
共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオツカ　ソウ ホクセツサンダコウ [11.45] タケウチ　ユウト ケヤキダイ [11.80]

2 259 大塚　奏(2) 北摂三田高 2 60602 竹内　悠登(3) けやき台
キヨタ　アツキ サンダガクエンコウコ [11.45] カシワギ　シュウヤ サンダガクエンコウコ [11.80]

3 185 清田　空月(3) 三田学園高校 3 189 柏木　秀也(2) 三田学園高校
アベ　コウダイ サンダショウンカン [11.29] クスモト　カズト ハサマ [11.59]

4 1352 阿部　航大(3) 三田祥雲館 4 60519 楠本　知斗(4) 狭間
オカモト　ナオヤ カンセイガクイン [10.89] キタワキ　ナオヤ アリマコウコウ [11.45]

5 岡本　直也(2) 関西学院大学 5 372 北脇　尚弥(3) 有馬高校
サワ　コウヘイ フロンティアエーシー [11.00] ニシハタ　タケル サンダセイリョウコウ [11.70]

6 2431 澤　航平(-) フロンティア 6 1217 西畑　壮琉(2) 三田西陵高
ホリエ　シンタロウ メットライフ [10.99] ミヤタ　ハルト ホクセツサンダコウ [11.45]

7 2015 堀江　新太郎(-) メット 7 252 宮田　晴人(3) 北摂三田高
シンタニ　ユウヒ キンキダイ [11.39] キタダ　ハルト サンダセイリョウコウ [11.75]

8 6-555 新谷　勇陽(4) 近畿大 8 1216 北田　晴翔(2) 三田西陵高
シマ　シンノスケ サンダガクエンコウコ [11.44] コマエ　セイガ サンダガクエンコウコ [11.71]

9 188 島　真之介(2) 三田学園高校 9 192 小前　晴雅(1) 三田学園高校

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカモト　ソウタ ユリノキダイ [11.96] ナラヒラ　ソラ ホクセツサンダコウ [12.20]

2 60973 坂本　颯大(3) ゆりのき台 2 262 奈良平　宙(2) 北摂三田高
トクモト　ガク ハサマ [11.98] フジモト　イッペイ ホクセツサンダコウ [12.21]

3 60575 徳本　雅空(3) 狭間 3 267 藤本　一平(2) 北摂三田高
スズキ　ユウト サンダショウンカン [11.85] チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ [12.06]

4 1364 鈴木　友翔(2) 三田祥雲館 4 60605 中条　虎太郎(3) けやき台
キウチ　コウタ サンダガクエンコウコ [11.80] タナカ　ダイジロウ アリマコウコウ [12.00]

5 187 木内　康太(3) 三田学園高校 5 382 田中　大二朗(2) 有馬高校
タナカ　アモン サンダショウンカン [11.84] マサオカ　ダイチ サンダショウンカン [12.00]

6 1355 田中　亜門(3) 三田祥雲館 6 1359 政岡　大智(2) 三田祥雲館
ムラカミ　ツカサ アリマコウコウ [11.80] スズキ　シュンスケ ミキヒガシ [12.05]

7 369 村上　司(3) 有馬高校 7 35656 鈴木　駿介(2) 三木東
シライシ　リョウ サンダガクエンコウコ [11.90] フクヤマ　キズナ ハッケイ [12.10]

8 193 白石　稜(1) 三田学園高校 8 60313 福山　世(4) 八景
フジモト　ケンゴ ミキヒガシ [12.09]

9 35644 藤本　健吾(3) 三木東

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒガシヤマ　ハルキ アリマコウコウ [12.40] ウシオ　ソウタロウ カイバラ [12.63]

2 376 東山　明輝(2) 有馬高校 2 64186 牛尾　蒼太郎(3) 柏原
マエガワ　ツヨシ ハッケイ [12.47] クゴ　ユウキ アサヒガオカ [12.64]

3 60303 前川　剛志(4) 八景 3 37272 久語　勇輝(3) 旭丘
ヒワ　ソウイチロウ サンダガクエンコウコ [12.30] コヤマ　ナオキ サンダガクエンコウコ [12.50]

4 195 檜皮　壮一郎(1) 三田学園高校 4 186 小山　直樹(3) 三田学園高校
ミゾグチ　ガク サンダガクエン [12.30] モリ　トウマ ケヤキダイ [12.50]

5 60148 溝口　岳(3) 三田学園 5 60611 森　翔生(3) けやき台
フジタ　ケイゴ サンダガクエンコウコ [12.30] ヤナギタ　ヤマト カスガ [12.49]

6 194 藤田　啓伍(1) 三田学園高校 6 65178 栁田　大和(3) 春日
アサダ　タクミ ホクセツサンダコウ [12.22] ヤマシタ　ケイ ケヤキダイ [12.50]

7 258 浅田　拓海(2) 北摂三田高 7 60612 山下　桂(3) けやき台
イナバ　シンノスケ サンダセイリョウコウ [12.30] オオエ　リクト ササヤマヒガシ [12.58]

8 1218 稲葉　真之介(2) 三田西陵高 8 62232 大江　陸人(3) 篠山東
タナカ　ショウハ ジユウガオカ [12.31] イチジマ　ユウキ ジユウガオカ [12.63]

