
(-  .  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
キシモト　コウキ ハマノミヤ [11.86] ミヤモト　ユメキ ショウヨウ [12.16]

1 33486 岸本　幸樹(3) 浜の宮 1 36407 宮本　夢希(2) 松陽
ムラカミ　ヒロキ クロダショウ [11.85] タグチ　カンタ リョウナン [12.18]

2 39126 村上　宙輝(2) 黒田庄 2 33944 田口　敢太(2) 陵南
ヤマダ　ワカト ホウデン [11.92] リ　チェヒョン リョウソウ [12.18]

3 34307 山田　吾愛仁(2) 宝殿 3 33649 リ　チェヒョン(1) 両荘
ノウショウ　ソラ カコガワ [11.21] カドイシ　アツキ ミドリガオカ [12.10]

4 32820 納庄　青空(3) 加古川 4 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘
オオタマ　コウキ ハマノミヤ [11.58] クロシマ　ケイ カコガワチュウブ [11.95]

5 33403 大玉　康稀(2) 浜の宮 5 33137 黒嶋　桂(2) 加古川中部
ツジモト　コウキ ホウデン [11.47] タカハシ　ユウキ ヒオカ [12.07]

6 34360 辻本　滉貴(3) 宝殿 6 32975 髙橋　悠生(2) 氷丘
マツシタ　アユム カコガワ [11.23] アダチ　コウタ カコガワ [12.07]

7 32828 松下　歩(3) 加古川 7 32824 足立　恒太(3) 加古川
イイダ　ヤマト ハマノミヤ [11.74] オカモト　ケンタ カサイ [12.13]

8 33485 飯田　大翔(3) 浜の宮 8 37700 岡本　健太(2) 加西
オオタニ　ショウマ カコガワ [11.61] オカムラ　ユウマ ミドリガオカ [12.15]

9 32885 大谷　翔真(2) 加古川 9 35418 岡村　優磨(2) 緑が丘

(-  .  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
ミキ　リュウノスケ カコガワ [12.27] ナカタニ　ユウト アサヒガオカ [12.51]

1 32884 三木　隆之介(2) 加古川 1 37284 中谷　悠人(2) 旭丘
ヒガシ　ハルト ショウヨウ [12.35] キシモト　テッペイ ハマノミヤ [12.52]

2 36406 東　暖人(2) 松陽 2 33487 岸元　哲平(3) 浜の宮
ヤマモト　ユオ ヒラオカ [12.33] ギョウブ　ヒロト カコガワ [12.52]

3 33243 山本　有愛(2) 平岡 3 32804 刑部　大翔(1) 加古川
イケモト　アラシ ベフ [12.22] ヤスダ　ジョウセイ ハマノミヤ [12.38]

4 33513 池本　嵐(2) 別府 4 33415 安田　晟聖(2) 浜の宮
フジモト　ソウタ カシマ [12.24] タケトシ　リュウ カコガワ [12.40]

5 36220 藤本　宗汰(2) 鹿島 5 32887 竹歳　龍(2) 加古川
ツクダ　コウキ ヒラオカ [12.24] キノシタ　リョウ ハマノミヤ [12.42]

6 33217 佃　紘喜(1) 平岡 6 33481 木下　綾(3) 浜の宮
ハセガワ　タクミ ベフ [12.22] オカモト　オウジロウ イナミ [12.36]

7 33514 長谷川　拓海(2) 別府 7 39416 岡本　桜志郎(2) 稲美
コヤナギ　アキ カコガワヤマテ [12.26] ヤマジ　シュンスケ カコガワ [12.44]

8 33052 小柳　葵季(2) 加古川山手 8 32888 山路　俊介(2) 加古川
トウダ　コウセイ クロダショウ [12.26] セラ　アユム リョウナン [12.50]

9 39124 東田　凰聖(2) 黒田庄 9 33943 世良　歩夢(2) 陵南

(-  .  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
タカタ　ショウタ ハマノミヤ [12.62] タナカ　ルイ イナミ [12.81]

1 33410 高田　翔太(2) 浜の宮 1 39402 田中　琉偉(1) 稲美
ナンジョウ　クウガ リョウナン [12.61] クロダ　リュウキ ハリマミナミ [12.81]

2 33961 南條　空芽(1) 陵南 2 39718 黒田　龍生(2) 播磨南
カコオ　マサル ハマノミヤ [12.65] イトウ　コウタロウ カコガワヤマテ [12.80]

3 33484 鹿子尾　賢(3) 浜の宮 3 33055 伊藤　航太朗(2) 加古川山手
サトウ　ユウキ ホウデン [12.54] キシモト　カイリ カコガワチュウブ [12.65]

4 34304 佐藤　優希(2) 宝殿 4 33135 岸本　快里(2) 加古川中部
カンザキ　ハヤト ニシワキ [12.54] キドグチ　タイセイ リョウナン [12.74]

5 34511 神崎　隼人(3) 西脇 5 33948 木戸口　大成(2) 陵南
キクタニ　レオ カシマ [12.58] ヤマモト　ハルト ハマノミヤ [12.71]

6 36221 菊谷　玲雄(2) 鹿島 6 33417 山本　悠翔(2) 浜の宮
ヤマジ　リョウスケ カコガワ [12.54] ナカシマ　シュウタ シカタ [12.73]

7 32882 山路　綾介(2) 加古川 7 33894 中島　柊太(2) 志方
ヨシダ　コウキ ハマノミヤ [12.59] ベップ　ケイタ カサイ [12.75]

8 33418 吉田　幸輝(2) 浜の宮 8 37708 別府　恵多(2) 加西
タカヤマ　ソウタ ベフ [12.61] ナイトウ　ユウト カコガワチュウブ [12.76]

9 33516 髙山　颯太(2) 別府 9 33140 内藤　佑翔(2) 加古川中部

中学共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

3組 4組

5組 6組



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

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリ　フウキ カンキ [13.00] フジモト　タイチ イナミ [13.06]

1 33757 森　風起(2) 神吉 1 39420 藤本　泰地(1) 稲美
フジイ　エイト ヤシロ [13.00] キシ　ユウスケ ニシワキ [13.08]

2 38101 藤井　瑛心(2) 社 2 34534 来住　侑亮(1) 西脇
ミゾバタ　ユウト ミキ [13.00] マツモト　ケンタロウ ヒラオカ [13.06]

3 35010 溝端　悠人(1) 三木 3 33220 松本　健太郎(1) 平岡
サトウ　アヤト アライ [12.93] カワノ　ヨシト カコガワ [13.01]

4 36138 佐藤　絢斗(2) 荒井 4 32880 川野　吉翔(2) 加古川
オオタニ　アユキ ヒオカ [12.85] モリワキ　コタロウ クロダショウ [13.00]

5 32981 大谷　桜輝(1) 氷丘 5 39127 森脇　小太郎(2) 黒田庄
コタニ　ユウト リョウナン [12.87] フカセ　コウキ ニシワキ [13.03]

6 33963 小谷　　悠人(1) 陵南 6 34525 深瀬　光貴(2) 西脇
ヤマグチ　シュウジ ヒラオカ [12.83] ヨコテ　トシキ ホウデン [13.02]

7 33242 山口　秀司(2) 平岡 7 34326 横手　利気(1) 宝殿
オオニシ　リョウタロウ リョウソウ [12.99] イケイ　タクト ヒラオカミナミ [13.05]

8 33637 大西　遼太朗(2) 両荘 8 33321 池井　拓斗(1) 平岡南
ノグチ　ハルキ ヒラオカ [12.96] ミヤハラ　ショウセイ リョウナン [13.03]

9 33219 野口　陽輝(1) 平岡 9 33951 宮原　翔晴(2) 陵南

(-  .  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
クボウチ　ユウキ ハリマミナミ [13.25] イノウエ　ユウダイ オノ [13.28]

1 39720 窪内　勇輝(1) 播磨南 1 37142 井上　裕大(2) 小野
コマツ　レン ベフ [13.22] スエヨシ　ツカサ カコガワチュウブ [13.28]

2 33522 小松　蓮(1) 別府 2 33138 末吉　司(2) 加古川中部
フルヤ　ソラ ヨカワ [13.22] ナガイ　ユウキ ハマノミヤ [13.32]

3 35910 古谷　颯良(2) 吉川 3 33411 長井　佑綺(2) 浜の宮
イシカワ　リュウセイ ショウヨウ [13.14] タカハシ　レン リョウソウ [13.26]

4 36408 石川　琉聖(1) 松陽 4 33640 髙橋　蓮(2) 両荘
カンナン　ケイタ ヒオカ [13.09] サカモト　マサユキ ヒラオカ [13.27]

5 32985 河南　慶汰(1) 氷丘 5 33215 坂本　将行(1) 平岡
ハラグチ　ユズキ カシマ [13.17] イワモト　リク ベフ [13.27]

6 36223 原口　柚輝(2) 鹿島 6 33512 岩本　陸(2) 別府
イリグチ　ナオキエクセラ ハマノミヤ [13.11] ヤマモト　マサキ リョウナン [13.25]

7 33401 入口　直輝エクセラ(2) 浜の宮 7 33962 山本　雅貴(1) 陵南
シマダ　カズキ ミドリガオカ [13.19] クラシゲ　ミツキ カコガワチュウブ [13.28]

8 35404 島田　和希(2) 緑が丘 8 33136 倉重　充稀(2) 加古川中部
タニガワ　ケイジ リョウソウ [13.21] ハラダ　ミズト リョウナン [13.27]

9 33641 谷川　慧侍(2) 両荘 9 33968 原田　瑞人(1) 陵南

(-  .  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
セキグチ　リュウギ リョウソウ [13.38] コバヤシ　イッシン リョウナン [13.57]

1 33639 関口　隆義(2) 両荘 1 33949 小林　一心(2) 陵南
オガワ　ソウスケ ハマノミヤ [13.43] オガワ　リツキ ヒラオカ [13.56]

2 33421 小川　颯介(1) 浜の宮 2 33232 小川　律輝(2) 平岡
イシハラ　ヒロト カコガワ [13.42] カジワラ　ゲンキ アライ [13.52]

3 32886 石原　煕仁(2) 加古川 3 36136 梶原　元希(2) 荒井
ヒラタ　コタロウ オノ [13.32] タカセ　イチカ ニシワキ [13.46]

4 37145 平田　琥大朗(2) 小野 4 34538 高瀬　伊周(1) 西脇
コニシ　タクミ ハリマ [13.37] タケダ　ゲンジ ベフ [13.48]

5 39669 小西　拓実(1) 播磨 5 33518 武田　玄侍(1) 別府
カガワ　アサヒ カコガワチュウブ [13.37] タケゾエ　シンゴ イナミ [13.44]

6 33145 香川　朝陽(2) 加古川中部 6 39422 竹添　鎮伍(1) 稲美
ツカモト　ショウタ カンキ [13.35] ニシオカ　ソウル ハマノミヤ [13.48]

