
日付 種目

市耒　慶次  w22.98 (+3.5) 山本　涼太郎  w23.39 (+3.5) 安福　俊輔  w23.46 (+3.5) 小坂　蓮太郎  w23.52 (+3.5) 由元　隆晟  w23.60 (+3.1) 柴田　倫太郎  w23.78 (+3.5) 川口　吏功  w23.80 (+3.4) 山田　真己  w23.83 (+3.5)

平野 塩屋 鷹匠 高倉 須佐野 滝川 浜脇 浜脇

杉浦　知寛  2:04.23 磯﨑　丈  2:04.89 施　開人  2:05.65 大橋　政斗  2:09.85 濱名　拓斗  2:10.49 山本　一満  2:11.40 藤井　颯馬  2:11.65 赤田　昂翼  2:12.10

神大附属 大原 灘 福田 御影 本庄 押部谷 本庄

櫻田　涼太  4:20.96 福地　叶夢  4:26.63 山本　一満  4:26.76 藤川　大地  4:27.47 大橋　政斗  4:27.85 林　祐大  4:28.23 古里　翔  4:28.28 市川　幸育  4:36.85

神大附属 浜脇 本庄 有馬 福田 本山 大原 武庫

新名　司  9:28.05 森田　慧  9:40.95 戸取　俊介  9:41.61 凪　恒之介  9:42.21 磯和　琳　  9:47.88 瀬合　洋希  9:48.66 古里　翔  9:48.75 河田　昂  9:51.52

大原 上野 本山南 平野 大原 大原 大原 塩屋

橎田　和志  w15.80 (+2.2) 三宅　空  w15.96 (+2.2) 源　快王  w16.73 (+2.2) 荒藤　樹  w16.91 (+2.2) 中塚　陸斗  w17.57 (+3.3) 川瀨　たろう  w17.62 (+2.2) 北住　隼士  17.70 (+0.9) 菊池　晴空  w17.80 (+3.3)

平野 押部谷 上野 原田 大原 大原 高倉 武庫

滝川  46.97 上野  47.20 塩瀬A  47.50 瓦木A  47.69 高倉A  47.76 浜脇  47.87 神大附属  48.05 御影  48.11

堀口　大智 田中　佑弥 山田　陽大 椙江　将大 岩谷　陽希 並木　涼真 吉田　空我 髙橋　翔真

柴田　倫太郎 源　快王 佐々木　悠斗 牧野　紘太郎 北住　隼士 川口　吏功 櫻田　涼太 三浦　康佑

西辻　泰都 口原　優登 下里　日向汰 中島　規希 田中　良輝 廣永　蒼太 津田　蒼太 齊藤　涼介

天児　瞳吾 佐藤　大知 八尾　藍麻 阪部　克哉 小坂　蓮太郎 清水　陽友 杉浦　知寛 林　将輝

田中　慎也  1.75 橎田　和志  1.72 川瀨　たろう  1.69 竹内　大智  1.55 北住　隼士  1.50 山﨑　倖成  1.30 西　風磨  1.30 奥野　舜  1.25

平野 平野 大原 大社 高倉 塩瀬 塩瀬 本山南

中島　一喜  6.12 (0.0) 宮尾　真仁  w6.07 (+3.7) 古賀　天  6.07 (+1.4) 長谷　雄一郎  w5.17 (+2.9) 友松　暉良  5.14 (+1.0) 能津　昂輔  5.14 (-0.2) 蘆田　昌士  5.12 (+1.6) 江﨑　恭平  w5.10 (+2.6)

竜が台 烏帽子 押部谷 浜脇 大原 本山 福田 瓦木

小宮路　大隼  12.63 横田　紘季  12.03 永田　光輝  10.56 岸本　栞汰  9.61 森田　淳平  9.51 中西　火々良  9.45 森田　祥悟  9.14 大西　凌央  8.69

押部谷 平野 本山南 桜が丘 福田 武庫 大原 武庫

谷　一輝  12.41 (+0.3) 山城　翔大朗  12.63 (+1.7) 小川　昂太朗  12.78 (+1.7) 土井　悠生  12.82 (+1.7) 三枝　陸人  12.84 (+1.7) 妻鹿　匠  12.86 (+0.3) 山並　昭太  12.94 (+0.3) 田中　良輝  w12.95 (+2.1)

押部谷 高倉 上野 瓦木 有野 大社 大原 高倉

瀧埜　蒼  5:00.84 岡田　悠祐  5:00.90 安田　吏壱  5:03.17 川上　由人  5:05.00 西　洸平  5:05.23 金田　凜太郎  5:05.28 前田　大貴  5:05.64 榎木　優仁  5:06.13

大原 高倉 高倉 本庄 神大附属 瓦木 御影 桃山台

菅野　峻平  4.69 (+0.5) 池永　雅也  4.65 (+0.8) 戎　晴大  4.53 (+0.9) 瀧口　空  4.14 (+0.8) 吉田　英樹  4.06 (+0.2) 溝下　航太  4.00 (+0.6) 坂本　朱琉  3.97 (+1.3) 宮尾　航  3.94 (+1.0)

本山南 瓦木 押部谷 本山南 魚崎 桜が丘 本山南 塩屋

紙谷　亮太朗  3.94 (+0.1)

大原

安保　祐希  11.46 (+2.0) 市耒　慶次  11.49 (+2.0) 由元　隆晟  11.60 (+2.0) 中島　一喜  11.87 (+2.0) 森川　晴景  11.97 (+2.0) 宮尾　真仁  12.02 (+1.6) 岩崎　佑  12.05 (+1.6)

兵庫 平野 須佐野 竜が台 港島学園 烏帽子 啓明学院

山中　悠生  12.05 (+1.6)

鷹匠

藤江　琉雅  11.28 (+1.9) 山下　諒  11.47 (+1.9) 和田　悠詩  11.65 (+1.9) 山本　央  11.69 (+0.5) 柴田　倫太郎  w11.74 (+2.7) 小坂　蓮太郎  w11.78 (+2.7) 山本　涼太郎  11.83 (+1.9) 田中　佑弥  w11.89 (+2.7)

灘 港島学園 灘 押部谷 滝川 高倉 塩屋 上野

w (wind assist) : 追風参考

中学2年男子 8月8日 100m

中学3年男子 8月8日 100m

8月8日 1500m

8月8日 走幅跳

8月8日 砲丸投

中学1年男子 8月8日 100m

8月8日 走高跳

8月8日 走幅跳

8月8日 110mH

8月8日 4x100mR

8月8日 1500m

8月8日 3000m

7位 8位

中学共通男子 8月8日 200m

3位 4位 5位 6位

8月8日 800m

1位 2位
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