9 35511 田中　將覇(3) 自由が丘 9 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシナカ　ユウイチ アリマコウコウ [12.90] ナカノ　タイシ セイヨウ [13.00]

2 379 西中　雄一(2) 有馬高校 2 35300 中野　汰士(3) 星陽
ニシザワ　ミクモ ユリノキダイ [12.88] ツグマ　コウキチ アリマコウコウ [13.00]

3 60984 西澤　海雲(3) ゆりのき台 3 380 津隈　功吉(2) 有馬高校
マエヤマ　マサノリ オノ [12.75] カワカミ　ユウセイ オノ [12.91]

4 37147 前山　正憲(2) 小野 4 37130 河上　侑聖(3) 小野
ソノダ　ハルキ ハッケイ [12.68] ヘファナン　カナタ ユリノキダイ [12.98]

5 60322 園田　晴輝(3) 八景 5 60983 ﾍﾌｧﾅﾝ　加和多(3) ゆりのき台
タノウエ　ダイキ ケヤキダイ [12.78] トガワ　イズキ ミキヒガシ [12.94]

6 60623 田上　大貴(2) けやき台 6 35639 戸川　稜生(3) 三木東
オカムラ　ユウマ シジミ [12.76] ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ [12.98]

7 35201 岡村　優磨(2) 志染 7 35442 横山　右喬(3) 緑が丘
カンザワ　コタロウ サンダガクエン [12.80] ヤマダ　ミズキ ホクセツサンダコウ [13.00]

8 60145 神澤　虎太郎(3) 三田学園 8 263 山田　瑞揮(2) 北摂三田高
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ [12.87] シバハラ　チハル カスガ [13.00]

9 60436 坂東　博文(2) 長坂 9 65181 柴原　智陽(3) 春日

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカタニ　バンリ ミキヒガシ [13.14] ハセガワ　ウキョウ オノ [13.49]

2 35643 中谷　絆里(3) 三木東 2 37134 長谷川　右京(3) 小野
ナカタニ　ユウト アサヒガオカ [13.17] イセキ　ユウサク ササヤマヒガシ [13.47]

3 37284 中谷　悠人(2) 旭丘 3 62231 井関　裕策(3) 篠山東
ミネギシ　シュンスケ アサヒガオカ [13.10] ハラダ　オウスケ ナガサカ [13.24]

4 37273 嶺岸　俊介(3) 旭丘 4 60432 原田　欧介(3) 長坂
カドイシ　アツキ ミドリガオカ [13.06] フジモト　コウキ オノ [13.40]

5 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘 5 37135 藤本　虹輝(3) 小野
イナダ　コウヨウ アサヒガオカ [13.04] フジモト　シュリ ミキヒガシ [13.17]

6 37271 稲田　昊陽(3) 旭丘 6 35657 藤本　珠璃(2) 三木東
オオハシ　タツト ユリノキダイ [13.03] マエナカ　タイセイ ユリノキダイ [13.36]

7 60971 大橋　龍翔(3) ゆりのき台 7 60907 前中　泰正(2) ゆりのき台
ミサワ　ヒロキ サンダセイリョウコウ [13.10] コウミョウ　ショウ ハッケイ [13.41]

8 1214 三澤　浩樹(3) 三田西陵高 8 60337 光明　翔(2) 八景
タカミ　ナオキ カスガ [13.10] コハマ　リオン ユリノキダイ [13.43]

9 65183 髙見　直希(3) 春日 9 60916 小濱　凛音(2) ゆりのき台

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツイ　アキト ミドリガオカ [13.65] カタヤマ　トモキ サンダガクエン [13.90]

2 35409 松居　暉大(2) 緑が丘 2 60143 片山　幹基(3) 三田学園
キザキ　リョウ ユリノキダイ [13.65] ニシオ　ヒロト オノ [13.75]

3 60912 木崎　諒(2) ゆりのき台 3 37133 西尾　優人(3) 小野
キジマ　ヒロミ ミキヒガシ [13.51] タカイシ　ハルト ハサマ [13.65]

4 35652 木嶋　宏海(2) 三木東 4 60503 高石　陽士(2) 狭間
ナカヒガシ　トワ ハッケイ [13.55] ヒラタ　コタロウ オノ [13.73]

5 60336 中東　斗我(2) 八景 5 37145 平田　琥大朗(2) 小野
カワグチ　ハルタ サンダガクエン [13.60] シミズ　ケイスケ ミドリガオカ [13.66]

6 60144 川口　遥大(3) 三田学園 6 35434 清水　慶介(3) 緑が丘
モリ　ケンタロウ ハッケイ [13.55] ヒライ　ダイチ ケヤキダイ [13.79]

7 60324 森　健太朗(3) 八景 7 60624 平井　大智(2) けやき台
アサ　シイマ イチジマ [13.61] イマサカ　リョウタ サンダガクエン [13.90]

8 65330 朝　椎磨(3) 市島 8 60106 今坂　瞭太(2) 三田学園
トミオカ　アラタ ケヤキダイ [13.60]