7 33756 塚本　翔大(2) 神吉 7 33427 西岡　蒼留(1) 浜の宮
スギモト　リュウキ リョウソウ [13.38] アリスエ　カンタ リョウナン [13.48]

8 33638 杉本　龍軌(2) 両荘 8 33946 有末　貫汰(2) 陵南
シバタ　コウア カンキ [13.38] オリベ　ワタル カサイ [13.50]

9 33755 芝田　晃明(2) 神吉 9 37701 織邊　亘(2) 加西

中学共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 8組

9組 10組

11組 12組



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

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シンセイ　タカヤ アサヒガオカ [13.68] アオキ　アンジ カシマ [13.81]

1 37285 神生　嵩矢(2) 旭丘 1 36200 青木　安慈(1) 鹿島
シミズ　ルキ ミキ [13.68] タカハシ　リョウタ カコガワチュウブ [13.80]

2 35081 清水　琉煌(2) 三木 2 33174 高橋　遼太(1) 加古川中部
ウチダ　トア カコガワチュウブ [13.68] タナカ　ケンセイ アサヒガオカ [13.81]

3 33131 内田　翔空(2) 加古川中部 3 37287 田中　健聖(2) 旭丘
マツモト　カナト ニシワキミナミ [13.60] ツカダ　リョウタ リョウナン [13.68]

4 34723 松本　奏音(1) 西脇南 4 33965 塚田　亮太(1) 陵南
イイダ　キラト カコガワチュウブ [13.60] ヒロサカ　リンタロウ オノ [13.69]

5 33171 飯田　輝人(1) 加古川中部 5 37146 廣坂　倫太郎(2) 小野
カツダ　キヨト リョウナン [13.62] アリタケ　ユウキ ベフ [13.73]

6 33967 勝田　舜都(1) 陵南 6 33528 有竹　結希(2) 別府
ハント　ディオン ハマノミヤ [13.60] イマイ　シンノスケ ヨカワ [13.72]

7 33419 ハント　ディオン(2) 浜の宮 7 35906 今井　慎之介(2) 吉川
ウチダ　タクト ハリマミナミ [13.64] ヤマサキ　フウマ ハマノミヤ [13.76]

8 39722 内田　琢斗(1) 播磨南 8 33416 山崎　楓馬(2) 浜の宮
イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ [13.64] フジエダ　レオ ヨカワ [13.74]

9 35402 井上　俊哉(2) 緑が丘 9 35920 藤枝　怜央(1) 吉川

(-  .  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
エグサ　ケイスケ カコガワ [13.90] タニヤマ　ルイ セイヨウ [14.42]

1 32805 江草　圭輔(1) 加古川 1 35310 谷山　瑠唯(1) 星陽
スギモト　ルイ カコガワヤマテ [13.97] ヤマダ　イブキ ヒラオカミナミ [14.30]

2 33053 杉本　琉維(2) 加古川山手 2 33326 山田　倭風希(1) 平岡南
ババ　ケイスケ ハリマ [13.97] オノ　スバル ヤシロ [14.37]

3 39666 馬場　啓介(1) 播磨 3 38102 小野　昴(2) 社
シミズ　リョウガ カコガワチュウブ [13.86] コヤマ　ダイヤ ベフ [13.97]

4 33172 清水　梁雅(1) 加古川中部 4 33525 小山　奈也(1) 別府
ヨシダ　エイタ カコガワ [13.89] タバタ　ユウシ ヨカワ [14.00]

5 32883 吉田　瑛太(2) 加古川 5 35917 田畑　遊史(1) 吉川
オノ　ツバサ リョウナン [13.87] コンドウ　コウタ ヒオカ [14.03]

6 33947 小野　翼(2) 陵南 6 32983 近藤　琥太(1) 氷丘
キタムラ　ハヤト アライ [13.89] タジカ　マサミツ ベフ [14.19]

7 36142 北村　勇人(1) 荒井 7 33517 多鹿　奨晃(2) 別府
ハナヤマ　ダイゴ カコガワヤマテ [13.90] アラキ　イチヤ カコガワチュウブ [14.24]

8 33062 華山　大護(1) 加古川山手 8 33170 荒木　一哉(1) 加古川中部
ハシモト　リンタロウ リョウソウ [13.90] マエダ　アキト ヒラオカミナミ [14.25]

9 33646 橋本　麟太郎(1) 両荘 9 33323 前田　瑛斗(1) 平岡南

(-  .  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
イシノ　ユウマ ハリマ [14.67] ハマサキ　ミヅキ ヒラオカミナミ [15.00]

1 39668 石野　佑磨(1) 播磨 1 33327 濵崎　瑞月(1) 平岡南
フジサワ　シュウヘイ ヒラオカミナミ [14.72] マスダ　モト リョウソウ [14.85]

2 33328 藤澤　秀平(1) 平岡南 2 33647 増田　本(1) 両荘
イトウ　マキオ カンキ [14.70] イド　ユウト ベフ [14.95]

3 33764 伊藤　蒔生(1) 神吉 3 33520 井戸　悠人(1) 別府
ナカムラ　ダイキ ショウヨウ [14.59] フジ　シュウヤ ヒラオカミナミ [14.80]

4 36410 中村　大樹(1) 松陽 4 33322 冨士　脩也(1) 平岡南
アサマ　ダイチ ヒオカ [14.55] キンタカ　ジュキア ニシワキミナミ [14.79]

5 32984 浅間　大地(1) 氷丘 5 34721 金高　樹亜(1) 西脇南
タニヤス　オウスケ カコガワチュウブ [14.56] マメヅカ　ハルマ ヒラオカ [14.75]

6 33175 谷保　凰介(1) 加古川中部 6 33221 豆塚　遥馬(1) 平岡
カワニシ　ミノリ カンキ [14.52] ナカオ　イオリ アサヒガオカ [14.74]

7 33762 川西　実憲(1) 神吉 7 37211 中尾　伊織(1) 旭丘
アサマ　カイリ ヒオカ [14.63] カジヤマ　ノリヒロ ヒラオカ [14.82]

8 32980 浅間　海吏(1) 氷丘 8 33213 梶山　典寛(1) 平岡
ツジイ　ソラ カコガワチュウブ [14.61] タケモト　イツミ リョウソウ [14.83]

9 33176 辻井　聡来(1) 加古川中部 9 33651 竹本　一誠(2) 両荘

中学共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 14組

15組 16組

17組 18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
ナサダ　カイセイ ハリマ [16.16] ワダ　ユウヤ ヤシロ

1 39670 名定　快晟(1) 播磨 2 38142 和田　悠哉(1) 社
イケダ　ヒロト ヒラオカ [16.10] タカタ　リュウシ ニシワキミナミ

2 33211 池田　啓人(1) 平岡 3 34774 髙田　龍仔(3) 西脇南
ヤマシタ　ヨシヒト カコガワ [15.81] タカハシ　イッシン ハリマミナミ [16.28]

3 32807 山下　義仁(1) 加古川 4 39713 高橋　生心(2) 播磨南
イエナガ　ソウ ヒラオカミナミ [15.00] ゴトウ　モトタカ ハマノミヤ [16.16]

4 33329 家永　壮(1) 平岡南 5 33423 後藤　基孝(1) 浜の宮
フクダ　ヤマト ヤシロ [15.06] イトウ　ユウキ ヒオカ [16.55]

5 38127 福田　大和(1) 社 6 32986 伊藤　優希(1) 氷丘
フジモト　ケント アライ [15.10] コイケ　ショウマ ハマノミヤ [16.19]

6 36135 藤本　謙斗(2) 荒井 7 33422 小池　翔馬(1) 浜の宮
オオニシ　ヒロアキ ハマノミヤ [15.13] タナカ　ヒロト ヒラオカ [16.86]

7 33420 大西　弘朗(1) 浜の宮 8 33236 田中　拓翔(2) 平岡
タカセ　ユウキ カサイ [15.65] スギオカ　シノブ ニシワキミナミ

8 37707 高瀬　悠生(2) 加西 9 34720 杉岡　志信(1) 西脇南
シライシ　タイガ カコガワチュウブ [15.50]

9 33173 白石　大河(1) 加古川中部

中学共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 20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　アツヒサ オノ [4:38.05] ナカザト　ハヤト ヒラオカ [4:54.28]

1 37141 阿部　篤尚(2) 小野 1 33238 中里　颯斗(2) 平岡
ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ [4:36.50] ハナダ　ケイタ カコガワチュウブ [4:54.02]

2 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 2 33177 花田　圭大(1) 加古川中部
ハラダ　ユウキ カサイ [4:35.16] オオグシ　ヒデキ ハマノミヤ [4:53.90]

3 37704 原田　勇希(2) 加西 3 33402 大串　英貴(2) 浜の宮
ドイ　マサムネ ヒラオカ [4:33.94] オオニシ　カイセイ シカタ [4:53.19]

4 33237 土居　正宗(2) 平岡 4 33895 大西　凱惺(1) 志方
ムラタ　ユウヤ ニシワキミナミ [4:30.61] サクマ　カンスケ リョウナン [4:52.19]

5 34785 村田　裕哉(3) 西脇南 5 33964 作間　敢介(1) 陵南
ナカミチ　リュウセイ ハマノミヤ [4:29.93] キクチ　ソウタ ヒオカ [4:48.62]

6 33412 中道　琉惺(2) 浜の宮 6 32973 菊池　創太(2) 氷丘
カスヤ　ヒカル カンキ [4:28.72] ヨシイ　ヒロト ヒオカ [4:48.03]

7 33759 糟谷　輝(2) 神吉 7 32982 好井　寛人(1) 氷丘
サクマ　タイチ カシマ [4:26.32] コバヤシ　ミライ ヒオカ [4:46.64]

8 36225 作間　太一(2) 鹿島 8 32971 小林　未来(2) 氷丘
ヒチジョウ　タクヤ ハマノミヤ [4:24.34] イシカワ　ユウヤ カンキ [4:44.78]

9 33413 七條　拓也(2) 浜の宮 9 33732 石川　優冶(3) 神吉
ニイヅマ　コウキ ヒラオカ [4:11.64] マツノ　コウダイ リョウナン [4:41.21]

10 33239 新妻　昂己(2) 平岡 10 33942 松野　耕大(2) 陵南
ニイヅマ　ハルキ ヒラオカ [4:02.34] マツモト　ミズキ オノ [4:40.72]

11 33240 新妻　遼己(2) 平岡 11 37148 松本　瑞輝(2) 小野
ハセガワ　ヒロト リョウナン [4:18.58] フジタ　ルア ミキ [4:43.41]

12 33926 長谷川　大翔(3) 陵南 12 35082 藤多　琉碧(2) 三木
ヒガシカゲ　タイシ カコガワチュウブ [4:24.92] ワダ　イオリ ハリマミナミ [4:45.93]

