ　ユウ

24166 彦坂 葵(1) 24168 相良 月奏(1) 24171 磯脇 結羽(1)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[58.00]

2 6
[  ] タナカ　リオ [  ] オオツカ　ヒヨリ [  ] オカザキ　イマリ [  ] イノウエ　ミク [  ] キノシタ　コアネ [  ] モリタ　ユイ

27253 田中 莉央(2) 27256 大塚 日瑶里(2) 27258 岡﨑 未莉(2) 23506 井ノ上 美玖(2) 23508 木下 紅寧(2) 23509 森田 結衣(2)

[  ] ナダ　アヤカ [  ] ミウラ　チハル [  ] ヤマウチ　イツキ [  ] ツルミ　サキ [  ] ナカムラ　メイ [  ] シライシ　スズノ

27265 灘 彩夏(1) 27266 三浦 千陽(1) 27267 山内 樹(1) 23510 鶴見 咲(1) 23511 中村 芽依(1) 23512 白石 鈴乃(1)

3 7
[  ] タネイチ　モエ [  ] コバヤシ　リコ [  ] オオヤマ　ヒナタ [  ] マルヤマ　チヒロ [  ] ヤマノウエ　ミユキ [  ] カワノ　ハルカ

29636 種市 萌(2) 29638 小林 莉子(2) 29639 大山 ひなた(2) 23432 丸山 ちひろ(2) 23433 山野上 美幸(2) 23435 川野 晴香(2)

[  ] アンドウ　カエデ [  ] オクタニ　サラ [  ] コンドウ　ユア [  ] ツツイ　サトミ [  ] ツルタ　リオ [  ] マツダ　ヒメカ

29670 安藤 楓(1) 29674 奥谷 紗良(1) 29679 近藤 友愛(1) 23443 筒井 里美(1) 23444 鶴田 莉緒(1) 23448 松田 姫果(1)

[54.33]
4 8

[  ] タケウチ　アユミ [  ] ニシイ　コズエ [  ] ホシノ　フウカ [  ] タナベ　ハル [  ] ナカツル　アグリ [  ] アサヌマ　ホナミ

28102 竹内 歩美(1) 28106 西井 梢(1) 28107 星野 楓果(1) 22358 田邊 羽琉(2) 22360 中津留 あぐり(2) 22361 淺沼 穂奈美(2)

[  ] ナカモト　ソラナ [  ] ヤマモト　サヤ [  ] トミナガ　ヒナタ [  ] タカヤマ　リナ [  ] タナカ　サワ [  ] マツダ　メイ

28160 中本 空菜(2) 28170 山本 紗也(2) 28175 冨永 陽(2) 22366 高山 莉波(1) 22367 田中 佐和(1) 22371 松田 芽依(1)

[58.52]
5

[  ] イタダニ　アカリ [  ] キクチ　ノドカ [  ] タナカ　ユラ

27053 板谷 朱莉(2) 27054 菊地 のどか(2) 27056 田中 侑来(2)

[  ] モガミ　ユイナ [  ] コタケ　ユノ [  ] シマナガ　トモミ

27061 茂上 結南(1) 27062 小竹 唯音(1) 27065 島永 知実(1)
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本多聞

タイサンジ ミナトガワ

太山寺 湊川

ホンタモン

伊川谷 鈴蘭台

イブキダイ オブ

井吹台 小部

キタコウベ

北神戸

イカワダニ スズランダイ

ミカゲ モトヤマ

御影 本山

タカショウ マイコ

鷹匠 舞子

モモヤマダイ セイリョウダイ

桃山台 星陵台

低学年女子4x100mR

〈〈 予選 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

Powerd by AthleteRanking.com

低学年女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉



共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハルナ　ホノリ キタコウベ [1.42]

1 24121 春名　ほのり(3) 北神戸
ナイトウ　ミク ハゼタニチュウ [1.45]

2 27345 内藤　美空(3) 櫨谷
ヤマダ　マオ オオハラ [1.48]

3 29176 山田　麻央(2) 大原
タケノウチ　ヒヨリ アリノ [1.39]