9 60604 冨岡　新(3) けやき台
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
エグチ　ユウマ ミキヒガシ [14.31] ナクイ　トシヒコ ハサマ [14.50]

2 35637 江口　祐守(3) 三木東 2 60508 名久井　俊彦(2) 狭間
ヤングオオタ　テイオウ フジ [13.93] イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ [14.50]

3 60709 ヤング太田　禎寛(2) 富士 3 35402 井上　俊哉(2) 緑が丘
シンセイ　タカヤ アサヒガオカ [14.09] ハタナカ　シュウ ハサマ [14.36]

4 37285 神生　嵩矢(2) 旭丘 4 60509 畠中　志優(2) 狭間
マエガワ　ケイゴ ハッケイ [14.00] ヤマダ　ケイシ ミドリガオカ [14.35]

5 60308 前川　圭吾(4) 八景 5 35441 山田　慧士(3) 緑が丘
ヤマウチ　シュウキ カスガ [13.90] ツツイ　タカアキ ユリノキダイ [14.38]

6 65195 山内　柊希(2) 春日 6 60910 筒井　貴堯(2) ゆりのき台
ニシナカ　アツシ ハッケイ [14.24] ヨノ　ユウスケ サンダガクエン [14.50]

7 60338 西中　篤史(2) 八景 7 60105 與ノ　釉祐(2) 三田学園
イノウエ　ユウダイ オノ [14.20] シミズ　カムイ サンダガクエン [14.50]

8 37142 井上　裕大(2) 小野 8 60103 清水　神衣(2) 三田学園

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キダ　ダイゴ ミキヒガシ [14.89] ニシガミ　タクマ ユリノキダイ [15.16]

2 35654 木多　大鼓(2) 三木東 2 60917 西上　拓真(2) ゆりのき台
イワタ　セイヤ ケヤキダイ [14.50] オオガミ　トモキ サンダガクエン [14.90]

3 60620 岩田　征也(2) けやき台 3 60101 大上　智輝(2) 三田学園
ヤマウチ　ダイキ カスガ [14.65] マエハタ　ハヤト セイヨウ [15.00]

4 65179 山内　大暉(3) 春日 4 35322 前畠　颯斗(2) 星陽
カマシタ　マサト ハッケイ [14.53] ミズシマ　セイノスケ イチジマ [14.97]

5 60321 釜下　雅和(3) 八景 5 65341 水嶋　誠之介(2) 市島
ヒライ　アツキ ハサマ [14.70] ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [14.95]

6 60577 平井　敦基(3) 狭間 6 60628 溝端　航(2) けやき台
モリ　トシキ ミドリガオカ [14.75] タナカ　ケンセイ アサヒガオカ [15.03]

7 35439 森　俊樹(3) 緑が丘 7 37287 田中　健聖(2) 旭丘
コバヤシ　ハヤト ユリノキダイ [14.89] ヒロサカ　リンタロウ オノ [15.04]

8 60902 小林　隼翔(2) ゆりのき台 8 37146 廣坂　倫太郎(2) 小野

17組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キグチ　リュウタ ミドリガオカ

2 35417 木口　琉太(2) 緑が丘
マエカワ　カイト ケヤキダイ [15.50]

3 60626 前川　海斗(2) けやき台
カワイ　ユウマ ミドリガオカ [15.89]

4 35407 河井　祐真(2) 緑が丘
アベ　ヨウタロウ フジ [15.58]

5 60706 阿部　耀太郎(2) 富士
クラモト　コウキ ユリノキダイ [15.24]

6 60915 倉本　昊輝(2) ゆりのき台
ヤマシカ　シュンスケ ハッケイ [16.04]

7 60333 山鹿　俊輔(2) 八景
スエヒサ　タイガ ミキヒガシ [17.87]

8 35653 末久　大河(2) 三木東
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共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクヤマ　キズナ ハッケイ [24.74] ヤナギタ　ヤマト カスガ [25.76]

2 60313 福山　世(4) 八景 2 65178 栁田　大和(3) 春日
コマエ　セイガ サンダガクエンコウコ [24.50] フジモト　ケンゴ ミキヒガシ [24.84]

3 192 小前　晴雅(1) 三田学園高校 3 35644 藤本　健吾(3) 三木東
キヨタ　アツキ サンダガクエンコウコ [23.50] チュウジョウ　コタロウ ケヤキダイ [24.84]

4 185 清田　空月(3) 三田学園高校 4 60605 中条　虎太郎(3) けやき台
シマ　シンノスケ サンダガクエンコウコ [23.10] コヤマ　ナオキ サンダガクエンコウコ [25.00]

5 188 島　真之介(2) 三田学園高校 5 186 小山　直樹(3) 三田学園高校
オオツカ　ソウ ホクセツサンダコウ [23.52] トクモト　ガク ハサマ [24.88]

6 259 大塚　奏(2) 北摂三田高 6 60575 徳本　雅空(3) 狭間
タナカ　ダイジロウ アリマコウコウ [24.50] イトウ　ヒダカ ホクセツサンダコウ [25.50]

7 382 田中　大二朗(2) 有馬高校 7 254 伊藤　飛岳(3) 北摂三田高
タナカ　ショウハ ジユウガオカ [24.54] ヒワ　ソウイチロウ サンダガクエンコウコ [25.50]