13 33119 東影　大志(3) 加古川中部 13 39717 和田　伊織(2) 播磨南
カワイ　ジナン オノ [4:28.24] オカダ　ヒロユキ ミキ [4:47.01]

14 37144 河合　仁楠(2) 小野 14 35079 岡田　祐幸(2) 三木
マエダ　カイリ カコガワチュウブ [4:29.62] ハラ　シンジ カンキ [4:48.18]

15 33144 前田　浬(2) 加古川中部 15 33731 原　慎二(3) 神吉
ムラタ　ヒロヤ ニシワキミナミ [4:30.49] イナムラ　ユウタ ヤシロ [4:50.68]

16 34784 村田　尋哉(3) 西脇南 16 38111 稲村　優汰(1) 社
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ [4:31.63] ナカツカ　ハルト カコガワチュウブ [4:52.96]

17 34710 佐伯　優月(2) 西脇南 17 33141 中塚　春都(2) 加古川中部
ムラカミ　ダイスケ ヒラオカ [4:35.00] イチミヤ　ミナト ベフ [4:53.69]

18 33241 村上　大佑(2) 平岡 18 33515 一宮　南渡(2) 別府
タカバヤシ　ミツキ ハマノミヤ [4:36.47] キンタカ　ユウザ ニシワキミナミ [4:53.97]

19 33424 髙林　恭大(1) 浜の宮 19 34773 金高　悠冴(3) 西脇南
チカダ　レイ カシマ [4:37.88] スズキ　ユウマ リョウナン [4:54.21]

20 36204 近田　玲(1) 鹿島 20 33950 鈴木　佑直(2) 陵南
カイ　ケント ハマノミヤ [4:39.64]

21 33405 甲斐　健斗(2) 浜の宮

中学共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フタムラ　ナオキ カコガワチュウブ [5:01.26] ニシ　コタロウ カンキ [5:25.02]

1 33179 二村　直樹(1) 加古川中部 1 33765 西　琥太郎(1) 神吉
ヤギ　ハルト セイヨウ [5:00.00] タチバナ　ソウ リョウナン [5:24.74]

2 35311 八木　悠斗(1) 星陽 2 33969 橘　奏(1) 陵南
コンドウ　モトキ ハマノミヤ [4:59.78] シミズ　アキヒサ カコガワ [5:22.82]

3 33409 近堂　心明(2) 浜の宮 3 32881 清水　秋寿(2) 加古川
センダイ　トア カシマ [4:59.64] タナカ　タクト ニシワキ [5:17.81]

4 36203 千代　翔愛(1) 鹿島 4 34539 田中　拓斗(1) 西脇
オク　タカト カンキ [4:58.00] ツルオカ　タクト ハリマミナミ [5:15.62]

5 33758 奥　崇登(2) 神吉 5 39714 鶴岡　拓隼(2) 播磨南
オオニシ　シオン カシマ [4:57.04] タニグチ　ハルノブ ヒオカ [5:10.13]

6 36201 大西　真獅(1) 鹿島 6 32974 谷口　陽宣(2) 氷丘
ソウサ　ケイタ カンキ [4:56.61] コヤマ　コウセイ カサイ [5:07.67]

7 33752 宗佐　啓汰(2) 神吉 7 37710 小山　煌誠(1) 加西
カナザワ　ライキ ヒラオカ [4:55.95] フジモト　セイノスケ ベフ [5:03.53]

8 33234 金澤　蕾希(2) 平岡 8 33523 藤本　清ノ介(1) 別府
ヤシロダイ　メイスケ カコガワヤマテ [4:55.46] ハナオカ　マサト ハリマミナミ [5:02.85]

9 33063 八代醍　芽生将(1) 加古川山手 9 39715 花岡　真人(2) 播磨南
キタバヤシ　ソラ ヒラオカ [4:55.00] テラダ　ユウダイ ハリマ [5:02.05]

10 33235 北林　颯来(2) 平岡 10 39658 寺田　悠大(2) 播磨
ナカタ　アサヒ カンキ [4:55.00] ハセガワ　コウスケ シカタ [5:01.43]

11 33736 中田　朝陽(3) 神吉 11 33897 長谷川　浩佑(1) 志方
クリヤマ　ヒカル シカタ [4:55.28] ニシカワ　ソウタロウ リョウソウ [5:02.84]

12 33892 栗山　光(2) 志方 12 33643 西川　綜太朗(2) 両荘
タカハラ　ソウタ アサヒガオカ [4:55.83] ナカムラ　ハヤト ヒラオカミナミ [5:03.10]

13 37281 髙原　颯大(2) 旭丘 13 33312 中村　駿富(2) 平岡南
スギモリ　ショウ ヒラオカミナミ [4:56.40] ミヤギ　コウシ ヒラオカ [5:05.76]

14 33325 杉森　翔(1) 平岡南 14 33222 宮城　功士(1) 平岡
サキヤマ　アイセイ リョウナン [4:56.93] エバラ　ショウマ アライ [5:08.30]

15 33932 先山　逢宣(3) 陵南 15 36141 江原　匠真(1) 荒井
ミクリ　ショウマ ハマノミヤ [4:57.67] タダ　ソウシ カコガワヤマテ [5:12.66]

16 33414 御栗　尚真(2) 浜の宮 16 33054 多田　壮志(2) 加古川山手
カミオク　コウダイ オノ [4:59.02] モリワキ　ユウ クロダショウ [5:17.00]

17 37143 上奥　航大(2) 小野 17 39135 森脇　悠(1) 黒田庄
カナザワ　フウキ ヒラオカ [4:59.65] カミカワ　イブキ リョウソウ [5:17.99]

18 33233 金澤　風輝(2) 平岡 18 33644 神川　唯楓(1) 両荘
ウノ　リョウゴ ニシワキ [4:59.80] コバヤシ　ソウタ ヤシロ [5:23.70]

19 34520 宇野　僚悟(2) 西脇 19 38115 小林　蒼汰(1) 社
ヨシモト　ヒロト ハマノミヤ [5:01.25] キヅ　リュウノスケ アライ [5:24.90]

20 33428 吉元　洸人(1) 浜の宮 20 36133 木津　龍之介(2) 荒井

中学共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカハシ　ユウスケ リョウソウ [7:05.09]

1 33645 髙橋　佑輔(1) 両荘
キムラ　タイチ ヤシロ [6:30.00]

2 38125 木村　太一(1) 社
ニシムラ　アヤト カサイ [6:05.91]

3 37713 西村　彩杜(1) 加西
テラオ　シュウ カサイ [6:00.00]

4 37703 寺尾　周(2) 加西
ホンダ　ユイト ベフ [5:59.55]

5 33519 本田　唯人(1) 別府
ジンノ　ユラト ハリマ [5:58.72]

6 39664 神野　佑良斗(1) 播磨
マナベ　アキノブ リョウソウ [5:57.08]

7 33648 眞鍋　顕伸(1) 両荘
ハタ　ユウダイ リョウソウ [5:45.23]

8 33650 畑　優大(2) 両荘
ヤマモト　ジョウタロウ ヒラオカ [5:42.47]

9 33223 山本　承太朗(1) 平岡
マエモト　ミズキ リョウナン [5:37.65]

10 33966 前本　瑞輝(1) 陵南
イトウ　ソウマ ヒラオカミナミ [5:36.55]

11 33330 伊東　颯真(1) 平岡南
オカハラ　カズキ クロダショウ [5:38.00]

12 39132 岡原　一樹(1) 黒田庄
シモムラ　ハルヤ ヤシロ [5:44.51]

13 38116 下山　晴也(1) 社
マツオカ　ナオキ ベフ [5:52.79]

14 33524 松岡　直生(1) 別府
トダ　ユキト アサヒガオカ [5:58.37]

15 37212 戸田　侑杜(1) 旭丘
ナカウチ　ハルト ハマノミヤ [5:58.80]

16 33426 中内　大翔(1) 浜の宮
マツオ　ケイシン ベフ [6:00.00]

17 33521 松尾　啓新(1) 別府
ショウジ　タケル リョウナン [6:00.69]

18 33921 庄司　健留(3) 陵南
フクオカ　ハル アサヒガオカ [6:06.99]

19 37286 福岡　晴流(2) 旭丘
タケナガ　ゲンシ ハマノミヤ [6:34.68]

20 33425 武永　弦士(1) 浜の宮

〈〈 決勝 〉〉

5組

中学共通男子1500m



(-  .  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
ヒライ　ユウキ ニシワキミナミ [18.01] キグチ　リュウタ ミドリガオカ

2 34711 平井　佑樹(2) 西脇南 2 35417 木口　琉太(2) 緑が丘
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ [18.24] イハラ　ケイイチ ハリマミナミ

3 35403 片山　朝陽(2) 緑が丘 3 39723 井原　佳一(1) 播磨南
イド　カナタ ベフ [16.19] オオスミ　ユウヤ クロダショウ [20.85]

4 33511 井戸　奏太(2) 別府 4 39121 大隅　優也(2) 黒田庄
マエヤマ　マサノリ オノ [17.73] オクダ　ハル カコガワチュウブ [20.00]

5 37147 前山　正憲(2) 小野 5 33133 奥田　陽(2) 加古川中部
ハラシナ　アユキ カコガワ [14.83] サクライ　ショウタ シカタ

6 32822 原科　歩季(3) 加古川 6 33893 櫻井　章汰(2) 志方
フジワラ　ユウセ ニシワキ [14.89] ハセガワ　ソラ ミドリガオカ

7 34518 藤原　悠世(3) 西脇 7 35465 長谷川　蒼空(1) 緑が丘
キタムラ　ユウキ ハマノミヤ [17.87] イトウ　リョウタ カンキ

8 33406 北村　優希(2) 浜の宮 8 33761 伊東　遼太(1) 神吉
マツイ　アキト ミドリガオカ [17.92] ミズノ　ソウマ ハリマミナミ

9 35409 松居　暉大(2) 緑が丘 9 39716 水野　颯真(2) 播磨南

中学共通男子110mH [91.4cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[48.50] [45.98]

1 6
[  ] アリスエ　カンタ [  ] コバヤシ　イッシン [  ] キノシタ　リョウ [  ] カコオ　マサル [  ] イイダ　ヤマト

33946 有末 貫汰(2) 33949 小林 一心(2) 33481 木下 綾(3) 33484 鹿子尾 賢(3) 33485 飯田 大翔(3)

[  ] ヤマモト　マサキ [  ] コタニ　ユウト [  ] キシモト　コウキ [  ] キシモト　テッペイ

33962 山本 雅貴(1) 33963 小谷  悠人(1) 33486 岸本 幸樹(3) 33487 岸元 哲平(3)

[47.87] [46.70]

2 7
[  ] オオタマ　コウキ [  ] キタムラ　ユウキ [  ] タカタ　ショウタ [  ] イケハラ　トウタ [  ] イソノ　ユウダイ [  ] サトウ　ユウキ

