
日付 種目

谷　一輝(3)  w11.22 (+2.9) 山城　翔大朗(3)  w11.41 (+2.9) 松尾　朋哉(3)  w11.44 (+2.9) 小川　昂太朗(3)  w11.71 (+2.9) 川田　悠貴(3)  w11.74 (+2.9) 長坂　周一(3)  w11.79 (+2.9) 安藤　亘輝(3)  w11.82 (+2.9) 角田　大夢(3)  w11.93 (+2.9)

押部谷 高倉 灘 上野 本多聞 上野 御影 垂水

山城　翔大朗(3)  22.96 (-2.9) 新澤　悠人(3)  23.11 (-2.9) 小川　昂太朗(3)  23.27 (-2.9) 小笠原　柚希(3)  23.45 (-2.9) 松尾　朋哉(3)  23.95 (-2.9) 川田　悠貴(3)  23.99 (-2.9) 青山　昇平(3)  24.51 (-2.9)

高倉 有野北 上野 有野北 灘 本多聞 上野

森井　泰造(3)  53.78 小笠原　柚希(3)  54.43 瀧埜　蒼(3)  55.29 坂林　海斗(3)  57.08 小西　一太朗(3)  57.78 森　駿翔(3)  59.08 堀内　彗覇(3)  1:02.33 荻野　颯亮(3)  1:03.18

北神戸 有野北 大原 有馬 鷹取 押部谷 鈴蘭台 北神戸

岡田　悠佑(3)  2:05.81 前田　大貴(3)  2:08.64 桝浦　彪我(3)  2:10.38 益永　信敦(3)  2:14.10 森　駿翔(3)  2:15.51 竹内　大翔(3)  2:22.89 杉本　真紘(3)  2:27.21

高倉 御影 伊川谷 灘 押部谷 有野北 本山南

髙田　滉翔(3)  4:06.54 奥村　俊太(3)  4:07.45 橋本　昊太(3)  4:15.84 磯部　煌太郎(3)  4:16.35 岡田　悠佑(3)  4:16.66 西　洸平(3)  4:18.07 奥　琢磨(3)  4:21.20 末吉　春稀(3)  4:24.24

有野 GR 大池 GR 星陵台 唐櫃 高倉 神大附属 有野北 玉津

髙田　滉翔(3)  8:49.13 橋本　昊太(3)  8:50.76 奥村　俊太(3)  9:14.76 磯部　煌太郎(3)  9:23.33 奥　琢磨(3)  9:25.17 福冨　翔(3)  9:28.39 西　洸平(3)  9:31.21 瀬川　柊也(3)  9:32.35

有野 GR 星陵台 GR 大池 唐櫃 有野北 有野 神大附属 平野

中村　文哉(3)  18.74 (-0.9) 福田　晴輝(3)  19.97 (-0.9)

有野 舞子

有野北  43.96 灘  45.38 上野  45.42 大原  45.68 塩屋  47.25 押部谷  51.15 本多聞  52.10

小笠原　柚希(3) 光藤　創志(3) 高山　烈(3) 中房　健吾(3) 後藤　碧斗(2) 松尾　真仁(3) 田野　善之(1)

新澤　悠人(3) 松尾　朋哉(3) 長坂　周一(3) 伊與田　然(3) 田中　竜馬(2) 前田　駿輔(3) 伊藤　洸太(1)

本田　幸真(3) 柳田　蓮斗(3) 青山　昇平(3) 深山　大喜(3) 中村　拓夢(2) 戎　晴大(3) 福崎　竜輝(1)

藤谷　遙聖(3) 和田　啓詩(3) 小川　昂太朗(3) 菊池　龍介(3) 田村　翔輝(3) 谷　一輝(3) 川田　悠貴(3)

石見　航(3)  1.64 松山　泰樹(3)  1.61

北神戸 北神戸

瀧尾　一稀(3)  3.40 小川　綾斗(3)  3.10 井上　椋月(3)  3.10

湊川 有野北 有野北

高山　烈(3)  3.10

上野

藤谷　遙聖(3)  6.05 (+0.5) 中本　崇斗(3)  w5.89 (+2.9) 溜水　琉偉(3)  5.79 (+0.8) 廣瀬　侑真(3)  5.76 (+1.6) 戎　晴大(3)  5.72 (+0.1) 西澤　茂輝(3)  5.63 (+0.6) 木原　亮晴(3)  5.47 (+1.1) 三枝　陸人(3)  w5.35 (+2.2)

有野北 大原 桃山台 湊川 押部谷 広陵 伊川谷 有野

藤谷　遙聖(3)  w12.39 (+2.3) 新澤　悠人(3)  11.96 (+1.5) 戎　晴大(3)  11.44 (+0.8) 小西　一太朗(3)  11.26 (+0.8)