8 35511 田中　將覇(3) 自由が丘 8 195 檜皮　壮一郎(1) 三田学園高校

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハラダ　オウスケ ナガサカ [27.34] キザキ　リョウ ユリノキダイ

2 60432 原田　欧介(3) 長坂 2 60912 木崎　諒(2) ゆりのき台
シバハラ　チハル カスガ [26.44] ソノダ　ハルキ ハッケイ [28.26]

3 65181 柴原　智陽(3) 春日 3 60322 園田　晴輝(3) 八景
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ [26.77] イノウエ　ユウダイ オノ [28.39]

4 60436 坂東　博文(2) 長坂 4 37142 井上　裕大(2) 小野
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ [25.77] ワダ　ユウキ ユリノキダイ [27.95]

5 35534 市島　悠貴(2) 自由が丘 5 60911 和田　悠生(2) ゆりのき台
フジタ　ケイゴ サンダガクエンコウコ [25.80] コハマ　リオン ユリノキダイ [27.92]

6 194 藤田　啓伍(1) 三田学園高校 6 60916 小濱　凛音(2) ゆりのき台
マエヤマ　マサノリ オノ [27.30] タノウエ　ダイキ ケヤキダイ

7 37147 前山　正憲(2) 小野 7 60623 田上　大貴(2) けやき台
カドイシ　アツキ ミドリガオカ [27.04] ヒロサカ　リンタロウ オノ [30.48]

8 35413 角石　淳貴(2) 緑が丘 8 37146 廣坂　倫太郎(2) 小野
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共通男子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シライシ　リョウ サンダガクエンコウコ [55.00] ヤマシタ　ケイ ケヤキダイ [59.32]

3 193 白石　稜(1) 三田学園高校 3 60612 山下　桂(3) けやき台
タケウチ　ユウト ケヤキダイ [54.50] ツツミ　ソラ サンダショウセイ [57.00]

4 60602 竹内　悠登(3) けやき台 4 486 堤　大空(3) 三田松聖
クスダ　マサヒロ サンダショウセイ [52.50] ヨシダ　ショウゴ サンダショウセイ [56.00]

5 487 楠田　正弘(3) 三田松聖 5 489 吉田　翔悟(3) 三田松聖
アベ　コウダイ サンダショウンカン [51.77] ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ [55.81]

6 1352 阿部　航大(3) 三田祥雲館 6 62234 吉田　宥也(3) 篠山東
キタダ　ハルト サンダセイリョウコウ [53.26] ウシジマ　タクト サンダショウセイ [55.00]

7 1216 北田　晴翔(2) 三田西陵高 7 485 牛嶋　拓人(3) 三田松聖
ウエノ　リョウタ サンダガクエンコウコ [55.00] カンザワ　コタロウ サンダガクエン [58.50]

8 172 上野　綾汰(4) 三田学園高校 8 60145 神澤　虎太郎(3) 三田学園
ヒガシヤマ　ハルキ アリマコウコウ [54.50] タケウチ　レン サンダショウウンカン [59.30]

9 376 東山　明輝(2) 有馬高校 9 1360 竹内　蓮(2) 三田祥雲館

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカイシ　ハルト ハサマ [1:02.95] オダ　ナオヤ ユリノキダイ

3 60503 高石　陽士(2) 狭間 3 60914 小田　直弥(2) ゆりのき台
ヒラタ　コタロウ オノ [1:00.00] ナガタ　ソラ ユリノキダイ [1:08.04]

4 37145 平田　琥大朗(2) 小野 4 60976 永田　空(3) ゆりのき台
スガワラ　ヤマト サンダショウンカン [1:00.00] トミオカ　アラタ ケヤキダイ [1:03.17]

5 1358 菅原　大和(2) 三田祥雲館 5 60604 冨岡　新(3) けやき台
ナカタニ　バンリ ミキヒガシ [59.51] ヒライ　ダイチ ケヤキダイ [1:03.11]

6 35643 中谷　絆里(3) 三木東 6 60624 平井　大智(2) けやき台
ニシダ　キラト サンダショウセイ [1:00.00] カワムラ　イッケイ ユリノキダイ [1:06.83]

7 403 西田　輝斗(2) 三田松聖 7 60982 河村　一慶(3) ゆりのき台
テラダ　マサト ハサマ [1:01.41] ミズコシ　ユウスケ ユリノキダイ [1:10.00]

8 60571 寺田　真翔(3) 狭間 8 60979 水越　祐輔(3) ゆりのき台
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共通男子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシカワ　ハヤテ アリマコウコウ [2:20.00] コンドウ　リョウタ カスガ [2:34.76]

1 378 西川　颯(2) 有馬高校 1 65193 近藤　涼太(2) 春日
ヨコヤマ　タツキ ミドリガオカ [2:20.16] ニシダ　ヒナタ ナガサカ [2:35.00]

2 35406 横山　達己(2) 緑が丘 2 60435 西田　陽(2) 長坂
オオニシ　シン アリマコウコウ [2:20.00] タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [2:33.06]

3 385 大西　芯(2) 有馬高校 3 60904 夛川　琳太朗(2) ゆりのき台
ツグマ　コウキチ アリマコウコウ [2:07.00] ヤマモト　レン ミドリガオカ [2:23.56]