33403 大玉 康稀(2) 33406 北村 優希(2) 33410 高田 翔太(2) 34301 池原 透太(2) 34302 礒野 裕大(2) 34304 佐藤 優希(2)

[  ] ヤスダ　ジョウセイ [  ] ヤマモト　ハルト [  ] ヨシダ　コウキ [  ] ヤマダ　ワカト [  ] コサカ　レイガ [  ] ヨコテ　トシキ

33415 安田 晟聖(2) 33417 山本 悠翔(2) 33418 吉田 幸輝(2) 34307 山田 吾愛仁(2) 34322 小坂 羚叶(1) 34326 横手 利気(1)

[47.70] [47.05]

3 8
[  ] セラ　アユム [  ] タグチ　カンタ [  ] ギョウブ　ヒロト [  ] ヤマジ　リョウスケ [  ] ミキ　リュウノスケ

33943 世良 歩夢(2) 33944 田口 敢太(2) 32804 刑部 大翔(1) 32882 山路 綾介(2) 32884 三木 隆之介(2)

[  ] キドグチ　タイセイ [  ] ナンジョウ　クウガ [  ] オオタニ　ショウマ [  ] タケトシ　リュウ [  ] ヤマジ　シュンスケ

33948 木戸口 大成(2) 33961 南條 空芽(1) 32885 大谷 翔真(2) 32887 竹歳 龍(2) 32888 山路 俊介(2)

[46.86] [47.66]

4 9
[  ] オオスミ　ユウヤ [  ] トウダ　コウセイ [  ] ムラカミ　ハルヤ [  ] イド　カナタ [  ] イケモト　アラシ [  ] ハセガワ　タクミ

39121 大隅 優也(2) 39124 東田 凰聖(2) 39125 村上 陽哉(2) 33511 井戸 奏太(2) 33513 池本 嵐(2) 33514 長谷川 拓海(2)

[  ] ムラカミ　ヒロキ [  ] モリワキ　コタロウ [  ] ツネハラ　ヒイロ [  ] タカヤマ　ソウタ [  ] タケダ　ゲンジ [  ] コマツ　レン

39126 村上 宙輝(2) 39127 森脇 小太郎(2) 39133 恒原 陽彩(1) 33516 髙山 颯太(2) 33518 武田 玄侍(1) 33522 小松 蓮(1)

[43.10]

5
[  ] ノウショウ　ソラ [  ] ハラシナ　アユキ [  ] サカモト　マサト

32820 納庄 青空(3) 32822 原科 歩季(3) 32823 坂本 誠人(3)

[  ] アダチ　コウタ [  ] マツシタ　アユム

32824 足立 恒太(3) 32828 松下 歩(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[50.36] [49.24]

1 6
[  ] ミズノ　ソウマ [  ] ワダ　イオリ [  ] クロダ　リュウキ [  ] アオキ　アンジ [  ] クサカ　コウイチ [  ] フジモト　ソウタ

39716 水野 颯真(2) 39717 和田 伊織(2) 39718 黒田 龍生(2) 36200 青木 安慈(1) 36202 日下 弘一(1) 36220 藤本 宗汰(2)

[  ] クボウチ　ユウキ [  ] ウチダ　タクト [  ] キクタニ　レオ [  ] ハラグチ　ユズキ

39720 窪内 勇輝(1) 39722 内田 琢斗(1) 36221 菊谷 玲雄(2) 36223 原口 柚輝(2)

[50.48] [50.00]

2 7
[  ] オオニシ　リョウタロウ [  ] スギモト　リュウキ [  ] セキグチ　リュウギ [  ] アサノ　コウタ [  ] オガワ　リツキ

33637 大西 遼太朗(2) 33638 杉本 龍軌(2) 33639 関口 隆義(2) 33231 浅野 晄汰(2) 33232 小川 律輝(2)

[  ] タカハシ　レン [  ] タニガワ　ケイジ [  ] リ　チェヒョン [  ] ヤマグチ　シュウジ [  ] ヤマモト　ユオ

33640 髙橋 蓮(2) 33641 谷川 慧侍(2) 33649 リ チェヒョン(1) 33242 山口 秀司(2) 33243 山本 有愛(2)

[50.00] [50.00]

3 8
[  ] イノウエ　シュンヤ [  ] シマダ　カズキ [  ] ヒガシ　ハルト [  ] ミヤモト　ユメキ [  ] イシカワ　リュウセイ

35402 井上 俊哉(2) 35404 島田 和希(2) 36406 東 暖人(2) 36407 宮本 夢希(2) 36408 石川 琉聖(1)

[  ] キグチ　リュウタ [  ] ハセガワ　ソラ [  ] タカミ　コウキ [  ] ナカムラ　ダイキ [  ] ニシカワ　ショウキ

35417 木口 琉太(2) 35465 長谷川 蒼空(1) 36409 鷹見 洸希(1) 36410 中村 大樹(1) 36411 西川 翔貴(1)

[48.71] [50.00]

4 9
[  ] キシモト　カイリ [  ] クラシゲ　ミツキ [  ] カワニシ　ショウエイ [  ] サカモト　マサユキ [  ] タケウチ　ヒビキ

33135 岸本 快里(2) 33136 倉重 充稀(2) 33214 川西 翔瑛(1) 33215 坂本 将行(1) 33216 竹内 響(1)

[  ] クロシマ　ケイ [  ] ナイトウ　ユウト [  ] ツクダ　コウキ [  ] ノグチ　ハルキ [  ] マツモト　ケンタロウ

33137 黒嶋 桂(2) 33140 内藤 佑翔(2) 33217 佃 紘喜(1) 33219 野口 陽輝(1) 33220 松本 健太郎(1)

[49.48]

5
[  ] タニグチ　ハルノブ [  ] タカハシ　ユウキ

32974 谷口 陽宣(2) 32975 髙橋 悠生(2)

[  ] オオタニ　アユキ [  ] カンナン　ケイタ

32981 大谷 桜輝(1) 32985 河南 慶汰(1)

氷丘A

両荘 平岡A

ミドリガオカ ショウヨウ

緑が丘B 松陽

カコガワチュウブ ヒラオカビー

加古川中部A 平岡B

ヒオカ

ハリマミナミ カシマ

播磨南A 鹿島

リョウソウ ヒラオカエー

黒田庄 別府

カコガワエー

加古川Ａ

リョウナンエー カコガワビー

陵南A 加古川Ｂ

クロダショウ ベフ

浜の宮B 宝殿

陵南B 浜の宮A

ハマノミヤ ホウデン

中学共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

リョウナン ハマノミヤ



3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[53.48] [51.00]

2 6
[  ] クサノ　ヒロ [  ] ナカジマ　リュウト [  ] ハシグチ　シン [  ] コヤナギ　アキ [  ] スギモト　ルイ [  ] イトウ　コウタロウ

39659 草野 滉(2) 39660 中島 竜斗(2) 39665 橋口 心(1) 33052 小柳 葵季(2) 33053 杉本 琉維(2) 33055 伊藤 航太朗(2)

[  ] ババ　ケイスケ [  ] イシノ　ユウマ [  ] コニシ　タクミ [  ] ハナヤマ　ダイゴ [  ] ヤシロダイ　メイスケ

39666 馬場 啓介(1) 39668 石野 佑磨(1) 39669 小西 拓実(1) 33062 華山 大護(1) 33063 八代醍 芽生将(1)

[52.90] [51.50]

3 7
[  ] ナカオ　イオリ [  ] ナカタニ　ユウト [  ] コジマ　ハヤト [  ] シバタ　コウア [  ] ツカモト　ショウタ

37211 中尾 伊織(1) 37284 中谷 悠人(2) 33754 小島 颯斗(2) 33755 芝田 晃明(2) 33756 塚本 翔大(2)

[  ] シンセイ　タカヤ [  ] タナカ　ケンセイ [  ] イトウ　リョウタ [  ] カワニシ　ミノリ [  ] イトウ　マキオ

37285 神生 嵩矢(2) 37287 田中 健聖(2) 33761 伊東 遼太(1) 33762 川西 実憲(1) 33764 伊藤 蒔生(1)

[51.00] [51.50]

4 8
[  ] フジイ　エイト [  ] オノ　スバル [  ] タケモト　シユウ [  ] ナカノ　カズキ

38101 藤井 瑛心(2) 38102 小野 昴(2) 38117 竹本 愁(1) 38118 中野 一稀(1)

[  ] ハシモト　カイト [  ] ヤスダ　イツキ [  ] ニシ　ユズキ [  ] マエダ　タイシ

38110 橋本 海音(2) 38141 安田 樹生(1) 38119 西 祐澄哉(1) 38120 前田 泰志(1)

[51.42] [52.48]

5 9
[  ] コウヅキ　ケンシン [  ] ミズグチ　ライト [  ] イノウエ　ユウダイ [  ] イマイ　シンノスケ [  ] フルヤ　ソラ

37122 上月 兼臣(1) 37126 水口 来翔(1) 37142 井上 裕大(2) 35906 今井 慎之介(2) 35910 古谷 颯良(2)

[  ] ヒラタ　コタロウ [  ] ヒロサカ　リンタロウ [  ] マエヤマ　マサノリ [  ] タバタ　ユウシ [  ] フジエダ　レオ

37145 平田 琥大朗(2) 37146 廣坂 倫太郎(2) 37147 前山 正憲(2) 35917 田畑 遊史(1) 35920 藤枝 怜央(1)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[55.00]

2 6
[  ] タナカ　ルイ [  ] ナカタニ　ルイ [  ] ミヤモト　ソウマ [  ] カンザキ　ハヤト [  ] フジワラ　ユウセ [  ] ウノ　リョウゴ

39402 田中 琉偉(1) 39405 中谷 塁(1) 39414 宮本 壮真(2) 34511 神崎 隼人(3) 34518 藤原 悠世(3) 34520 宇野 僚悟(2)

[  ] オカモト　オウジロウ [  ] フジモト　タイチ [  ] タケゾエ　シンゴ [  ] フカセ　コウキ [  ] キシ　ユウスケ [  ] タカセ　イチカ

39416 岡本 桜志郎(2) 39420 藤本 泰地(1) 39422 竹添 鎮伍(1) 34525 深瀬 光貴(2) 34534 来住 侑亮(1) 34538 高瀬 伊周(1)

3 7
[  ] ハラ　コウキ [  ] コバヤシ　ミライ [  ] アサマ　カイリ [  ] フジモト　ケント [  ] カジワラ　ゲンキ [  ] ジミチ　ウキョウ

32970 原 幸輝(2) 32971 小林 未来(2) 32980 浅間 海吏(1) 36135 藤本 謙斗(2) 36136 梶原 元希(2) 36137 地道 有俠(2)

