
日付 種目

佐藤　隼  11.51 (+0.1) 古山　陽太郎  11.55 (+0.1) 小西　拓斗  11.67 (+0.1) 溝内　海人  11.71 (+0.1) 山本　樹  11.72 (+0.1) 吉村　和紀  11.76 (+0.1) 森田　雄大  11.94 (+0.1) 角田　爽  12.04 (+1.7)

押部谷 衣川 荒牧 玉津 魚住東 関西学院 常陽 野々池

田辺　開  w23.73 (+4.0) 鈴木　歩夢  w23.94 (+4.0) 中原　隆満  w24.11 (+4.0) 西田　舶十  w24.25 (+4.0) 藤原　巧  w24.29 (+4.0) 吉山　宗一郎  w24.45 (+4.0) 岡本　祥孝  w24.57 (+4.0) 藤本　歩  24.66 (+1.4)

真砂 櫨谷 真砂 魚住東 鷹取 須磨北 武庫東 今津

安保　祐希  54.81 嘉㔟　悠夏  56.38 野瀨田　好成  56.50 加藤　一晴  57.01 長野　永環  57.14 阪本　尚輝  57.60 山本　丈翔  57.69 鎌田　倖  57.72

兵庫 立花 大久保北 鷹取 塩瀬 平岡 平岡 鳴尾南

國安　広人  2:09.22 的場　堅  2:10.33 北村　嶺樹  2:11.17 印部　優志  2:11.44 岸本　強志  2:12.03 杉浦　悠希  2:14.99 溝口　祥貴  2:17.04 中川　悠  2:18.55

大久保 学文 鹿島 平木 小部 本多聞 学文 今津

平野　幸季  4:21.16 藤原　直生  4:30.47 三千田　雅治  4:31.36 戸取　俊介  4:31.43 新妻　玲旺  4:31.83 藤川　大地  4:32.02 新美　朋彦  4:32.83 木挽　幹太  4:32.85

鳴尾 瓦木 学文 本山南 平岡 有馬 学文 南ひばりガ丘

大平　滉太  9:28.96 鈴木　嵩也  9:39.11 竹内　恒介  9:40.65 吉田　翔  9:44.93 北村　拓斗  9:45.47 竹谷　仁一朗  9:45.57 小島　慶大  9:47.99 松島　俊介  9:50.36

真砂 南ひばりガ丘 魚住東 稲美北 三木 神吉 神吉 荒牧

小島　知真  16.27 (+1.2) 浅田　玲生  16.56 (+1.2) 三宅　空  16.74 (+1.2) 山本　颯海  17.11 (+1.2) 烏野　拓弥  17.49 (+0.5) 松本　隼  17.56 (+1.2) 中堀　希海  17.64 (+0.5) 新井　颯天  17.74 (+1.4)

神戸長坂 大蔵 押部谷 小部 大久保北 荒牧 二見 鷹取

玉津A  45.38 荒牧  46.78 衣川Ａ  47.47 野々池  47.50 大久保  47.64 塩瀬A  47.71 関西学院  47.99

高橋　真利 松本　隼 森本　悠飛 愛甲　竜己 北垣　拓己 長野　永環 今田　優希

和田　一晃 小西　拓斗 中野　栄信 杉山　昂生 木下　裕二朗 石本　綾汰 吉村　和紀

溝内　海人 平田　崇人 笹部　寛人 佐久間　陸 西田　雄貴 八尾　藍麻 伊東　広大

亀山　泰斗 高寺　柊里 古山　陽太郎 角田　爽 神本　滉太 下里　日向汰 上田　大輝

押部谷Ａ  47.47

古賀　天

松井　将

三宅　空

山本　央

小宮路　大翔  1.82 高寺　柊里  1.76 山本　央  1.65 藤本　泰成  1.55 原口　幸稀  1.55 細井　晟慈  1.55 平山　諒  1.55

押部谷 荒牧 押部谷 鷹取 鳴尾 今津 荒牧

亀山　泰斗  1.65

玉津

相良　拓実  5.78 (+1.0) 倉　凌雅  w5.67 (+4.3) 桐谷　透二  5.65 (+0.6) 野上　大翔  5.40 (+1.4) 増井　颯士  w5.36 (+2.1) 平川　湧斗  5.32 (+0.6) 古賀　天  5.31 (-0.9) 山本　俊  5.29 (+0.9)

衣川 猪名川 学文 小部 魚住東 南ひばりガ丘 押部谷 野々池

小宮路　大隼  12.05 阪上　孝峻  11.42 谷口　洋平  10.40 矢野　浩介  10.38 松本　来夏  9.79 岡本　凌典  9.75 古川　凜人  9.43 久保　勇人  9.40

