
日付 種目

篠田　ちひろ  26.91 (+1.1) 門脇　杏実  27.28 (+1.1) 田中　彩夏  w27.49 (+3.1) 福田　有里  w27.69 (+2.6) 三平　紫衣  w28.40 (+3.1) 西脇　愛美  28.41 (+1.1) 野瀬　瑠里子  w28.71 (+3.1)

大原 本山 押部谷 本庄 本山南 瓦木 住吉

出口　果歩  27.49 (+1.1)

太山寺

橋本　佳歩  2:19.92 小村　有里  2:24.50 藤山　弥夏  2:27.62 岸田　那月  2:28.57 藤田　咲音  2:28.88 原　七海  2:29.30 石垣　七菜恵  2:29.58 金田　礼音  2:31.20

高倉 太山寺 御影 瓦木 高倉 高倉 御影 瓦木

橋本　佳歩  4:48.41 澤　知穂  4:56.22 岡野　杏衣子  5:09.04 原　七海  5:09.54 富田　春香  5:10.07 井上　波音  5:10.12 石垣　七菜恵  5:11.68 坂本　芹菜  5:12.34

高倉 浜脇 神大附属 高倉 大原 平野 御影 高倉

中尾　日香  14.49 (+1.3) 杉本　美優音  14.66 (+1.3) 竹井　杏  15.12 (+1.3) 海沼　杏実  15.47 (+1.3) 中西　桃美  15.50 (+0.4) 前底　希果  15.67 (+0.4) 宮本　奈乃芭  16.10 (+0.4)

平野 上野 大社 瓦木 塩瀬 平野 大原

中尾　心春  16.10 (+0.6)

平野

平野  51.92 瓦木A  52.02 塩瀬A  53.95 神大附属  54.57 大原B  54.67 渚Ａ  54.89 大社  55.34 本庄  55.43

﨏本　知佳 遠藤　亜依 久田　百恵 田路　乃々華 小嶋　志歩 畑　さりか 末政　羽菜 芹澤　柚稀

前底　希果 赤松　海咲 久保　美佳 長井　あや 宮本　奈乃芭 高岡　夢乃 村上　麗子 谷口　心美

中尾　心春 海沼　杏実 前田　奈美 釜坂　理沙 坂口　奈々 桃田　美咲 荒木　まりな 河本　阿耶子

中尾　日香 鈴木　冴 中西　桃美 阪田　晏菜 米村　幸子 野村　琴心 竹井　杏 福田　有里

中尾　日香  1.55 柳川　青空  1.49 田中　七海  1.46 中村　莉都  1.46 川島　紗衣  1.46 原田　梨子  1.43 髙島　瑠那  1.43 荒木　まりな  1.43

平野 大社 太山寺 桜が丘 大社 向洋 大原 大社

中尾　心春  w5.40 (+3.3) アラミ　あみな  5.02 (+1.9) 田中　彩夏  w5.01 (+2.2) 星野　鈴奈  w4.51 (+2.1) 鈴木　冴  4.50 (+1.4) 坂口　奈々  w4.35 (+2.2) 宗澤　ジュエル  w4.31 (+3.5) 伊手　ゆきな  w4.25 (+2.2)

平野 住吉 押部谷 太山寺 瓦木 大原 港島学園 御影

米田　千夏  11.04 宮本　のあ  9.30 樋口　千佳子  9.07 覚前　友佳梨  8.75 﨏本　知佳  8.45 山口　葵生  8.22 比嘉　虹湖  8.11 牧　彩月  8.06

太山寺 太山寺 瓦木 塩瀬 平野 太山寺 武庫 瓦木

舛永　心音  13.37 (+0.7) 藤田　こころ  13.59 (+0.7) 西脇　愛美  13.72 (+0.7) 前田　理子  13.90 (+0.7) 井上　真奈美  w14.07 (+2.4) 岡野　萌果  14.08 (+0.7) 吉田　心美  14.11 (+0.7) 竹川　芽羽  14.25 (+0.7)

筒井台 押部谷 瓦木 鷹匠 高倉 本山南 瓦木 平野

舛永　心音  4.50 (+2.0) 藤田　こころ  4.46 (+1.3) 谷口　心美  4.25 (+1.8) 片岡　彩萌  w4.10 (+2.1) 古賀　千尋  w3.93 (+2.9) 泉　春香  3.79 (+1.8) 上田　深咲  3.79 (+1.5) 桒畑　小春  w3.66 (+2.8)

筒井台 押部谷 本庄 岩岡 福田 大原 本山南 有野

赤松　海咲  12.90 (+0.5) 前底　希果  13.02 (+0.5) 峰本　エマ  13.06 (+0.5) 門脇　杏実  13.15 (+0.5) 出口　果歩  13.30 (+0.5) 阪田　晏菜  w13.47 (+2.6) 海沼　杏実  13.50 (+0.5) 米村　幸子  w13.54 (+2.6)

瓦木 平野 魚崎 本山 太山寺 神大附属 瓦木 大原

杉本　美優音  w12.99 (+2.7) 野川　明莉  w13.18 (+2.7) 後藤　優奈  w13.60 (+2.7) アラミ　あみな  13.70 (+0.3) 岡本　奈々  w13.86 (+2.7) 伊手　ゆきな  13.97 (+0.3) 田谷　有菜  14.20 (+0.3) 徳永　小梅  14.33 (+0.3)

上野 本山 大原 住吉 高倉 御影 啓明学院 御影

w (wind assist) : 追風参考

中学3年女子 8月8日 100m

8月8日 走幅跳

中学2年女子 8月8日 100m

8月8日 砲丸投

中学1年女子 8月8日 100m

8月8日 走高跳

8月8日 走幅跳

8月8日 100mH

8月8日 4x100mR

8月8日 800m

8月8日 1500m

中学共通女子 8月8日 200m

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位
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