[  ] ヨシイ　ヒロト [  ] コンドウ　コウタ [  ] アサマ　ダイチ [  ] サトウ　アヤト [  ] キタムラ　ハヤト

32982 好井 寛人(1) 32983 近藤 琥太(1) 32984 浅間 大地(1) 36138 佐藤 絢斗(2) 36142 北村 勇人(1)

[54.00]

4 8
[  ] アラキ　イチヤ [  ] イイダ　キラト [  ] カタヤマ　アサヒ [  ] マツイ　アキト

33170 荒木 一哉(1) 33171 飯田 輝人(1) 35403 片山 朝陽(2) 35409 松居 暉大(2)

[  ] シミズ　リョウガ [  ] タカハシ　リョウタ [  ] カドイシ　アツキ [  ] オカムラ　ユウマ

33172 清水 梁雅(1) 33174 高橋 遼太(1) 35413 角石 淳貴(2) 35418 岡村 優磨(2)

5 9
[  ] タカハシ　イッシン [  ] ツルオカ　タクト [  ] ハナオカ　マサト [  ] コワカ　ゲンタ [  ] オクムラ　リュウセイ

39713 高橋 生心(2) 39714 鶴岡 拓隼(2) 39715 花岡 真人(2) 35909 小若 源太(2) 35910 奥村 龍生(2)

[  ] スミノ　ケイ [  ] イハラ　ケイイチ [  ] イケダ　ケンユウ [  ] ニシキ　ショウタ

39721 住野 圭(1) 39723 井原 佳一(1) 35915 池田 絹悠(1) 35919 錦 将汰(1)

播磨南B 吉川Ｂ

カコガワチュウブ ミドリガオカ

加古川中部B 緑が丘A

ハリマミナミ ヨカワ

稲美 西脇

ヒオカ アライ

氷丘B 荒井

オノ ヨカワ

小野 吉川Ａ

イナミ ニシワキ

ヤシロ ヤシロ

社A 社 B

ハリマ カコガワヤマテ

播磨 加古川山手

〈〈 決勝 〉〉

アサヒガオカ カンキ

旭丘 神吉

中学共通男子4x100mR



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ツルタ　リュウショウ ホウデン

1 34306 鶴田　琉翔(2) 宝殿
ナカニシ　ハクト ヨカワ [3.97]

2 35918 中西　珀人(1) 吉川
センダ　カイマ カコガワチュウブ [4.42]

3 33139 仙田　海磨(2) 加古川中部
ササキ　ケン カコガワヤマテ [4.88]

4 33061 佐々木　健(1) 加古川山手
カナザワ　リンタロウ カコガワチュウブ [5.12]

5 33134 金澤　凜大郎(2) 加古川中部
ハシモト　ダイゴ リョウナン [5.17]

6 33970 橋本　大瑚(1) 陵南
コバヤシ　マサナオ シカタ [5.87]

7 33896 小林　正直(1) 志方
キダ　マサヒロ ニシワキ [6.00]

8 34535 木田　昌宏(1) 西脇
キド　リオ ヒラオカミナミ [6.73]

9 33324 木戸　理央(1) 平岡南
ヤマモト　ユウマ ヒラオカミナミ [6.74]

10 33332 山本　祐誠(1) 平岡南
フルタ　ヒロキ カコガワチュウブ [7.71]

11 33143 古田　弘樹(2) 加古川中部
アサノ　コウタ ヒラオカ [7.71]

12 33231 浅野　晄汰(2) 平岡
タケノ　ヤマト ヒラオカミナミ [8.06]

13 33331 竹野　倭虎(1) 平岡南
ハラ　コウキ ヒオカ [8.50]

14 32970 原　幸輝(2) 氷丘
コウノ　アレン ハマノミヤ [8.68]

15 33408 河野　亜蓮(2) 浜の宮
オノ　ハルキ ハマノミヤ [9.03]

16 33404 小野　陽生(2) 浜の宮
ウエノ　ヒロト シカタ [11.60]

17 33890 上野　広翔(3) 志方

中学共通男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組



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

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オグラ　リア オノミナミ [13.18] タイ　リナ ヒオカ [13.58]

1 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 1 32934 田井　里奈(2) 氷丘
タケウチ　ユズ カサイ [13.08] ヤマグチ　ミユ ニシワキ [13.41]

2 37771 竹内　ゆず(3) 加西 2 34590 山口　心優(2) 西脇
シモカワ　リノ カコガワ [13.04] イワモト　モモカ カコガワ [13.48]

3 32852 下川　凛乃(3) 加古川 3 32890 岩本　萌々果(1) 加古川
ヒラノ　ミキ リョウナン [12.68] イシダ　アガサ ハマノミヤ [13.20]

4 33945 平野　美紀(2) 陵南 4 33421 石田　有華咲(2) 浜の宮
ムラカミ　メグミ ハマノミヤ [12.74] マツモト　リイ カコガワ [13.35]

5 33411 村上　恵(3) 浜の宮 5 32849 松本　莉依(3) 加古川
タナカ　サホ アサギリ [12.66] イケダ　シュリ イナミ [13.21]

6 31111 田中　咲帆(3) 朝霧 6 39414 池田　朱里(3) 稲美
コニシ　アユミ リョウナン [12.31] シマダ　マリア カコガワ [13.33]

7 33943 小西　亜由弓(2) 陵南 7 32875 島田　万莉愛(2) 加古川
ヤマノ　マオ リョウソウ [12.81] カコ　アンナ ショウヨウ [13.41]

8 33638 山野　麻緒(1) 両荘 8 36409 加古　杏菜(2) 松陽
マツオカ　マナナ カコガワチュウブ [12.80] オオヤマ　アキ オノ [13.40]

9 33160 松岡　愛菜(2) 加古川中部 9 37141 大山　璃姫(2) 小野

(-  .  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
オオシマ　カレン ニシワキ [13.77] クドウ　サクラ ヨカワ [13.88]

1 34582 大嶋　可恋(2) 西脇 1 35912 工藤　さくら(2) 吉川
サコダ　ユウリ ホウデン [13.80] ヨシダ　セイラ カコガワ [13.93]

2 34304 迫田　優里(2) 宝殿 2 32893 吉田　聖來(1) 加古川
カネツク　サナ オノミナミ [13.78] コバヤシ　アヤ ヨカワ [13.88]

3 37002 鐘撞　紗楠(2) 小野南 3 35904 小林　彩(2) 吉川
ゴンドウ　ユリコ ヒオカ [13.68] イシグチ　カエデ カコガワチュウブ [13.81]

4 32933 権藤　百合子(2) 氷丘 4 33150 石口　楓(2) 加古川中部
フジワラ　ナルミ オノ [13.63] ウラタ　ジュナ アサヒガオカ [13.83]

5 37142 藤原　成美(2) 小野 5 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘
ナガヤマ　ミキ リョウナン [13.62] マジマ　モエカ ハマノミヤ [13.84]

6 33944 永山　未希(2) 陵南 6 33427 間嶋　萌花(2) 浜の宮
セントク　マミコ ハマノミヤ [13.68] ミヤザキ　ソヨカ ホウデン [13.80]

7 33443 千徳　真心子(1) 浜の宮 7 34308 宮﨑　そよか(2) 宝殿
ヤマグチ　エレナ ヤシロ [13.74] ウエハラ　アイカ カコガワチュウブ [13.84]

8 38145 山口　恵玲奈(1) 社 8 33153 上原　和華(2) 加古川中部
スギモト　アヤネ カコガワ [13.70] ホンゴウ　モモカ ショウヨウ [13.85]

9 32841 杉本　彩音(3) 加古川 9 36414 本郷　李果(2) 松陽

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

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤザキ　アイナ カコガワチュウブ [14.13] クロダ　トモカ ヨカワ [14.30]

1 33188 宮崎　愛奈(1) 加古川中部 1 35902 黒田　智花(2) 吉川
ウメツ　サクラ ミドリガオカ [14.17] ウメツ　モモカ ミドリガオカ [14.33]

2 35440 梅津　さくら(2) 緑が丘 2 35441 梅津　ももか(2) 緑が丘
ササキ　ユウナ ベフ [14.12] タナカ　アオイ ヨカワ [14.30]

3 33512 佐々木　結奈(2) 別府 3 35911 田中　葵(2) 吉川
ササクラ　ユア ニシワキ [14.02] ウエニシ　アイリ ヒラオカ [14.19]

4 34588 笹倉　結愛(2) 西脇 4 33201 上西　愛梨(2) 平岡
ワタナベ　ココロ ハリマ [14.03] ウエハラ　ミオ カコガワチュウブ [14.19]

5 39664 渡邊　心(1) 播磨 5 33180 上原　明桜(1) 加古川中部
アズマ　ミズキ ハマノミヤ [13.97] イノウエ　ミヒロ カコガワ [14.20]

6 33420 東　瑞稀(2) 浜の宮 6 32872 井上　心尋(2) 加古川
ツツミ　セイカ ヒオカ [13.93] ハマナカ　ココネ ホウデン [14.23]

7 32942 堤　清香(1) 氷丘 7 34333 浜中　心寧(1) 宝殿
エド　アヤナ カシマ [14.04] タナカ　アミ カコガワ [14.29]

8 36226 江戸　彩七(2) 鹿島 8 32870 田中　亜実(2) 加古川
サオカ　アヅサ ヒラオカ [14.10] オガワ　レナ ハマノミヤ [14.29]

9 33219 佐岡　亜都沙(1) 平岡 9 33442 小川　玲奈(1) 浜の宮

5組 6組

3組 4組

中学共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
オダ　モモカ ショウヨウ [14.46] イトウ　ニコ ミドリガオカ [14.66]

1 36417 小田　桃佳(1) 松陽 1 35421 伊藤　丹来(1) 緑が丘
シマダ　アヤネ ヒオカ [14.49] タケウチ　クウ クロダショウ [14.60]

2 32918 嶋田　絢音(3) 氷丘 2 39184 竹内　來優(1) 黒田庄
コンドウ　ナナコ ハリマ [14.50] ナカガミ　サキ カコガワチュウブ [14.63]

3 39661 近藤　菜々子(2) 播磨 3 33157 中上　桜希(2) 加古川中部
ゲモリ　ホノカ ヒオカ [14.44] アオヤマ　キサ クロダショウ [14.51]

4 32930 下森　帆夏(2) 氷丘 4 39181 青山　希咲(1) 黒田庄
イワシタ　リコ ベフ [14.34] カワバタ　トウコ ヒラオカ [14.59]

5 33513 岩下　莉子(2) 別府 5 33214 川畑　柊子(1) 平岡
コウジタニ　ユウ ヒオカ [14.42] フジイ　キラ クロダショウ [14.54]

6 32931 糀谷　優(2) 氷丘 6 39188 藤井　稀羅(1) 黒田庄
イノシマ　モモコ アサヒガオカ [14.45] タジカ　メイ オノ [14.59]