有野北 有野北 押部谷 鷹取

前木場　獅音(3)  11.73 寒竹　悠人(3)  9.67 北島　響(3)  9.49 田中　鷲仁生(3)  9.21 竹村　公成(3)  7.77

白川台 大原 大原 垂水 上野

前木場　獅音(3)  31.04 寒竹　悠人(3)  28.08 田中　鷲仁生(3)  26.52 北島　響(3)  25.60

白川台 大原 垂水 大原

谷　一輝(3)  2542

押部谷

9月5日 110mH

9月5日 砲丸投

9月5日 走高跳

9月5日 400m  53.33

 1.71

 9.92

9月5日 四種競技

 15.07 (+1.3)

9月6日 砲丸投

9月5日 円盤投

9月5日 走幅跳

9月6日 三段跳

9月6日 走高跳

9月5日 棒高跳

9月5日 110mH

9月6日 4x100mR

9月6日 1500m

9月5日 3000m

9月6日 400m

9月5日 800m

7位 8位

男子 9月6日 100m

9月5日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

西村　祐亮
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GR



香西　万桜(3)  12.81 (+1.2) 井谷　陽菜(3)  13.13 (+1.2) 舛永　心音(3)  13.16 (+1.2) 藤田　こころ(3)  13.53 (+1.2) 熊野　菜々(3)  13.64 (+1.2) 井上　真奈美(3)  14.01 (+1.2) 中川　ほのか(3)  14.02 (+1.2)

港島学園 多聞東 筒井台 押部谷 神戸長坂 高倉 福田

香西　万桜(3)  26.48 (-3.4) 熊野　菜々(3)  27.94 (-3.4) 中川　ほのか(3)  28.31 (-3.4) 藤田　こころ(3)  28.63 (-3.4) 松尾　結衣(3)  29.26 (-3.4) 岡部　陽菜(3)  29.39 (-3.4) 城下　梨乃(3)  30.62 (-3.4) 片岡　彩萌(3)  31.16 (-3.4)

港島学園 神戸長坂 福田 押部谷 高倉 多聞東 多聞東 岩岡

瀧本　樹香(3)  2:25.92 本坊　はる(3)  2:26.32 中谷　紗也(3)  2:27.96 飯塚　恵莉子(3)  2:28.56 松井　佑奈(3)  2:28.97 白井　優花(3)  2:32.16 山本　美月(3)  2:32.46 下向井　紗里奈(3)  2:40.73

高倉 高倉 平野 太山寺 御影 太山寺 押部谷 神戸長坂

瀧本　樹香(3)  5:01.25 飯塚　恵莉子(3)  5:01.44 本坊　はる(3)  5:03.09 松井　佑奈(3)  5:04.68 尾中　日和(3)  5:12.73 宮武　萌珠(3)  5:14.06 下向井　紗里奈(3)  5:27.00 酒井　梨緒(3)  5:28.51

高倉 太山寺 高倉 御影 玉津 小部 神戸長坂 有野北

坪田　まどか(3)  15.57 (-1.0) 岡野　萌果(3)  16.75 (-1.0) 髙橋　杏実(3)  17.19 (-1.0) 藤原　夢(3)  18.09 (-1.0)

太山寺 本山南 平野 山田

多聞東  50.62 高倉  53.26 大原  54.11 平野  55.45 櫨谷  55.64 須磨学園  57.03 御影  58.53 本山南  58.81

城下　梨乃(3) 井上　真奈美(3) 伊東　美咲(3) 濵田　梨々華(3) 田中　葵(2) 圓井　美結(3) 向　瑶奈(1) 酒井　琴音(2)

井谷　陽菜(3) 松尾　結衣(3) 園田　瀬利(3) 竹川　芽羽(3) 内藤　美空(2) 上野　彩(3) 吉田　弥央(1) 上田　深咲(3)

岡部　陽菜(3) 森安　桜子(3) 泉　春香(3) 中谷　紗也(3) 滝本　爽(3) 圓井　咲笑(3) 大井　杏里彩(1) 齊藤　愛美(2)

西藤　杏純(3) 山口　瑞生(2) 髙本　美咲(3) 髙橋　杏実(3) 鈴木　和奏(3) 平山　葵(2) 春名　柚希(3) 岡野　萌果(3)

原田　梨子(3)  1.58 中谷　紗也(3)  1.45 大平　稀子(3)  1.40

向洋 平野 唐櫃

舛永　心音(3)  5.29 (+1.2) 石田　凜花(3)  4.58 (+1.3) 春名　柚希(3)  4.55 (+1.7) 片岡　彩萌(3)  4.47 (+1.4) 村住　宙(3)  w4.18 (+2.1)

筒井台 星陵台 御影 岩岡 小部

竹川　芽羽(3)  9.72 小西　乃愛(3)  8.94 濵田　梨々華(3)  7.77

平野 大原 平野

小西　乃愛(3)  25.18 濵田　梨々華(3)  21.30 竹川　芽羽(3)  17.79 市村　葵(3)  16.42

大原 平野 平野 小部

9月5日 100mH

9月5日 走高跳

9月5日 砲丸投

9月5日 200m

w (wind assist) : 追風参考

9月5日 四種競技

9月6日 砲丸投

9月5日 円盤投

9月6日 走高跳

9月6日 走幅跳

9月5日 100mH

9月5日 4x100mR

9月5日 800m

9月6日 1500m

女子 9月6日 100m

9月5日 200m