押部谷 武庫東 衣川 神吉 港島学園 大久保北 大成 学文

内藤　香乃  12.85 (+0.6) 工藤　美月  13.01 (+0.6) 中口　綾乃  13.19 (+0.6) 谷川　愛花  13.27 (+0.6) 釜江　愛香  13.37 (+1.4) 赤松　海咲  13.41 (+1.4) 鳥羽　千晴  13.48 (+1.4)

有野 鷹取 鳴尾 魚住東 鹿島 瓦木 荒牧

松浦　星乃  12.85 (+0.6)

野々池

昌　琴音  w27.13 (+2.9) 竹内　のどか  w27.66 (+2.9) 神吉　理紗子  w28.02 (+2.9) 藤岡　智花  w28.48 (+2.9) 牛嶌　心優  w28.63 (+2.9) 吉村　心  w28.64 (+2.9) 石倉　莉子  28.80 (+0.7) 黒田　陽菜  28.88 (+0.7)

立花 本山南 姫路灘 小部 武庫東 武庫東 瓦木 大久保

飯塚　菜月  2:26.46 迫田　夏歩  2:26.91 藤瀬　朱音  2:29.56 山本　裕子  2:30.49 熊代　宙乃  2:30.63 中田　有菜  2:31.12 渋谷　花奏  2:31.96 津田　薫乃  2:32.10

大久保 野々池 鷹取 学文 学文 二見 望海 小部

松井　晶  4:47.87 大西　文香  4:50.26 尾中　花和  4:53.16 井澤　奈甫  4:53.93 宮定　愛実  4:54.64 高橋　実夢  4:55.75 前田　日菜乃  4:59.06 志水　優衣  4:59.45

稲美北 平岡 玉津 鹿島 玉津 南ひばりガ丘 鳴尾 神吉

髙橋　ひかる  15.85 (+0.7) 刑部　日向  15.87 (+0.7) 加納　彩絵  15.99 (+0.4) 山川　小雪  16.11 (+0.7) 藤井　香帆  16.45 (+0.7) 友久　実咲  16.51 (+0.7) 松本　彩那  16.85 (+0.4) 宮田　侑季  16.95 (+0.4)

押部谷 学文 神吉 神吉 播磨 荒牧 大久保北 玉津

鹿島  51.92 荒牧  52.55 神吉  53.24 瓦木Ａ  53.27 鷹取  53.28 鳴尾  53.36 姫路灘A  53.45 西宮浜A  53.46

船津　綾花 岡田　梨里 山川　小雪 橋本　遥風 治岡　水月 津田　来海 苅田　梨桜 滝川　幸

清水　愛望 伊藤　安菜 藤城　咲彩 赤松　海咲 中村　楓 西埜　朋 神吉　理紗子 渡邊　結音

釜江　愛香 鳥羽　千晴 加納　彩絵 鈴木　冴 竹島　七海 中口　綾乃 中能　菜々美 小野　海涼

中谷　葵 友久　実咲 藤原　萌衣 海沼　杏実 工藤　美月 岸川　茉愛 笹野　葵 山口　あいり

山本　陽菜  1.55 入谷　成美  1.46 齋明寺　朱音  1.43 舟戸　咲穂  1.43 藤原　はる香  1.40 髙田　紗希  1.35 髙橋　一葉  1.35

播磨 武庫東 野々池 武庫東 兵教大附属 姫路灘 荒牧

中能　菜々美  1.35

姫路灘

藤原　萌衣  w5.01 (+4.1) 安藤　海伽  w4.94 (+3.1) 北田　真実  w4.82 (+2.7) 中田　優希  4.78 (+1.2) 戸田　優紀  w4.59 (+2.5) 笹野　葵  4.58 (+0.8) 木下　真衣  w4.53 (+4.5) 西田　茉央  4.48 (+1.3)

神吉 大久保 神戸長坂 立花 学文 姫路灘 明石高丘 鳴尾

神本　真衣音  11.93 荻野　優美  10.63 盛﨑　翔子  9.96 川上　琴美  9.92 藤原　菜乃  9.92 奥田　莉加  9.78 上笹　なつき  9.43 林　直緒子  9.42

武庫東 二見 学文 鷹取 播磨南 武庫東 播磨 姫路灘

w (wind assist) : 追風参考

3月21日 走幅跳

3月21日 砲丸投

3月21日 4x100mR

3月21日 走高跳

3月21日 1500m

3月21日 100mH

3月21日 200m

3月21日 800m

3月21日 砲丸投

女子 3月21日 100m

3月21日 走高跳

3月21日 走幅跳

3月21日 110mH

3月21日 4x100mR

3月21日 1500m

3月21日 3000m

3月21日 400m

3月21日 800m

7位 8位

男子 3月21日 100m

3月21日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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