
日付 種目

杉山　昂生  11.39 (+0.9) 明榮　凌太朗  w11.56 (+3.7) 山下　真武  w11.67 (+2.2) 中戸　翔大  w11.74 (+3.7) 浅羽　虎瑠  11.78 (+0.9) 和田　友陽  w11.80 (+3.7) 細田　悠斗  w11.82 (+2.2)

野々池 大久保 三原 衣川 鳴尾南 二見 常陽

山下　朱利  11.80 (+0.9)

大久保

中村　秀希  22.50 (+0.7) 杉山　昂生  22.77 (+0.7) 太田　和樹  23.74 (+0.7) 八杉　凌司  23.95 (+1.6) 岡本　祥孝  24.03 (+0.7) 明榮　凌太朗  24.19 (+1.6) 浅羽　虎瑠  24.27 (+0.7)

由良 野々池 今津 西脇南 武庫東 大久保 鳴尾南

三浦　賢亮  24.19 (+0.7)

望海

木下　裕二朗  53.72 奥井　凌央  55.96 星野　航成  56.53 岩本　優光  57.31 南口　海  57.81 小川　夏輝  58.07 仲野　真優  58.56 長野　幹土  58.64

大久保 鳴尾南 大久保 園田 立花 大久保北 三原 大蔵

山下　結人  2:03.90 名田　智貴  2:05.17 角谷　秋嘉  2:06.26 森脇　俊介  2:06.75 栁本　晃多  2:07.90 菊池　流弥  2:08.27 奥野　賢人  2:08.38 西田　楓真  2:08.62

西脇南 今津 望海 西脇南 大蔵 魚住 望海 武庫

塚元　琳太郎  9:43.50 鳥井　大輝  9:50.14 大西　晴己  9:52.24 北本　瑞希  9:59.81 松原　昂大  10:01.81 岡崎　颯樹  10:05.94 高橋　大地  10:07.36 三木　拓実  10:10.32

武庫 大久保 塩瀬 塩瀬 西脇南 塩瀬 泉 西脇南

山田　那央  w14.69 (+3.3) 尾ノ井　啓人  w15.44 (+3.3) 玉本　広志郎  w16.10 (+3.3) 萩野　俊  w16.51 (+3.3) 井上　朝陽  w16.67 (+3.3) 國井　大翔  16.89 (+1.6) 楠　廉人  17.02 (+1.6) 大久保　環  w17.16 (+3.3)

加美 二見 朝霧 望海 二見 小田北 野々池 大蔵

畑山　和範  1.70 小島　碧波  1.65 宮﨑　日和  1.65 小松　宙生  1.65 楠　廉人  1.65 古川　暖人  1.65 西山　颯人  1.60 山口　陽大  1.60

由良 由良 朝霧 小田北 野々池 望海 小園 黒田庄

砂川　向希  w6.09 (+5.4) 安居　真沙斗  w5.83 (+3.2) 小西　天弥  w5.63 (+3.4) 松本　陸  w5.46 (+2.1) 田中　遥  5.38 (+1.7) 竹田　陽  5.38 (+1.4) 枝廣　陸  5.37 (+1.9) 宮本　恵成  w5.36 (+7.4)

三原 大成 武庫東 西脇南 山口 大蔵 朝霧 小田北

中西　火々良  10.30 須田　旺来  10.21 山口　翔輝夜  10.20 兼田　釉介  10.06 京谷　歩夢  9.78 笹倉　和楽  9.58 江後　良唯  9.57 阪上　孝聖  9.09

武庫 由良 三原 大蔵 二見 加美 由良 武庫東

橋詰　竜輝  w12.06 (+2.4) 川上　聖空  w12.66 (+2.4) 三宅　嶺翔  w12.71 (+2.4) 木下　恭太朗  w12.75 (+4.6) 中井　達也  w12.87 (+2.7) 丸山　航汰  w12.94 (+2.4) 葉　凛太郎  w13.03 (+4.6) 釜谷　勝  w13.05 (+3.4)

加美 青雲 江井島 大久保 北条 三木 大久保 加美

荒天のため、競技中止

荒天のため、競技中止

荒天のため、競技中止
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日付 種目

加田　実優  12.59 (+2.0) 中尾　柚希  12.68 (+2.0) 霜門　瑠依  12.99 (+2.0) 加田　実咲  13.18 (+2.0) 福榮　美紅  13.20 (+2.0) 荻原ソフィア　絹  w13.25 (+2.2) 河田　純花  w13.26 (+2.2) 竹本　乃彩  w13.32 (+2.2)