7 37222 猪島　桃子(1) 旭丘 7 37106 多鹿　芽生(1) 小野
ワダ　ナナミ オノミナミ [14.45] キソダ　リコ ヒラオカ [14.60]

8 37003 和田　菜々心(2) 小野南 8 33216 木曽田　莉胡(1) 平岡
ホリイ　ヒヨリ アサヒガオカ [14.46] マツヤマ　アイ オノミナミ [14.60]

9 37221 掘井　ひより(1) 旭丘 9 37015 松山　愛生(1) 小野南

(-  .  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
エンドウ　カレン ヒラオカ [14.82] セントク　ミア カンキ [15.00]

1 33202 遠藤　可怜(2) 平岡 1 33754 千徳　心愛(1) 神吉
タカタ　ヒナタ ハリマミナミ [14.92] フジモト　アイナ ヒラオカミナミ [15.00]

2 39775 高田　陽葵(1) 播磨南 2 33312 藤本　愛菜(1) 平岡南
キラ　アオイ ホウデン [14.83] イナダ　アカネ カンキ [15.00]

3 34310 吉良　葵(2) 宝殿 3 33753 稲田　明音(1) 神吉
ヨシカワ　ミウ ハリマミナミ [14.79] カワグチ　ヒナ カコガワヤマテ [14.93]

4 39772 吉川　美海(1) 播磨南 4 33003 川口　陽菜(1) 加古川山手
ミウラ　ナツミ ヒラオカミナミ [14.72] コテラ　アミ ミキ [14.95]

5 33301 三浦　菜都美(2) 平岡南 5 35075 小寺　杏実(2) 三木
タジリ　アヤカ カコガワ [14.66] ミズノ　モモカ ショウヨウ [14.95]

6 32874 田尻　絢楓(2) 加古川 6 36415 水野　百々加(2) 松陽
オオニシ　サクラコ ベフ [14.68] アサノ　ニジカ ヒラオカ [14.94]

7 33514 大西　桜子(2) 別府 7 33211 朝野　虹香(1) 平岡
ハギハラ　カザホ カコガワヤマテ [14.82] ナカムラ　ヒナ カンキ [15.00]

8 33009 萩原　風帆(1) 加古川山手 8 33752 中村　妃那(1) 神吉
サエキ　アヤカ ハリマミナミ [14.80] ナババン　アイコ ヒラオカ [14.97]

9 39773 佐伯　綾香(1) 播磨南 9 33222 ナババン　アイコ(1) 平岡

(-  .  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
タケノ　ソラ ヒラオカ [15.13] コガネイ　カナデ ヒラオカミナミ [15.50]

1 33220 竹野　碧来(1) 平岡 1 33311 小金井　奏(1) 平岡南
オオタニ　アオイ シカタ [15.24] タチバナ　リサ カコガワチュウブ [15.43]

2 33804 大谷　葵(1) 志方 2 33186 橘　里紗(1) 加古川中部
ハヤカワ　ユウキ イナミ [15.12] イイヌマ　サラ ハマノミヤ [15.50]

3 39404 早川　侑希(1) 稲美 3 33440 飯沼　紗良(1) 浜の宮
コニシ　ユウキ クロダショウ [15.00] イワタニ　エコウ アライ [15.27]

4 39183 小西　悠妃(1) 黒田庄 4 36144 岩谷　永光(2) 荒井
オオサワ　ハナ ヒオカ [15.06] ノダ　アヤノ ヤシロ [15.28]

5 32944 大澤　花彩(1) 氷丘 5 38105 野田　彩乃(2) 社
ナカタ　ホノカ カコガワチュウブ [15.08] カンザキ　リオ カシマ [15.24]

6 33187 中田　帆紅(1) 加古川中部 6 36205 神崎　里緒(1) 鹿島
フジモト　ヒナノ ヤシロ [15.06] ヤマモト　ユメハ カコガワチュウブ [15.25]

7 38150 藤本　陽菜乃(1) 社 7 33190 山本　夢羽(1) 加古川中部
キシモト　ユウヒ カコガワチュウブ [15.09] ヤマシタ　ミサキ カシマ [15.41]

8 33182 岸本　優陽(1) 加古川中部 8 36207 山下　幸咲(1) 鹿島
ナカムラ　ユヅキ アライ [15.12] イシイ　ミコ イナミ [15.33]

9 36143 中村　優月(2) 荒井 9 39406 石井　美心(1) 稲美

11組 12組

9組 10組

中学共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

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
スズキ　ナナ リョウナン [15.59] ツヅキ　アカネ カンキ [16.00]

1 33957 鈴木　那奈(1) 陵南 2 33751 都築　紅音(1) 神吉
クニイ　マオ カコガワ [15.57] イシガ　マナ カンキ [16.00]

2 32891 國井　麻央(1) 加古川 3 33741 石賀　眞和(1) 神吉
オオタカ　アミル ハリマミナミ [15.58] ツネミ　ナツキ ミキ [15.88]

3 39761 大髙　あみる(2) 播磨南 4 35010 常深　菜月(1) 三木
ツネミ　アズサ ミキ [15.53] ハマオカ　メイ ベフ [15.84]

4 35076 常深　梓沙(2) 三木 5 33519 濱岡　芽衣(1) 別府
ナガヤマ　ラム リョウナン [15.50] コジマ　チサト カコガワチュウブ [15.86]

5 33954 永山　羅夢(1) 陵南 6 33183 小島　千聖(1) 加古川中部
ツツミ　カズサ アライ [15.53] カジハラ　リア ミキ [15.79]

6 36145 堤　一真(2) 荒井 7 35012 梶原　梨愛(1) 三木
ヤマニシ　カナコ リョウナン [15.53] サエキ　リコ カコガワチュウブ [15.93]

7 33953 山西　佳那子(1) 陵南 8 33184 佐伯　梨琴(1) 加古川中部
カワベ　アキラ イナミ [15.53] サカモト　アオイ ベフ [15.90]

8 39411 河邊　聖(1) 稲美 9 33518 坂本　葵(1) 別府
シマダ　リリ カコガワチュウブ [15.54]

9 33185 嶋田　リリ(1) 加古川中部

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
テラノ　ユウリ ミドリガオカ

2 35427 寺野　友梨(1) 緑が丘
オガワ　シュリ カコガワヤマテ [17.42]

3 33001 小川　珠璃(1) 加古川山手
ヤカカワ　ミツキ ヒラオカ [16.24]

4 33226 山河　美月(1) 平岡
ヒライ　シュリア アライ [16.37]

5 36160 平井　聖姫愛(1) 荒井
マツダ　サラ ヒラオカ [16.12]

6 33224 松田　紗良(1) 平岡
キタダ　ホノカ カコガワヤマテ [16.32]

7 33004 來田　帆加(1) 加古川山手
ミヤトリ　アオイ ヤシロ [16.51]

8 38106 宮鳥　葵(2) 社
クボ　アキハ ニシワキ [16.47]

9 34501 久保　彩羽(1) 西脇

15組

中学共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 14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
イノウエ　リナ ヒラオカ [5:12.91] オクムラ　サワ カンキ [5:30.00]

1 33203 井上　莉那(2) 平岡 1 33747 奥村　紗和(1) 神吉
ブンギョク　サチ ハリマ [5:09.77] ワキモト　マリヨ カンキ [5:28.38]

2 39658 分玉　彩智(2) 播磨 2 33722 脇本　毬代(3) 神吉
イケマツ　イズミ オノ [5:08.95] ナカマ　ミナミ カコガワチュウブ [5:28.16]

3 37101 池松　いずみ(1) 小野 3 33158 中間　楠(2) 加古川中部
ワタナベ　マヒロ ハリマ [5:08.02] オカ　シンピ リョウナン [5:25.75]

4 39659 渡邉　真優(2) 播磨 4 33916 岡　深未(3) 陵南
イトウ　ユイラ カコガワチュウブ [5:06.14] イシカワ　ユイ カンキ [5:25.51]

5 33152 伊東　結良(2) 加古川中部 5 33721 石川　優衣(3) 神吉
コバヤシ　ハルカ ヒオカ [5:05.02] ホリ　カリナ ハリマミナミ [5:24.61]

6 32913 小林　遙(3) 氷丘 6 39777 堀　香里奈(1) 播磨南
キヨタ　ナツキ カンキ [5:05.00] タチバナ　ミム ハマノミヤ [5:20.37]

7 33746 清田　菜月(1) 神吉 7 33426 橘　実夢(2) 浜の宮
オオニシ　ミソラ リョウナン [4:49.99] タカタ　アユ シカタ [5:17.59]

8 33921 大西　美天(3) 陵南 8 33805 高田　彩佑(1) 志方
ヨシダ　エマ リョウナン [4:48.81] イシダ　ユキナ カコガワチュウブ [5:15.96]

9 33942 吉田　笑麻(2) 陵南 9 33151 石田　幸菜(2) 加古川中部
ハラダ　ヒナ ヒラオカ [4:47.66] コハラ　フキ カンキ [5:15.00]

10 33234 原田　陽菜(3) 平岡 10 33750 小原　楓生(1) 神吉
キシハラ　ミル カコガワチュウブ [4:49.63] サカタ　アユミ ホウデン [5:16.08]

11 33156 岸原　珠琉(2) 加古川中部 11 34331 酒田　歩実(1) 宝殿
ヨシノ　マコト カシマ [5:03.29] ミツナガ　サエラ ベフ [5:20.00]

12 36222 吉野　真琴(2) 鹿島 12 33517 満永　彩愛(2) 別府
ワカツキ　オキナ カンキ [5:05.00] クズシマ　ユイ ハマノミヤ [5:23.59]

13 33749 若月　緒奏(1) 神吉 13 33423 葛島　由衣(2) 浜の宮
キノシタ　アイラ ミキ [5:05.16] ヤマモト　ココナ オノミナミ [5:25.29]

14 35074 木下　愛羅(2) 三木 14 37004 山本　心愛(2) 小野南
ツジカワ　ミツキ リョウナン [5:06.78] ホンダ　ミヒロ カンキ [5:25.57]

15 33912 辻川　海月(3) 陵南 15 33733 本多　美尋(2) 神吉
ヤマシタ　マオ アライ [5:08.07] モリシタ　サラ アサヒガオカ [5:27.50]

16 36132 山下　真央(3) 荒井 16 37291 森下　幸來(2) 旭丘
オオシオ　レイ アサヒガオカ [5:09.68] セラダ　セナ オノ [5:28.25]

17 37293 大塩　澪(2) 旭丘 17 37105 世良田　星奈(1) 小野
イブシ　リノ ハマノミヤ [5:11.27] ササクラ　マミ ニシワキ [5:29.13]

18 33410 飯伏　梨乃(3) 浜の宮 18 34587 笹倉　愛実(2) 西脇

中学共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカモト　ユメカ カシマ [5:42.85] ツツミ　キト アライ