4 29204 竹ノ内　陽莉(2) 有野
ハヤシ　リンカ モトヤマ [1.20]

5 20300 林　凛香(2) 本山
フジモト　モモア ヒラノ [1.30]

6 27823 藤本　桃杏(2) 平野
ナカニシ　コトミ イカワダニ

7 27264 中西　詞美(1) 伊川谷
ノダ　コハネ タカショウ [1.54]

8 20773 野田　瑚羽(3) 鷹匠
エンドウ　イク タカトリ [1.35]

9 25151 遠藤　育(3) 鷹取
マエダ　イツキ イブキダイ [1.30]

10 29608 前田　樹季(3) 井吹台
ムラカミ　ユア オブ [1.35]

11 23404 村上　優杏(3) 小部
ニノミヤ　リナ アリノキタ [1.20]

12 29304 二宮　梨愛(3) 有野北
タニガワ　モモナ セイリョウダイ [1.25]

13 29515 谷河　桃々菜(2) 星陵台
フクダ　カエデ ヤマダ [1.45]

14 23120 福田　楓(3) 山田
カガワ　サキ キタコウベ [1.30]

15 24123 香川　咲綺(3) 北神戸
トダ　ヒマリ ヒラノ [1.60]

16 27813 戸田　向日葵(3) 平野
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ [1.51]

17 20656 竹井　ひなた(3) 本山南
ゲンモト　アオイ タカショウ [1.33]

18 20782 厳本　碧(2) 鷹匠
ジョウレン　サエ タイサンジ [1.42]

19 28125 定連　咲笑(3) 太山寺
ツチヤ　ユラ ホンタモン [1.15]

20 27034 土屋　結楽(3) 本多聞
ヨコヤマ　リナ ツツイダイ [1.39]

21 21311 横山　凜名(3) 筒井台
ナイトウ　ミズキ タイサンジ [1.39]

22 28128 内藤　瑞希(3) 太山寺
オオホ　ソラ オブ [1.40]

23 23423 大穂　そら(3) 小部
ハマダ　ヒナ ナガタ [1.20]

24 24924 浜田　ヒナ(2) 長田
ウダ　ミナミ マイコ [1.05]

25 26832 宇多　美波(3) 舞子
タケバヤシ　ミコト シンワジョシ

26 28813 竹林　美琴(3) 親和女子
ナルセ　シオリ オシベダニ [1.35]

27 27501 成瀬　汐織(3) 押部谷
ストックトン　メイ ウエノ [1.15]

28 21100 ストックトン　愛以(1) 上野
ホンダ　ミサト アリノ [1.36]

29 29284 本田　美聖(3) 有野
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハゼカワ　ミハネ セイリョウダイ [4.45] ツムラ　ミユウ タカショウ [3.73]

1 29516 沙魚川　心羽(2) 星陵台 1 20781 津村　美優羽(2) 鷹匠
イヨタ　ハル オオハラ [4.34] ミタムラ　イズミ ミナトジマガクエン [3.67]

2 29171 伊與田　晴(2) 大原 2 21972 三田村　伊純(2) 港島学園
ホンダ　ミサト アリノ [4.41] モリモト　ミサキ マイコ [3.72]

3 29284 本田　美聖(3) 有野 3 26833 森本　美彩弓(3) 舞子
ミウラ　ユリ スズランダイ [4.39] スギシタ　アンリ オシベダニ [3.31]

4 23503 三浦　百合(3) 鈴蘭台 4 27504 杉下　杏凜(2) 押部谷
オオツカ　ユウカ ヒラノ [4.34] ハママツ　ミキ ウオザキ [3.68]

5 27824 大塚　悠華(2) 平野 5 20202 浜松　みき(2) 魚崎
ノロ　アオイ アリノ [4.35] ツジタ　アオイ イカワダニ [3.01]

6 29283 野呂　葵(3) 有野 6 27236 辻田　葵(3) 伊川谷
ニシムラ　マユ モトヤマ [4.32] ナカガミ　ワカナ タモンヒガシ [3.50]