4 380 津隈　功吉(2) 有馬高校 4 35410 山本　蓮(2) 緑が丘
ヒラサワ　コウイチロウ ホクセツサンダコウ [2:05.00] イマニシ　レイ ナガサカ [2:22.93]

5 273 平澤　宏一郎(2) 北摂三田高 5 60430 今西　玲偉(3) 長坂
イトウ　ヒダカ ホクセツサンダコウ [2:05.00] タナカ　シュンガ ケヤキダイ [2:22.36]

6 254 伊藤　飛岳(3) 北摂三田高 6 60603 田中　舜雅(3) けやき台
ヤマダ　ミズキ ホクセツサンダコウ [2:05.00] クロダ　コウキ ユリノキダイ [2:23.41]

7 263 山田　瑞揮(2) 北摂三田高 7 60972 黒田　幸輝(3) ゆりのき台
スザキ　タイセイ サンダガクエンコウコ [2:15.00] シマダ　ユウト アリマコウコウ [2:25.00]

8 181 須崎　泰成(3) 三田学園高校 8 373 嶋田　祐仁(3) 有馬高校
ナガキ　トモヤ サンダセイリョウコウ [2:16.00] ニシムラ　ソウイチロウ ミドリガオカ [2:30.21]

9 1213 永喜　友哉(3) 三田西陵高 9 35438 西村　奏一郎(3) 緑が丘
ナガイ　ショウ サンダガクエンコウコ [2:18.00] ミヤノ　タイチ カイバラ [2:25.64]

10 197 永井　柊羽(1) 三田学園高校 10 64185 宮野　太一(3) 柏原
ヨシダ　ユウヤ ササヤマヒガシ [2:19.90] カドイシ　リュウジ ミドリガオカ [2:32.10]

11 62234 吉田　宥也(3) 篠山東 11 35432 角石　流侍(3) 緑が丘

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オカミ　マナブ ケヤキダイ

1 60621 岡見　学(2) けやき台
クスノセ　コウヘイ ユリノキダイ

2 60913 楠瀬　航平(2) ゆりのき台
フクオカ　ハル アサヒガオカ [2:48.07]

3 37286 福岡　晴流(2) 旭丘
ホソミ　タイシ カスガ [2:39.36]

4 65194 細見　大志(2) 春日
ノグチ　ユウダイ ケヤキダイ [2:35.14]

5 60607 野口　優大(3) けやき台
ナカニシ　ユウト ハサマ [2:42.62]

6 60504 中西　優人(2) 狭間
オギノ　リョウヘイ カスガ

7 65192 荻野　稜平(2) 春日
ナカガワ　タイキ ユリノキダイ

8 60975 仲川　大稀(3) ゆりのき台
カタヤマ　ユウリ カスガ

9 65191 片山　悠里(2) 春日
スミダ　ショウタ ユリノキダイ

10 60903 住田　祥太(2) ゆりのき台
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミト　ショウタ ケヤキダイ [4:40.91] フクヅミ　キイチ ケヤキダイ [4:57.81]

1 60610 水戸　将太(3) けやき台 1 60625 福積　輝一(2) けやき台
モリモト　リョウヤ サンダショウセイ [4:46.00] コンドウ　リョウタ カスガ [4:59.28]

2 488 森本　稜也(3) 三田松聖 2 65193 近藤　涼太(2) 春日
イワナミ　ショウタ アリマコウコウ [4:46.00] オギノ　リョウヘイ カスガ [4:59.87]

3 381 岩波　翔太(2) 有馬高校 3 65192 荻野　稜平(2) 春日
マツモト　ミズキ オノ [4:42.33] タカハラ　ソウタ アサヒガオカ [4:59.28]

4 37148 松本　瑞輝(2) 小野 4 37281 髙原　颯大(2) 旭丘
ヨシオカ　ソラン サンダショウンカン [4:41.19] イマニシ　レイ ナガサカ [4:49.81]

5 1351 吉岡　空音(3) 三田祥雲館 5 60430 今西　玲偉(3) 長坂
オクノ　ソウタ ホクセツサンダコウ [4:06.00] サタケ　コウセイ カスガ [4:49.09]

6 251 奥野　颯太(3) 北摂三田高 6 65182 佐竹　虹星(3) 春日
アズマ　シュウタ サンダショウセイ [3:58.00] オオシマ　ユリヤ ミキヒガシ [4:48.07]

7 484 東　秀太(3) 三田松聖 7 35645 大嶋　友莉哉(3) 三木東
クヤマ　ダイスケ ホクセツサンダコウ [4:06.00] カワイ　ジナン オノ [4:47.73]

8 257 久山　大祐(2) 北摂三田高 8 37144 河合　仁楠(2) 小野
ノイシキ　ユウゼン サンダショウンカン [4:19.07] イシモト　タクミ カイバラ [4:54.17]

9 1362 野一色　雄善(2) 三田祥雲館 9 64182 石本　巧望(3) 柏原
アカサカ　ユウスケ ハッケイ [4:39.83] アワノ　ケンシン ササヤマヒガシ [4:56.61]