1 36206 坂本　夢華(1) 鹿島 1 36157 堤　貴友(1) 荒井
エガネ　リン ヒラオカ [5:40.00] タケムラ　アヤノ オノミナミ

2 33212 江金　凛(1) 平岡 2 37010 竹村　朱乃(1) 小野南
カワベ　ホノカ ヒラオカ [5:40.00] オカモト　ライナ カコガワチュウブ [6:10.05]

3 33215 川邊　ほの香(1) 平岡 3 33155 岡本　蕾奈(2) 加古川中部
ヤギ　ルア アライ [5:37.24] ツツミ　サキ リョウソウ [6:02.52]

4 36153 八木　琉天(1) 荒井 4 33637 堤　早希(1) 両荘
タナカ　アイ カンキ [5:34.62] ヒサカ　ココミ ハマノミヤ [6:00.00]

5 33732 田中　愛(2) 神吉 5 33444 日坂　心海(1) 浜の宮
ハヤシ　ホノカ ヒラオカ [5:32.98] セキ　シイカ ハマノミヤ [5:51.87]

6 33223 林　穂乃花(1) 平岡 6 33424 關　椎花(2) 浜の宮
タダ　コハネ カシマ [5:30.19] キタモト　マナミ カンキ [5:50.00]

7 36224 多田　心羽(2) 鹿島 7 33745 北本　愛弓(1) 神吉
フジタ　ユナ ヨカワ [5:30.00] オガワ　カナ ハマノミヤ [5:47.00]

8 35951 藤田　有南(1) 吉川 8 33441 小川　加渚(1) 浜の宮
ニシモト　アカリ ハリマ [5:30.00] ニシハタ　サトミ ミキ [5:44.52]

9 39657 西本　あかり(2) 播磨 9 35077 西畑　里美(2) 三木
フジモト　アオイ クロダショウ [5:30.00] マツクマ　ユナ ヒオカ [5:49.49]

10 39175 藤本　葵(2) 黒田庄 10 32911 松熊　優奈(3) 氷丘
キタムラ　ハナ カコガワ [5:32.22] アナダ　エリ リョウナン [5:50.00]

11 32873 北村　葉奈(2) 加古川 11 33958 穴田　瑛理(1) 陵南
オオニシ　リオン ヒオカ [5:33.66] カスエ　ミホ ベフ [6:00.00]

12 32941 大西　凛音(1) 氷丘 12 33515 霞末　実歩(2) 別府
イシハラ　チハル ヒラオカ [5:37.08] ミヤケ　ナナミ ハマノミヤ [6:00.94]

13 33231 石原　ちはる(3) 平岡 13 33430 三宅　夏々美(2) 浜の宮
トウジ　リオ ベフ [5:40.00] コヤマ　チハル リョウナン [6:10.00]

14 33511 田路　莉羽(2) 別府 14 33955 小山　千晴(1) 陵南
キタジマ　アミ ヒラオカ [5:40.00] ヤマダ　カンナ ニシワキ [6:15.00]

15 33217 北嶋　杏海(1) 平岡 15 34502 山田　栞愛(1) 西脇
クボ　センリ カコガワヤマテ [5:41.65] ナカムラ　ユカコ ミキ

16 33005 久保　千莉(1) 加古川山手 16 35011 中村　祐加子(1) 三木
マツザワ　ヒナ ハマノミヤ [5:44.18] オイマツ　ワカナ アライ

17 33439 松澤　陽菜(2) 浜の宮 17 36156 老松　和奏(1) 荒井

3組 4組

中学共通女子1500m

〈〈 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
テラキタ　ココメ リョウナン [16.80] ヤマハタ　アヤノ オノ [18.23]

2 33941 寺北　ここめ(2) 陵南 2 37109 山畠　綾乃(1) 小野
タカハシ　レイ ハマノミヤ [16.71] ニシダ　サキ ヒオカ [18.40]

3 33425 髙橋　澪(2) 浜の宮 3 32935 西田　早希(2) 氷丘
キシ　ヒナノ ニシワキ [16.32] ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ [17.64]

4 34585 來住　ひなの(2) 西脇 4 33189 額田　初枝(1) 加古川中部
カワモト　ツヅミ ハマノミヤ [15.72] ミツヨシ　マイ ハリマミナミ [17.84]

5 33422 河本　鼓(2) 浜の宮 5 39771 光吉　真依(1) 播磨南
コヤマ　シズク カコガワ [16.04] フジカワ　ノノ ホウデン [17.68]

6 32844 小山　穏空(3) 加古川 6 34311 藤川　乃々(2) 宝殿
カタオカ　ナナ ニシワキ [16.29] マスモト　アヤナ ハマノミヤ [17.10]

7 34584 片岡　奈菜(2) 西脇 7 33438 升元　絢菜(2) 浜の宮
アライ　ミヤビ ハリマミナミ [16.54] イノウエ　モモ ヤシロ [18.01]

8 39760 新居　みやび(2) 播磨南 8 38149 井上　もも(1) 社
マエカワ　ヒマリ ヤシロ [16.52] ウエハラ　カエデ シカタ [17.88]

9 38108 前川　羽葵(2) 社 9 33803 植原　楓(1) 志方

(-  .  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　ジュリ クロダショウ [19.73] アラキ　リオ ハリマミナミ

3 39187 山本　樹里(1) 黒田庄 3 39778 荒木　理緒(1) 播磨南
フジイ　ナツ ヒオカ [18.57] タカハシ　ナナ ホウデン [20.50]

4 32936 藤井　杏都(2) 氷丘 4 34332 高橋　奈々(1) 宝殿
イワナミ　コナツ ヨカワ [18.95] モリワキ　チアキ クロダショウ [21.00]

5 35905 岩波　小夏(2) 吉川 5 39186 森脇　千晶(1) 黒田庄
コバヤシ　ノドカ ヒオカ [18.86] フジイ　レナ ハリマ [21.43]

6 32932 小林　和花(2) 氷丘 6 39663 藤井　玲名(1) 播磨
ハセガワ　アカネ カコガワヤマテ [18.50] イシカワ　ユウナ カンキ [22.68]

7 33092 長谷川　茜音(2) 加古川山手 7 33743 石川　優菜(1) 神吉
マルイチ　シホ カンキ [19.45] オオニシ　リオ ハリマミナミ

8 33744 丸一　志帆(1) 神吉 8 39776 大西　莉央(1) 播磨南
カワカミ　サラ オノ [19.50] サノ　カレン カンキ

9 37104 河上　紗羅(1) 小野 9 33742 佐野　華恋(1) 神吉

3組 4組

中学共通女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[53.74] [51.61]

1 6
[  ] オオノ　イオリ [  ] カワカミ　サラ [  ] タジカ　メイ [  ] ムラカミ　メグミ [  ] イシダ　アガサ

37103 大野 生織(1) 37104 河上 紗羅(1) 37106 多鹿 芽生(1) 33411 村上 恵(3) 33421 石田 有華咲(2)

[  ] マエヤマ　ハルカ [  ] オオヤマ　アキ [  ] フジワラ　ナルミ [  ] タカハシ　レイ [  ] マジマ　モエカ

37108 前山 晴華(1) 37141 大山 璃姫(2) 37142 藤原 成美(2) 33425 髙橋 澪(2) 33427 間嶋 萌花(2)

[53.50] [52.40]

2 7
[  ] アズマ　ミズキ [  ] カワモト　ツヅミ [  ] テラキタ　ココメ [  ] ヨシダ　エマ [  ] コニシ　アユミ

33420 東 瑞稀(2) 33422 河本 鼓(2) 33941 寺北 ここめ(2) 33942 吉田 笑麻(2) 33943 小西 亜由弓(2)

[  ] マスモト　アヤナ [  ] セントク　マミコ [  ] ナガヤマ　ミキ [  ] ヒラノ　ミキ

33438 升元 絢菜(2) 33443 千徳 真心子(1) 33944 永山 未希(2) 33945 平野 美紀(2)

[53.33] [53.17]

3 8
[  ] ブンギョク　サチ [  ] ワタナベ　マヒロ [  ] オオニシ　カレン [  ] イシグチ　カエデ [  ] ウエハラ　アイカ

39658 分玉 彩智(2) 39659 渡邉 真優(2) 39660 大西 花連(2) 33150 石口 楓(2) 33153 上原 和華(2)

[  ] コンドウ　ナナコ [  ] フジイ　レナ [  ] ワタナベ　ココロ [  ] ナカガミ　サキ [  ] マツオカ　マナナ

39661 近藤 菜々子(2) 39663 藤井 玲名(1) 39664 渡邊 心(1) 33157 中上 桜希(2) 33160 松岡 愛菜(2)

[53.13] [53.32]

4 9
[  ] タナカ　アミ [  ] ミヤシタ　カホ [  ] イノウエ　ミヒロ [  ] スギモト　アヤネ [  ] コヤマ　シズク [  ] マツモト　リイ

32870 田中 亜実(2) 32871 宮下 果穂(2) 32872 井上 心尋(2) 32841 杉本 彩音(3) 32844 小山 穏空(3) 32849 松本 莉依(3)

[  ] シマダ　マリア [  ] イワモト　モモカ [  ] ヨシダ　セイラ [  ] シモカワ　リノ [  ] タジリ　アヤカ [  ] クニイ　マオ

32875 島田 万莉愛(2) 32890 岩本 萌々果(1) 32893 吉田 聖來(1) 32852 下川 凛乃(3) 32874 田尻 絢楓(2) 32891 國井 麻央(1)

[52.64]

5
[  ] マツクマ　ユナ [  ] コバヤシ　ハルカ

32911 松熊 優奈(3) 32913 小林 遙(3)

[  ] ゴンドウ　ユリコ [  ] タイ　リナ

32933 権藤 百合子(2) 32934 田井 里奈(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[55.50] [54.00]

2 6
[  ] シマダ　アヤネ [  ] ゲモリ　ホノカ [  ] オオシマ　カレン [  ] カタオカ　ナナ [  ] キシ　ヒナノ

32918 嶋田 絢音(3) 32930 下森 帆夏(2) 34582 大嶋 可恋(2) 34584 片岡 奈菜(2) 34585 來住 ひなの(2)

[  ] ニシダ　サキ [  ] フジイ　ナツ [  ] ササクラ　マミ [  ] ササクラ　ユア [  ] ヤマグチ　ミユ

32935 西田 早希(2) 32936 藤井 杏都(2) 34587 笹倉 愛実(2) 34588 笹倉 結愛(2) 34590 山口 心優(2)

[55.44] [54.50]

3 7
[  ] ササキ　ユウナ [  ] イワシタ　リコ [  ] オオニシ　サクラコ [  ] マエカワ　ヒマリ [  ] ヤマグチ　エレナ

33512 佐々木 結奈(2) 33513 岩下 莉子(2) 33514 大西 桜子(2) 38108 前川 羽葵(2) 38145 山口 恵玲奈(1)