7 20351 西村　麻佑(3) 本山 7 26754 中上　和奏(1) 多聞東
オクムラ　アヤカ イブキダイ [4.90] ヤナセ　ネネ ハゼタニチュウ [3.77]

8 29645 奥村　彩加(2) 井吹台 8 27348 梁瀬　寧々(3) 櫨谷
ヨシタニ　ナナミ ヒラノ [4.31] ヤマシタ　アヤネ シオヤ

9 27811 吉谷　奈々実(3) 平野 9 26267 山下　絢音(2) 塩屋
タニ　ユアン コウヨウ [4.91] サトウ　ユイリ タイサンジ [4.19]

10 20061 谷　優杏(2) 向洋 10 28124 佐藤　唯凜(3) 太山寺
アンジ　ライカ オオハラ [4.35] モリシタ　サキ モモヤマダイ [4.24]

11 29161 安治　来夏(3) 大原 11 26125 森下　咲輝(2) 桃山台
アシダ　マユ ミカゲ [5.13] タナカ　ユラ ホンタモン [4.28]

12 20543 芦田　真由(3) 御影 12 27056 田中　侑来(2) 本多聞
カツノ　ナナ モトヤマ [5.14] カメタキ　ノノ ヤマダ [4.27]

13 20356 勝野　七菜(3) 本山 13 23130 亀滝　のの(1) 山田
マツヒラ　シホ イブキダイ [4.65] ヤマシタ　チサト オブ [4.17]

14 29602 松平　志保(3) 井吹台 14 23409 山下　千慧(3) 小部
ウエシマ　ユリア スズランダイ [4.56] キシモト　アサ コウリョウ [4.00]

15 23507 上島　有梨亜(2) 鈴蘭台 15 23201 岸本　明咲(1) 広陵
カナモリ　ミユ ナガタ [4.51] カヤノ　マユ タカクラ [4.17]

16 24931 金森　美優(3) 長田 16 25331 栢野　舞祐(3) 高倉
キタムラ　ユラ アリノキタ [4.51] タケダ　ハルカ ヌノビキ [4.17]

17 29300 北村　結良(3) 有野北 17 21501 竹田　遥風(3) 布引
タナカ　ヒナ カラト [4.62] ウチダ　テルミ ウエノ [4.18]

18 22933 田中　陽菜(3) 唐櫃 18 21112 内田　光美(3) 上野
トモフジ　ミユ キタコウベ [4.58] ヒロイ　ルルナ タルミ [4.02]

19 24151 友藤　美優(2) 北神戸 19 26538 廣井　琉月(2) 垂水
タニグチ　ルカ タカトリ [4.66] イワタ　ハルカ モトヤマミナミ [4.08]

20 25158 谷口　瑠花(3) 鷹取 20 20653 岩田　悠(3) 本山南
ムラカミ　アヤナ ヒョウゴ [4.82] イタサカ　ココナ ホンジョウ [3.84]

21 22400 村上　綾奈(3) 兵庫 21 20138 板坂　心菜(3) 本庄
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジオカ　ナツミ コウヨウ [6.41]

1 20051 藤岡　なつみ(3) 向洋
イケナガ　シオン オブ [6.71]

2 23418 池永　詩音(3) 小部
イノウエ　ハナ ホンタモン [7.29]

3 27038 井上　羽那(3) 本多聞
シバタ　マユ マイコ [7.76]

4 26831 芝田　茉由(3) 舞子
カナザワ　マドカ ヒラノ [8.02]

5 27810 金澤　円香(3) 平野
オシミ　ノラ シオヤ [8.31]

6 26252 押見　野良(3) 塩屋
タナカ　アオイ ハゼタニチュウ [8.48]

7 27344 田中　葵(3) 櫨谷
フジワラ　ユメ モモヤマダイ [8.73]

8 26116 藤原　柚芽(3) 桃山台
コバヤシ　カエデ タルミ [8.99]

9 26520 小林　楓(3) 垂水
コミヤジ　ユラ オシベダニ [10.50]

