
日付 種目

森木　幹太  12.77 (-0.9) 栗原　隼之介  12.99 (-0.9) 白髭　怜士  13.50 (-0.9) 北浦　雅久  13.52 (-0.9) 竹間　惟勇  13.89 (-0.9) 鈴見　光希  13.99 (-1.0) 大森　　檀  14.03 (-0.9) 中山　俊  14.07 (-1.0)

玉津 大原 北神戸 鷹匠 港島学園 伊川谷 平野 神戸市立西神中学校

松尾　朋哉  12.03 (-1.0) 新澤　悠人  12.04 (-1.0) 今北　雷煌  12.21 (-1.0) 本田　幸真  12.33 (-1.0) 川田　悠貴  12.34 (-1.0) 柳田　蓮斗  12.36 (-0.8) 和田　啓詩  12.42 (-0.8) 菊池　龍介  12.44 (-1.0)

灘 有野北 大池 有野北 本多聞 灘 灘 大原

安保　祐希  11.39 (-2.9) 市耒　慶次  11.70 (-2.9) 宮尾　真仁  11.85 (-2.9) 久米　晴人  11.96 (-2.9) 山中　悠生  11.97 (-2.9) 森川　晴景  11.98 (-2.9) 千田　一輝  12.08 (-2.9)

兵庫 平野 烏帽子 玉津 鷹匠 港島学園 玉津

由元　隆晟  12.08 (-2.9)

須佐野

安保　祐希  22.86 (+0.3) 市耒　慶次  22.91 (+0.3) 相川　翔一郎  23.56 (+0.3) 久米　晴人  24.00 (+0.7) 酒井　春名  24.03 (+0.7) 谷　一輝  24.07 (+0.3) 岩崎　佑  24.10 (+0.3) 新澤　悠人  24.16 (+0.7)

兵庫 平野 櫨谷 玉津 星陵台 押部谷 啓明学院 有野北

酒井　春名  14.77 (-0.2) 荒藤　樹  16.21 (-0.2) 織田　誠也  16.44 (-0.2) 中谷　優海  16.81 (-0.2) 谷　一輝  16.96 (-0.2) 村瀨　晴飛  17.08 (-0.2) 村井　洸太  18.83 (-0.2) 中谷　涼  18.84 (-0.2)

星陵台 原田 押部谷 平野 押部谷 太山寺 向洋 神戸長坂

小林　侑加  14.09 (-0.1) 田中　音緒  14.33 (-0.1) 林　花鈴  14.42 (-0.1) 近藤　百花  14.51 (-0.1) 福安　瑠奈  14.68 (-0.1) 藤本　早玲  14.96 (-0.1) オートリー　亜里紗  15.02 (-0.1)

神戸長坂 神戸長坂 本多聞 有野北 本多聞 北神戸 鷹匠

安田　結菜  14.96 (-0.1)

伊川谷

香西　万桜  12.62 (-0.1) 西藤　杏純  12.99 (-0.1) 丹羽　徠嘉  13.11 (-0.1) 藤田　こころ  13.38 (-0.1) 石田　凜花  13.53 (-0.1) 熊野　菜々  13.62 (-0.1) 鈴木　和奏  13.76 (-0.1) 松田　純怜  13.79 (-0.3)

港島学園 GR 多聞東 鷹匠 押部谷 星陵台 神戸長坂 櫨谷 渚

前底　希果  12.96 (0.0) 池田　あづ  13.35 (0.0) 金也　里璃  13.50 (0.0) 大槻　真由  13.51 (0.0) 荒木　映愛  13.55 (0.0) 小嶋　志歩  13.56 (-0.2) 森　雛乃  13.61 (-0.2) 三平　紫衣  13.66 (0.0)

平野 原田 本山南 本山南 長峰 大原 櫨谷 本山南

内藤　香乃  26.42 (-2.0) 中尾　心春  27.05 (-2.0) 西藤　杏純  27.52 (-1.3) 田中　彩夏  27.53 (-2.0) 小林　由愛  27.62 (-2.0) 福田　有里  28.09 (-2.0) 三平　紫衣  28.14 (-1.3) 長島　心晴  28.42 (-1.3)

有野 平野 多聞東 押部谷 神戸長坂 本庄 本山南 星陵台

池田　あづ  15.40 (-1.9) 香西　万桜  15.52 (-1.9) 前底　希果  15.58 (-1.9) 河江　桃花  15.83 (-1.9) 野村　琴心  16.28 (-1.9) 関根　遙  16.29 (-1.9) 西條　杏海  16.32 (-2.0) 清水　唯羽  16.36 (-1.9)

原田 港島学園 平野 向洋 渚 星陵台 鷹匠 本山南
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