
日付 種目

八尾　藍麻  11.25 (-1.0) 森木　幹太  11.74 (-1.2) 新澤　悠人  11.80 (-1.0) 伊藤　太輔  11.82 (-1.0) 甲斐　傑  11.93 (-1.0) 野山　裕人  11.93 (-1.0) 小楠　覇夢  12.10 (-1.2) 土井　悠生  12.16 (-1.2)

塩瀬 玉津 有野北 塩瀬 氷丘 園田 塩瀬 瓦木

和田　純弥  23.71 (-1.2) 明榮　凌太朗  23.97 (-1.2) 村上　堅亮  24.63 (-1.2) 黒田　朱有斗  25.28 (0.0) 伊佐　栄人  25.37 (-1.2) 尾副　宏樹  25.50 (-1.2) 大達　夢斗  25.72 (0.0) 森田　豊人  25.76 (0.0)

塩瀬 大久保 大蔵 垂水東 西脇 櫨谷 渚 魚住東

市耒　慶次  51.87 杉山　昂生  55.28 角田　俊  56.21 森田　大雅  56.89 池永　雅也  57.11 青木　凜  57.15 木下　恭太朗  57.18 前園　尚輝  57.52

平野 野々池 野々池 自由が丘 瓦木 有野北 大久保 甲武

角谷　秋嘉  2:03.98 藤井　大智  2:07.51 奥野　賢人  2:07.98 藤井　一輝  2:08.27 日下　大誠  2:08.51 水田　一真  2:14.02 上田　丈翔  2:14.45 加陽　康生  2:15.73

望海 西脇 望海 大久保 大蔵 衣川 両荘 大久保

奥　琢磨  4:25.19 田口　博教  4:29.77 新井　準人  4:30.30 岩﨑　竜馬  4:35.35 三村　友之介  4:39.20 上野　簾太朗  4:41.94 堂内　翼  4:47.97 吉川　響葵  4:49.52

有野北 魚住 大久保 朝霧 野々池 野々池 野々池 大的

凪　恒之介  9:05.80 菱田　紘翔  9:09.72 松本　暖生  9:18.08 松本　尚也  9:19.73 小島　翠斗  9:22.81 安田　圭吾  9:24.85 瀬川　柊也  9:28.47 多鹿　優里  9:35.02

平野 有野北 神戸長坂 有野北 今津 平野 平野 平野

木下　裕二朗  15.30 (-0.1) 北山　冬真  16.07 (-0.1) 中畑　仁  16.22 (-0.1) 小谷　将馬  16.23 (-0.1) 萩野　俊  16.78 (-0.1) 久保田　圭  17.01 (-0.1) 三澤　堅心  17.19 (-0.1) 下里　日向汰  17.32 (+0.3)

大久保 社 玉津 有野北 望海 二見 二見 塩瀬

塩瀬  46.16 有野北  46.48 甲武  46.78 野々池  46.81 大久保  47.03 玉津  47.20 瓦木  47.31 園田  47.87

小楠　覇夢 大前　亮介 小野山　明寿 諸岡　俊亮 福田　世勳 山本　魁星 中澤　怜士 下地　亮太

年綱　晃広 新澤　悠人 森田　暖 角田　俊 藤井　一輝 森木　幹太 土井　悠生 野山　裕人

伊藤　太輔 本田　幸真 前園　尚輝 市　朋顕 木下　恭太朗 柏木　蓮斗 池永　雅也 楠　颯太

和田　純弥 田中　優多 原　優心 安井　達哉 明榮　凌太朗 中畑　仁 井上　丈太郎 光本　陽

市　朋顕  1.60 谷口　輪太郎  1.60 井上　裕貴  1.60 山岸　大悟  1.55 伊原　正移  1.50 宮﨑　日和  1.45

野々池 魚住 望海 魚住 大久保北 朝霧

藤本　大雅  1.60

望海

安井　達哉  1.60

野々池

鷲尾　薫  5.84 (0.0) 中戸　翔大  5.73 (0.0) 坂口　昂優  5.69 (+0.3) 小山　蒼空  5.45 (+0.7) 小椋　蓮司  5.42 (0.0) 諸岡　俊亮  5.39 (-0.6) 吉實　太一  5.21 (0.0) 下地　亮太  5.14 (-0.3)