10 27500 小宮路　優來(3) 押部谷
フジモト　サクラ キタコウベ [11.34]

11 24112 藤本　早玲(3) 北神戸
アダチ　シオリ スズランダイ [11.08]

12 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台
コミナミ　ユイ ヒラノ [9.24]

13 27822 小南　結(2) 平野
スギノ　ミカ イブキダイ [8.87]

14 29635 杉野　美香(2) 井吹台
タガミ　ユメリ オオハラ [8.49]

15 29162 田上　夢理(3) 大原
ホリケ　アイ アリノ [8.31]

16 29207 堀家　愛(2) 有野
ニシダ　マコト モモヤマダイ [8.23]

17 26114 西田　真琴(3) 桃山台
マスモト　レヨナ キタコウベ [8.00]

18 24119 増本　玲葉奈(3) 北神戸
ニシウチ　アノ フクダ [7.30]

19 26415 西内　愛乃(3) 福田
マスヤマ　ミイナ モトヤマミナミ [7.18]

20 20654 増山　弥那(3) 本山南
イワキリ　アキコ タイサンジ [6.59]

21 28120 岩切　晶子(3) 太山寺
ヤマモト　ホナツ イカワダニ [6.05]

22 27248 山本　歩夏(3) 伊川谷
ハヅキ　ユウコ オオゾウ

23 23920 巴月　釉子(2) 大沢
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共通女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワノ　ヒナコ ハゼタニチュウ

1 27342 川野　比奈子(3) 櫨谷
マスヤマ　ミイナ モトヤマミナミ [16.26]

2 20654 増山　弥那(3) 本山南
ニシウチ　アノ フクダ [16.58]

3 26415 西内　愛乃(3) 福田
ホキモト　ソラ キタコウベ [16.95]

4 24128 保木本　想良(3) 北神戸
オシミ　ノラ シオヤ [17.70]

5 26252 押見　野良(3) 塩屋
ナカノ　ユヅキ オオハラ [19.19]

6 29175 中野　悠月(2) 大原
マツダ　セツカ スズランダイ [19.93]

7 23502 松田　雪月香(3) 鈴蘭台
フジワラ　ユメ モモヤマダイ [21.62]

8 26116 藤原　柚芽(3) 桃山台
コバヤシ　カエデ タルミ [23.29]

9 26520 小林　楓(3) 垂水
アダチ　シオリ スズランダイ [25.47]

10 23501 安達　栞(3) 鈴蘭台
タガミ　ユメリ オオハラ [24.46]

11 29162 田上　夢理(3) 大原
コミヤジ　ユラ オシベダニ [22.87]

12 27500 小宮路　優來(3) 押部谷
カナザワ　マドカ ヒラノ [21.02]

13 27810 金澤　円香(3) 平野
マツオカ　リオ オブ [19.55]

14 23417 松岡　里桜(3) 小部
マツモト　ユイカ タカショウ [18.10]

15 20774 松本　唯花(3) 鷹匠
ゼンニユウ　カンナ キタコウベ [17.56]

16 24126 善入　栞南(3) 北神戸
イケナガ　シオン オブ [16.82]

17 23418 池永　詩音(3) 小部
イリエ　アカリ タルミ [16.28]

18 26517 入江　陽彩(3) 垂水
トヨシマ　アカリ アリノ [11.62]

19 29205 豊島　朱里(2) 有野
クロオカ　ミハル イブキダイ

20 29641 黒岡　美晴(2) 井吹台
ナカノ　ミユ タイサンジ

21 28129 中野　未侑(3) 太山寺
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共通女子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
オオヤマ　ヒナタ イブキダイ タネイチ　モエ イブキダイ

2 29639 大山　ひなた(2) 井吹台 2 29636 種市　萌(2) 井吹台
タナカ　ユラ オオハラ クジメ　サキ タルミ [20.36]

3 29173 田中　ゆら(2) 大原 3 26533 久次米　咲季(2) 垂水
タノウエ　キョウカ タイサンジ [15.45] タケウチ　ヒヨリ モトヤマミナミ [17.29]