[  ] ミツナガ　サエラ [  ] サカモト　アオイ [  ] ハマオカ　メイ [  ] イノウエ　モモ [  ] フジモト　ヒナノ

33517 満永 彩愛(2) 33518 坂本 葵(1) 33519 濱岡 芽衣(1) 38149 井上 もも(1) 38150 藤本 陽菜乃(1)

[54.55] [55.00]

4 8
[  ] サコダ　ユウリ [  ] ミヤザキ　ソヨカ [  ] フジカワ　ノノ [  ] イトウ　ニコ [  ] テラノ　ユウリ

34304 迫田 優里(2) 34308 宮﨑 そよか(2) 34311 藤川 乃々(2) 35421 伊藤 丹来(1) 35427 寺野 友梨(1)

[  ] タカハシ　ナナ [  ] ハマナカ　ココネ [  ] フクヤマ　ミユ [  ] ウメツ　サクラ [  ] ウメツ　モモカ

34332 高橋 奈々(1) 34333 浜中 心寧(1) 34334 福山 美優(1) 35440 梅津 さくら(2) 35441 梅津 ももか(2)

[54.00] [55.00]

5 9
[  ] カコ　アンナ [  ] キザワ　ナナコ [  ] テラオカ　アリサ [  ] クロダ　トモカ [  ] コバヤシ　アヤ [  ] イワナミ　コナツ

36409 加古 杏菜(2) 36410 木澤 なな子(2) 36413 寺岡 愛理沙(2) 35902 黒田 智花(2) 35904 小林 彩(2) 35905 岩波 小夏(2)

[  ] ホンゴウ　モモカ [  ] オダ　モモカ [  ] カガ　アヤノ [  ] タナカ　アオイ [  ] クドウ　サクラ

36414 本郷 李果(2) 36417 小田 桃佳(1) 36418 加賀 彩乃(1) 35911 田中 葵(2) 35912 工藤 さくら(2)

ショウヨウ ヨカワ

松陽 吉川Ａ

別府 社A

ホウデン ミドリガオカ

宝殿 緑が丘

ヒオカ ニシワキ

氷丘B 西脇

ベフ ヤシロ

加古川Ｂ 加古川Ａ

ヒオカ

氷丘A

ハリマ カコガワチュウブ

播磨 加古川中部A

カコガワビー カコガワエー

浜の宮 陵南A

小野 浜の宮A

ハマノミヤ リョウナン

中学共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

オノ ハマノミヤ



3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[57.00] [56.00]

2 6
[  ] イワモト　トア [  ] オオガキ　ワカナ [  ] アオヤマ　キサ [  ] ノダ　アヤノ [  ] ミヤトリ　アオイ

39171 岩本 叶亜(2) 39173 大垣 若菜(2) 39181 青山 希咲(1) 38105 野田 彩乃(2) 38106 宮鳥 葵(2)

[  ] タケウチ　クウ [  ] ヤマモト　ジュリ [  ] フジイ　キラ [  ] タカミ　ミトモ [  ] フジタ　トモカ

39184 竹内 來優(1) 39187 山本 樹里(1) 39188 藤井 稀羅(1) 38147 高見 美友(1) 38151 藤田 朋花(1)

[58.00] [55.94]

3 7
[  ] オガワ　シュリ [  ] カワグチ　ヒナ [  ] キタダ　ホノカ [  ] イシザキ　ユウナ [  ] ナカムラ　ユヅキ [  ] コバヤシ　サラ

33001 小川 珠璃(1) 33003 川口 陽菜(1) 33004 來田 帆加(1) 36141 石崎 悠奈(2) 36143 中村 優月(2) 36151 小林 さら(1)

[  ] ハギハラ　カザホ [  ] ハセガワ　アカネ [  ] コンドウ　リホ [  ] アサカ　ヒナタ [  ] キヌガワ　ミヅキ

33009 萩原 風帆(1) 33092 長谷川 茜音(2) 36152 近藤 莉帆(1) 36154 浅香 陽向(1) 36159 衣川 海月(1)

[56.00] [56.78]

4 8
[  ] ウエハラ　ミオ [  ] タチバナ　リサ [  ] ウエニシ　アイリ [  ] エンドウ　カレン [  ] アサノ　ニジカ

33180 上原 明桜(1) 33186 橘 里紗(1) 33201 上西 愛梨(2) 33202 遠藤 可怜(2) 33211 朝野 虹香(1)

[  ] ミヤザキ　アイナ [  ] ヌカダ　ハツエ [  ] カワバタ　トウコ [  ] キソダ　リコ [  ] サオカ　アヅサ

33188 宮崎 愛奈(1) 33189 額田 初枝(1) 33214 川畑 柊子(1) 33216 木曽田 莉胡(1) 33219 佐岡 亜都沙(1)

[56.00] [56.28]

5 9
[  ] サノ　カレン [  ] イシカワ　ユウナ [  ] マルイチ　シホ [  ] ホリイ　ヒヨリ [  ] イノシマ　モモコ

33742 佐野 華恋(1) 33743 石川 優菜(1) 33744 丸一 志帆(1) 37221 掘井 ひより(1) 37222 猪島 桃子(1)

[  ] ナカムラ　ヒナ [  ] イナダ　アカネ [  ] セントク　ミア [  ] ウラタ　ジュナ [  ] オオシオ　レイ

33752 中村 妃那(1) 33753 稲田 明音(1) 33754 千徳 心愛(1) 37292 浦田 樹愛(2) 37293 大塩 澪(2)

4組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[58.00]

2 6
[  ] アカギ　ココロ [  ] ミズノ　ケイ [  ] サカモト　アイ [  ] キタムラ　アマミ [  ] ヤマニシ　カナコ [  ] ナガヤマ　ラム

39401 赤木 こころ(1) 39421 水野 恵依(2) 39426 坂元 愛(2) 33951 北村 彩万美(1) 33953 山西 佳那子(1) 33954 永山 羅夢(1)

[  ] タキモト　リンカ [  ] コムラ　コノミ [  ] カワノ　マコ [  ] スズキ　ナナ

39427 滝本 鈴夏(2) 39428 小村 心乃美(1) 33956 川野 真子(1) 33957 鈴木 那奈(1)

3 7
[  ] トミタ　ユイ [  ] ハシモト　カノン [  ] アライ　ミヤビ [  ] オオタカ　アミル

37011 冨田 優衣(1) 37012 橋本 花音(1) 39760 新居 みやび(2) 39761 大髙 あみる(2)

[  ] ホリ　マナミ [  ] マツノ　リンセ [  ] スミ　カズサ [  ] ヤマグチ　カノン

37013 堀 真奈美(1) 37014 松野 凛星(1) 39762 角 和紗(2) 39763 山口 華音(2)

4 8
[  ] ウラサキ　アカネ [  ] ツチダ　ユヅキ [  ] ツネミ　ナツキ [  ] カジハラ　リア

35943 浦﨑 茜(1) 35947 土田 優月(1) 35010 常深 菜月(1) 35012 梶原 梨愛(1)

[  ] ナカイ　サワ [  ] ニシタニ　マホ [  ] コテラ　アミ [  ] ツネミ　アズサ

35948 中井 砂羽(1) 35949 西谷 真穂(1) 35075 小寺 杏実(2) 35076 常深 梓沙(2)

5 9
[  ] ミツヨシ　マイ [  ] ヨシカワ　ミウ [  ] オグラ　リア [  ] カネツク　サナ

39771 光吉 真依(1) 39772 吉川 美海(1) 37001 小倉 梨愛(2) 37002 鐘撞 紗楠(2)

[  ] サエキ　アヤカ [  ] オオニシ　リオ [  ] ワダ　ナナミ [  ] マツヤマ　アイ

39773 佐伯 綾香(1) 39776 大西 莉央(1) 37003 和田 菜々心(2) 37015 松山 愛生(1)

吉川Ｂ 三木

ハリマミナミ オノミナミエー

播磨南B 小野南

オノミナミビー ハリマミナミ

小野南 播磨南A

ヨカワ ミキ

神吉 旭丘

イナミ リョウナンビー

稲美 陵南B

カコガワチュウブ ヒラオカ

加古川中部B 平岡

カンキ アサヒガオカ

加古川山手 荒井

黒田庄 社B

カコガワヤマテ アライ

中学共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

クロダショウ ヤシロ



ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤシタ　カホ カコガワ

1 32871 宮下　果穂(2) 加古川
ヤマグチ　カノン ハリマミナミ

2 39763 山口　華音(2) 播磨南
オオハタ　カオ ヨカワ [3.61]

3 35945 大畑　花音(1) 吉川
カワノ　マコ リョウナン [4.59]

4 33956 川野　真子(1) 陵南
ミョウジン　ユウミ クロダショウ [5.00]

5 39185 明神　優心(1) 黒田庄
クロカワ　ユウヒ ホウデン [5.55]

6 34330 黒川　夕斐(1) 宝殿
フルカワ　サエ ヒラオカミナミ [6.09]

7 33313 古川　咲衣(1) 平岡南
オオガメ　アンリ ハリマ [6.13]

8 39662 大亀　杏凛(2) 播磨
ハッタ　オト カコガワチュウブ [6.58]

9 33159 八田　穏都(2) 加古川中部
テラオカ　アリサ ショウヨウ [6.63]

10 36413 寺岡　愛理沙(2) 松陽
タツカ　クルミ ニシワキミナミ [7.00]

11 34791 達可　くるみ(1) 西脇南
モウリ　ユナ ハマノミヤ [7.16]

12 33431 毛利　優那(2) 浜の宮
イワナガ　ユナ ニシワキ [7.16]

13 34581 岩永　優和(2) 西脇
モトムラ　アカリ ショウヨウ [7.53]

14 36416 本村　朱梨(2) 松陽
スミ　カズサ ハリマミナミ [7.65]

15 39762 角　和紗(2) 播磨南
ヒロカワ　レイミ ベフ [7.80]

16 33516 弘川　怜瑞(2) 別府
イシソネ　ミヤビ ヒオカ [7.93]

17 32943 石曽根　雅(1) 氷丘
ゴトウ　ウイ イナミ [7.95]

18 39423 後藤　羽衣(2) 稲美
タニガワ　コズエ ヒオカ [8.03]

19 32940 谷河　梢(1) 氷丘
ミズノ　ユア ハリマ [8.23]

20 39665 水野　結愛(1) 播磨
クスモト　レンゲ カコガワヤマテ [9.17]

21 33091 楠本　れんげ(2) 加古川山手
ヤスイ　リオ ハマノミヤ [10.09]

22 33432 安井　理央(2) 浜の宮
ヤマダ　ユキナ シカタ [10.12]

23 33802 山田　幸奈(2) 志方
ハセガワ　ユウ シカタ [12.64]

24 33801 長谷川　有(2) 志方
ドロバット　サホ ハリマミナミ [12.75]

25 39753 ドロバット　さほ(3) 播磨南

中学共通女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組