10 60331 赤坂　勇輔(2) 八景 10 62230 粟野　謙心(3) 篠山東
カジ　サトシ サンダガクエンコウコ [4:36.00] アリノベ　アキヨシ サンダショウセイ [4:55.00]

11 180 鍛示　智志(3) 三田学園高校 11 408 有延　彰彬(2) 三田松聖
マエガワ　ケイゴ ハッケイ [4:37.01] ウジハラ　キョウシロウ ハサマ [4:50.62]

12 60308 前川　圭吾(4) 八景 12 60501 氏原　京志郎(2) 狭間
ナカタ　リョウタ サンダショウンカン [4:38.84]

13 1356 中田　遼太(3) 三田祥雲館

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カタヤマ　ユウリ カスガ [5:13.58] ハシヅメ　シュンゴ セイヨウ [6:00.00]

1 65191 片山　悠里(2) 春日 1 35321 橋爪　春醐(2) 星陽
カミオク　コウダイ オノ [5:13.88] マツザキ　リキヤ フジ [6:12.34]

2 37143 上奥　航大(2) 小野 2 60708 松崎　力也(2) 富士
イワタ　ユウキ ハサマ [5:11.22] アズキ　コウマ ササヤマヒガシ [5:55.71]

3 60579 岩田　祐樹(3) 狭間 3 62240 小豆　晄真(2) 篠山東
ツジ　テッセイ サンダガクエン [5:10.10] ナカタニ　ショウイチ サンダショウンカン [6:00.00]

4 60104 辻　哲成(2) 三田学園 4 1361 中谷　翔一(2) 三田祥雲館
アベ　アツヒサ オノ [4:59.87] スミダ　ショウタ ユリノキダイ [5:14.12]

5 37141 阿部　篤尚(2) 小野 5 60903 住田　祥太(2) ゆりのき台
イケダ　リョウマ ミドリガオカ [5:07.20] ミヤモト　ソウシ サンダガクエンコウコ [5:15.00]

6 35412 池田　燎真(2) 緑が丘 6 198 宮本　爽史(1) 三田学園高校
ナカ　ショウタ ハッケイ [5:00.44] ニシケ　キヨハル ハサマ [5:21.42]

7 60323 仲　祥汰(3) 八景 7 60505 西家　清春(2) 狭間
サカモト　リョウタ イチジマ [5:00.13] コミヤマ　アユム フジ [5:16.31]

8 65331 阪本　了太(3) 市島 8 60705 込山　歩(3) 富士
ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ [5:07.72] フジタ　ショウ セイヨウ [5:35.00]

9 62241 波部　尚樹(2) 篠山東 9 35301 藤田　翔(3) 星陽
ゴ　カケツ サンダガクエン [5:10.01] ホソミ　タイシ カスガ [5:22.39]

10 60146 呉　家傑(3) 三田学園 10 65194 細見　大志(2) 春日
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [5:09.95] シライ　ヒロト ハッケイ [5:49.00]

11 60904 夛川　琳太朗(2) ゆりのき台 11 60332 白井　大翔(2) 八景
ヤマシタ　ソウキ ミドリガオカ [5:08.89] ムカイ　ハルキ ケヤキダイ [5:39.39]

12 35440 山下　操樹(3) 緑が丘 12 60629 向井　春生(2) けやき台
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中学男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ドイ　タケシ オノ [10:21.82] ミナミ　タイセイ ナガサカ [11:30.00]

1 37132 土井　健史(3) 小野 1 60438 南　大晴(2) 長坂
タニ　ケイタ ユリノキダイ [10:30.00] サカモト　リョウタ イチジマ [11:24.40]

2 60905 谷　佳汰(2) ゆりのき台 2 65331 阪本　了太(3) 市島
ハタセ　コウタ ユリノキダイ [10:24.73] コヤマ　リョウガ ナガサカ [11:30.00]

3 60977 畑瀬　滉太(3) ゆりのき台 3 60439 小山　諒月(2) 長坂
ナカバヤシ　トキ ハッケイ [10:15.43] アワノ　ケンシン ササヤマヒガシ [10:42.29]

4 60307 中林　斗軌(4) 八景 4 62230 粟野　謙心(3) 篠山東
ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ [10:18.00] スガワラ　トシヤ ケヤキダイ [10:55.34]

5 37283 吉田　幸弘(2) 旭丘 5 60622 菅原　俊哉(2) けやき台
ヤマモト　ユウキ ハッケイ [9:51.00] ミゾモト　チカト ナガサカ [10:50.00]

6 60317 山本　侑輝(4) 八景 6 60437 溝本　慎斗(2) 長坂
タナカ　シュンジ オノ [9:59.26] ツチモチ　アサヒ ユリノキダイ [10:30.73]

7 37131 田中　駿士(3) 小野 7 60906 土持　朝陽(2) ゆりのき台
キタザワ　ソウマ サンダガクエン [10:20.00] ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ [11:01.17]

8 60102 北澤　宗馬(2) 三田学園 8 35530 矢野　将梧(2) 自由が丘
フジワラ　シンタロウ オノ [10:21.34] タガシラ　コウノスケ ユリノキダイ [11:13.14]