舞子 衣川 氷丘 大的 魚住 野々池 甲武 園田

柏木　蓮斗  11.40 中野　晃光  8.41 片岡　勇星  8.38 黒河　陽月  8.36 吉岡　翔也  8.14 薮野　秀斗  8.11 藤原　宗良  7.92 福林　龍河  7.68

玉津 塩瀬 大久保北 西脇 野々池 塩瀬 社 魚住
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照　りこ  13.39 (-1.7) 植田　菜々美  13.42 (-1.7) 大坪　夏葉  13.56 (-1.9) 笠谷　梨恋  13.66 (-1.9) 谷口　心音  13.67 (-1.7) 馬場　彩名  13.73 (-2.1) 本田　紗羅  13.74 (-0.9) 大河　莉子  13.75 (-1.9)

塩瀬 魚住東 塩瀬 小園 三木東 塩瀬 小園 渚

中尾　柚希  26.65 (-0.3) 松江　彩加  27.88 (-0.3) 戸井　裕菜  28.96 (+0.4) 山口　舞桜  29.11 (-0.3) 松壽　来美  29.16 (+0.4) 大上　美里  29.27 (-0.3) 松村　穂乃香  29.57 (-0.3) 西原　瑠里  29.75 (+0.4)

衣川 玉津 瓦木 今津 瓦木 三木東 甲武 甲武

片山　咲希  2:22.74 安達　蒼璃  2:27.90 佐々木　紫乃  2:35.38 阪本　佳穂  2:35.56 好井　愛結  2:36.70 中西　ちひろ  2:37.46 南嶋　愛衣  2:38.19 前田　さくら  2:38.63

渚 西脇 大久保 小園 氷丘 明石高丘 江井島 大久保

岸本　真呼  4:50.77 西尾　わこと  4:52.55 濱村　一咲  4:53.13 迫田　夏歩  4:55.73 鈴木　　葡乃香  4:57.62 政次　未沙希  4:58.01 平田　暖  4:58.72 松本　恵愛  5:00.12

平野 野々池 神戸長坂 野々池 平野 垂水東 今津 平野

中西　桃美  14.46 (0.0) 石山　羽歌音  15.75 (0.0) 高野　真歩  16.19 (0.0) 岡本　雫  16.20 (0.0) 吉田　心美  16.32 (0.0) 髙橋　杏実  16.40 (0.0) 藤本　菜々子  16.85 (+0.7) 荒藤　凛  17.10 (+0.7)

塩瀬 上ケ原 自由が丘 衣川 瓦木 平野 大久保 原田

瓦木  52.45 塩瀬  53.18 三木東  53.43 甲武  53.75 小園  53.78 社  53.81 玉津  53.83 鳴尾  53.87

松壽　来美 大坪　夏葉 大上　美里 松本　直 本田　紗羅 藤井　彩朱 松江　彩加 村上　莉央

戸井　裕菜 馬場　彩名 吉田　伊織 松村　穂乃香 榎本　ことみ 藤本　凛桜 宇都宮　ひかり 早川　真央

吉田　心美 明石　咲希 村尻　望愛 楠本　つむぎ 今北　彩楓 山本　葵生 桑原　葵 金光　若葉

西脇　愛美 照　りこ 谷口　心音 塩田　華子 笠谷　梨恋 江頭　莉緒 石原　怜奈 井畑　天

口丸　陽菜  1.48 中尾　心春  1.45 早川　真央  1.45 井東　紗弓  1.45 奧埜　日和  1.40 藤澤　優羽  1.40 藤本　華望  1.35

小園 平野 鳴尾 瓦木 鳴尾 野々池 社

中谷　紗也  1.45

平野

栗屋　友佳  5.57 (+0.9) 西脇　愛美  5.03 (+0.9) 松本　直  5.03 (+0.9) 吉本　こゆき  4.81 (+0.9) 上田　咲笑  4.55 (+1.1) 三木　胡桃  4.53 (+1.1) 橋本　美優  4.42 (+0.5) 北村　結良  4.36 (+2.0)

氷丘 瓦木 甲武 塩瀬 自由が丘 大的 園田 有野北

中村　葵叶  10.91 河合　美憂  10.61 前本　侑衣南  9.11 山岡　里奈  8.70 小西　芹奈  8.68 岡本　彩希  8.61 野田　楓  7.75 濵田　梨々華  7.59

衣川 大久保北 野々池 朝霧 二見 大久保北 三木東 平野
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