4 28127 田上　京夏(3) 太山寺 4 20662 竹内　ひより(3) 本山南
イノウエ　ナギサ キタコウベ [15.68] ヤマモト　サキ タカショウ [15.50]

5 24150 井上　凪紗(2) 北神戸 5 20778 山本　紗季(3) 鷹匠
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ [17.50] モリ　チヒロ タイサンジ [16.78]

6 20656 竹井　ひなた(3) 本山南 6 28169 森　千裕(2) 太山寺
ミヤワキ　ネネ ヤマダ [17.20] フクダ　カエデ ヤマダ [18.42]

7 23121 宮脇　寧々(3) 山田 7 23120 福田　楓(3) 山田
イズミ　カホ タカトリ [19.98] ホリケ　アイ アリノ [19.91]

8 25150 泉　佳帆(3) 鷹取 8 29207 堀家　愛(2) 有野
アサカワ　ユイナ タルミ [18.64]

9 26530 浅川　唯汝(2) 垂水
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共通女子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タノウエ　キョウカ タイサンジ [1.40]

1 28127 田上　京夏(3) 太山寺
フクダ　カエデ ヤマダ [1.45]

2 23120 福田　楓(3) 山田
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ [1.51]

3 20656 竹井　ひなた(3) 本山南
クジメ　サキ タルミ

4 26533 久次米　咲季(2) 垂水
イノウエ　ナギサ キタコウベ [1.61]

5 24150 井上　凪紗(2) 北神戸
オオヤマ　ヒナタ イブキダイ

6 29639 大山　ひなた(2) 井吹台
ホリケ　アイ アリノ [1.25]

7 29207 堀家　愛(2) 有野
イズミ　カホ タカトリ

8 25150 泉　佳帆(3) 鷹取
モリ　チヒロ タイサンジ [1.39]

9 28169 森　千裕(2) 太山寺
タケウチ　ヒヨリ モトヤマミナミ

10 20662 竹内　ひより(3) 本山南
タネイチ　モエ イブキダイ [1.25]

11 29636 種市　萌(2) 井吹台
ミヤワキ　ネネ ヤマダ [1.36]

12 23121 宮脇　寧々(3) 山田
タナカ　ユラ オオハラ

13 29173 田中　ゆら(2) 大原
アサカワ　ユイナ タルミ

14 26530 浅川　唯汝(2) 垂水
ヤマモト　サキ タカショウ [1.43]

15 20778 山本　紗季(3) 鷹匠
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共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タネイチ　モエ イブキダイ

1 29636 種市　萌(2) 井吹台
クジメ　サキ タルミ

2 26533 久次米　咲季(2) 垂水
イノウエ　ナギサ キタコウベ [5.40]

3 24150 井上　凪紗(2) 北神戸
モリ　チヒロ タイサンジ [6.32]

4 28169 森　千裕(2) 太山寺
タケイ　ヒナタ モトヤマミナミ [6.60]

5 20656 竹井　ひなた(3) 本山南
ヤマモト　サキ タカショウ [7.73]

6 20778 山本　紗季(3) 鷹匠
フクダ　カエデ ヤマダ [8.24]

7 23120 福田　楓(3) 山田
ホリケ　アイ アリノ [8.31]

8 29207 堀家　愛(2) 有野
ミヤワキ　ネネ ヤマダ [7.75]

9 23121 宮脇　寧々(3) 山田
タノウエ　キョウカ タイサンジ [7.06]

10 28127 田上　京夏(3) 太山寺
イズミ　カホ タカトリ [6.40]

11 25150 泉　佳帆(3) 鷹取
タケウチ　ヒヨリ モトヤマミナミ [6.21]

12 20662 竹内　ひより(3) 本山南
アサカワ　ユイナ タルミ

13 26530 浅川　唯汝(2) 垂水
タナカ　ユラ オオハラ

14 29173 田中　ゆら(2) 大原
オオヤマ　ヒナタ イブキダイ

15 29639 大山　ひなた(2) 井吹台
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