9 37136 藤原　慎太郎(3) 小野 9 60908 田頭　昊之助(2) ゆりのき台
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高校男子5000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケイ　ヤスオ ジーアールラボ [19:00.00]

1 359 武居　泰男(-) ＧＲｌａｂ
イノクマ　ユウノスケ サンダエィエックス [18:25.00]

2 6434 猪熊　勇之介(-) 三田ＡＸ
モリタマ　フウガ サンダセイリョウコウ [16:50.00]

3 1215 森玉　鳳雅(2) 三田西陵高
オオニシ　ヒデヤ サンダガクエンコウコ [18:30.00]

4 179 大西　秀弥(3) 三田学園高校
コヤナギ　リュウト サンダガクエンコウコ [19:13.00]

5 196 小柳　琉渡(1) 三田学園高校
ナカミチ　ユウタ ホクセツサンダコウ [16:15.00]

6 260 中道　裕太(2) 北摂三田高
トウゴウ　マサヤ ホクセツサンダコウ [16:20.00]

7 248 東郷　将也(4) 北摂三田高
ウジハラ　コウシロウ ホクセツサンダコウ [15:36.48]

8 261 氏原　功志郎(2) 北摂三田高
ウエダ　ジュンヤ ホクセツサンダコウ [15:21.42]

9 255 植田　順也(3) 北摂三田高
ミキ　ヨシノリ サンダエィエックス [16:50.00]

10 6432 三木　良紀(-) 三田ＡＸ
ナカツカサ　アラタ サンダガクエンコウコ [16:40.55]

11 190 中務　新太(2) 三田学園高校
フジワラ　カイト アリマコウコウ [16:20.00]

12 371 藤原　魁人(3) 有馬高校
イチカワ　ヒロキ サンダエィエックス [16:50.00]

13 6420 市川　博基(-) 三田ＡＸ
ツチモチ　カナデ ホクセツサンダコウ [16:40.00]

14 272 土持　奏(2) 北摂三田高
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中学男子110mH [91.4cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラオカ　コウセイ ユリノキダイ [20.41]

1 60978 平岡　弘成(3) ゆりのき台
ハセガワ　ウキョウ オノ [20.86]

2 37134 長谷川　右京(3) 小野
ヤマウチ　ソラト ユリノキダイ [20.28]

3 60980 山内　空斗(3) ゆりのき台
イセキ　ユウサク ササヤマヒガシ [17.83]

4 62231 井関　裕策(3) 篠山東
マエダ　タクミ フジ [19.21]

5 60703 前田　拓海(3) 富士
タカミ　ナオキ カスガ [19.36]

6 65183 髙見　直希(3) 春日
フジモト　コウキ オノ [19.24]

7 37135 藤本　虹輝(3) 小野
モリシタ　トモヤ ユリノキダイ [19.84]

8 60981 森下　友哉(3) ゆりのき台
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ [19.41]

9 35403 片山　朝陽(2) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ハサマ [50.00] ケヤキダイ [46.95]

2 狭間 6 けやき台
[  ] タカイシ　ハルト [  ] ナクイ　トシヒコ [  ] ハタナカ　シュウ [  ] タケウチ　ユウト [  ] チュウジョウ　コタロウ [  ] モリ　トウマ

60503 高石 陽士(2) 60508 名久井 俊彦(2) 60509 畠中 志優(2) 60602 竹内 悠登(3) 60605 中条 虎太郎(3) 60611 森 翔生(3)
[  ] テラダ　マサト [  ] トクモト　ガク [  ] ヒライ　アツキ [  ] ヤマシタ　ケイ [  ] タノウエ　ダイキ [  ] ヒライ　ダイチ

60571 寺田 真翔(3) 60575 徳本 雅空(3) 60577 平井 敦基(3) 60612 山下 桂(3) 60623 田上 大貴(2) 60624 平井 大智(2)

アサヒガオカ [50.28] ミドリガオカ [49.00]

3 旭丘 7 緑が丘
[  ] イナダ　コウヨウ [  ] クゴ　ユウキ [  ] ミネギシ　シュンスケ [  ] カタヤマ　アサヒ [  ] マツイ　アキト [  ] カドイシ　アツキ

37271 稲田 昊陽(3) 37272 久語 勇輝(3) 37273 嶺岸 俊介(3) 35403 片山 朝陽(2) 35409 松居 暉大(2) 35413 角石 淳貴(2)

[  ] ナカタニ　ユウト [  ] シンセイ　タカヤ [  ] タナカ　ケンセイ [  ] シミズ　ケイスケ [  ] ヨコヤマ　ウキョウ

37284 中谷 悠人(2) 37285 神生 嵩矢(2) 37287 田中 健聖(2) 35434 清水 慶介(3) 35442 横山 右喬(3)

ホクセツサンダコウ [45.00] カスガ [49.30]

4 北摂三田高 8 春日
[  ] ミヤタ　ハルト [  ] アサダ　タクミ [  ] オオサカ　ソウ [  ] ヤナギタ　ヤマト [  ] ヤマウチ　ダイキ [  ] シバハラ　チハル

252 宮田 晴人(3) 258 浅田 拓海(2) 259 大塚 奏(2) 65178 栁田 大和(3) 65179 山内 大暉(3) 65181 柴原 智陽(3)