由良 衣川 北条 由良 南淡 魚住 三原 衣川

石原　明日香  26.60 (+0.6) 酒林　萌結  26.65 (+0.6) 秦　安純  27.50 (+0.6) 黒田　陽菜  27.80 (+0.6) 山口　凜  w27.86 (+3.3) 吉澤　佳倫  28.04 (+0.6) 森本　琴音  w28.22 (+3.3)

三原 南淡 野々池 大久保 大蔵 二見 青雲

伊達　成美  w27.80 (+3.3) 佐藤　小花  28.22 (+0.6)

大久保 大久保

飯塚　菜月  2:19.98 守谷　春咲  2:26.03 熊代　宙乃  2:26.27 宮内　花菜  2:26.82 上嶋　千沙子  2:26.87 大林　萌乃佳  2:28.57 山中　愛結  2:29.21 仲井　陽菜  2:32.23

大久保 魚住 学文 青雲 鳴尾 野々池 塩瀬 朝霧

安田　瑠捺  4:41.01 田中　心渚  4:49.79 蔦川　真優  4:55.55 西尾　わこと  4:57.36 迫田　夏歩  4:58.61 守谷　春咲  5:02.94 藤本　優花  5:02.96 吉田　優音  5:04.61

小田北 青雲 泉 野々池 野々池 魚住 鳴尾 加美

吉村　心  15.10 (+2.0) 荒川　媛香  15.35 (+2.0) 谷口　乃愛  15.38 (+2.0) 荻原ソフィア　絹  15.41 (+2.0) 鈴木　咲羽  15.49 (+2.0) 大垣　菜摘  15.57 (+2.0) 原　碧夏妙  w15.87 (+2.2) 岡本　七海  15.97 (+2.0)

武庫東 大成 西脇南 魚住 野々池 黒田庄 学文 青雲

鈴木　咲羽  1.45 内之丸　実穂  1.45 久井　悠妃  1.40 松岡　美杏  1.35 寺谷　莉央  1.35 中村　結羽  1.35 伊永　彩音  1.35 齊當　ゆらり  1.30

野々池 小園 三原 魚住 衣川 大久保北 立花 自由が丘

中山　椛  1.30

大久保北

上田　鈴  1.30

武庫東

黒坂　真衣  1.30

江井島

佐々木　希  4.75 (+0.6) 空　綾乃  w4.62 (+2.1) 髙橋　穂華  4.60 (+1.2) 堀尾　楓恋  w4.56 (+2.2) 前谷　優梨菜  w4.55 (+2.7) 久木元　千夏  4.55 (+1.4) 石濵　菜花  4.53 (+0.6) 楞野　愛梨  4.50 (+1.5)

宝梅 二見 武庫東 北条 青雲 塩瀬 青雲 大久保北

岩瀬　循子  11.55 片山　乃愛  11.01 中村　葵叶  9.87 小西　里奈  9.32 鏡園　七海  9.31 松尾　蓮花  9.29 河合　美憂  9.16 吉原　清良  9.10

武庫東 青雲 衣川 学文 武庫東 青雲 大久保北 大蔵

ロバート　プリスカ  13.80 (+1.7) 東口　夏海  14.00 (+1.7) 岡本　実来  14.18 (+1.7) 田中　咲帆  14.20 (+0.1) 渡邊　花音  14.35 (+1.7) 佐々木　優愛  14.38 (-0.9)

大久保北 青雲 小田北 朝霧 大久保北 北条

小橋　美柚  14.18 (+1.7) 谷岡　美侑  14.20 (+1.7)

園田 大蔵

坪井　智聖  2:37.14 布一　結衣  2:38.11 角　悠妃  2:38.26 柴本　心優  2:38.44 松尾　風花  2:40.17 佐々木　紫乃  2:41.45 前田　さくら  2:41.68 鳴尾　真優  2:41.74

西脇南 加美 魚住 泉 泉 大久保 大久保 大久保

主催団体名 陸協名 記録主任 橋本　崇
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6月15日 800m

低学年女子 6月15日 4x100mR

6月15日 砲丸投

1年女子 6月15日 100m