[  ] ナラヒラ　ソラ [  ] アサクラ　ケイタ [  ] フジモト　イッペイ [  ] タカミ　ナオキ [  ] オギノ　キキョウ [  ] ヤマウチ　シュウキ

262 奈良平 宙(2) 265 浅倉 慶太(2) 267 藤本 一平(2) 65183 髙見 直希(3) 65187 荻野 桔梗(3) 65195 山内 柊希(2)

サンダガクエンコウコ [44.00] サンダガクエン [49.50]

5 三田学園高校 9 三田学園
[  ] キヨタ　アツキ [  ] コヤマ　ナオキ [  ] キウチ　コウタ [  ] エチガワ　ケンタ [  ] カタヤマ　トモキ [  ] カワグチ　ハルタ

185 清田 空月(3) 186 小山 直樹(3) 187 木内 康太(3) 60142 越川 堅太(3) 60143 片山 幹基(3) 60144 川口 遥大(3)

[  ] シマ　シンノスケ [  ] カシワギ　シュウヤ [  ] カンザワ　コタロウ [  ] ミゾグチ　ガク

188 島 真之介(2) 189 柏木 秀也(2) 60145 神澤 虎太郎(3) 60148 溝口 岳(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ササヤマヒガシ ミキヒガシ

2 篠山東 6 三木東
[  ] トガワ　イズキ [  ] ナカタニ　バンリ [  ] フジモト　ケンゴ

35639 戸川 稜生(3) 35643 中谷 絆里(3) 35644 藤本 健吾(3)

[  ] キジマ　ヒロミ [  ] スズキ　シュンスケ [  ] フジモト　シュリ

35652 木嶋 宏海(2) 35656 鈴木 駿介(2) 35657 藤本 珠璃(2)

ユリノキダイ ハッケイ

3 ゆりのき台 7 八景
[  ] オオハシ　タツト [  ] サカモト　ソウタ [  ] ヤマウチ　ソラト [  ] カマシタ　マサト [  ] ソノダ　ハルキ [  ] モリ　ケンタロウ

60971 大橋 龍翔(3) 60973 坂本 颯大(3) 60980 山内 空斗(3) 60321 釜下 雅和(3) 60322 園田 晴輝(3) 60324 森 健太朗(3)

[  ] ヘファナン　カナタ [  ] ニシザワ　ミクモ [  ] コウミョウ　ショウ [  ] ニシナカ　アツシ [  ] フクモト　フウタ

60983 ﾍﾌｧﾅﾝ 加和多(3) 60984 西澤 海雲(3) 60337 光明 翔(2) 60338 西中 篤史(2) 60340 福元 風太(2)

フジ [58.00] ササヤマヒガシ

4 富士 8 篠山東
[  ] マエダ　タクミ [  ] コミヤマ　アユム [  ] アベ　ヨウタロウ [  ] アワノ　ケンシン [  ] イセキ　ユウサク [  ] オオエ　リクト

60703 前田 拓海(3) 60705 込山 歩(3) 60706 阿部 耀太郎(2) 62230 粟野 謙心(3) 62231 井関 裕策(3) 62232 大江 陸人(3)

[  ] コバヤシ　トモミ [  ] ヤングオオタ　テイオウ [  ] デヂン　マテウスレオン [  ] ヨシダ　ユウヤ [  ] ヤマモト　タクト

60707 小林 誠実(2) 60709 ヤング太田 禎寛(2) 62233 デヂン マテウス礼恩(3) 62234 吉田 宥也(3) 62242 山本 匠人(2)

オノ [50.46]

5 小野
[  ] カワカミ　ユウセイ [  ] ニシオ　ヒロト [  ] ハセガワ　ウキョウ

37130 河上 侑聖(3) 37133 西尾 優人(3) 37134 長谷川 右京(3)

[  ] フジモト　コウキ [  ] ヒラタ　コタロウ [  ] マエヤマ　マサノリ

37135 藤本 虹輝(3) 37145 平田 琥大朗(2) 37147 前山 正憲(2)

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ [1.25]

1 35402 井上　俊哉(2) 緑が丘
オオキタ　ユウスケ ケヤキダイ [1.35]

2 60600 大喜多　佑亮(3) けやき台
ハシグチ　マサヒデ ケヤキダイ [1.40]

3 60608 橋口　優英(3) けやき台
スミダ　ヒナト ジユウガオカ [1.40]

4 35536 角田　陽翔(2) 自由が丘
シミズ　ケイスケ ミドリガオカ [1.40]

5 35434 清水　慶介(3) 緑が丘
カワカミ　ユウセイ オノ [1.45]

6 37130 河上　侑聖(3) 小野
ウエダ　アイル カイバラ [1.60]

7 64183 上田　愛留(3) 柏原
アサクラ　ケイタ ホクセツサンダコウ [1.78]

8 265 浅倉　慶太(2) 北摂三田高
ハタテ　ケイ アリマコウコウ [1.80]

9 383 羽立　敬(2) 有馬高校

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シンセイ　タカヤ アサヒガオカ [4.73] ニシハタ　トオル ケヤキダイ

1 37285 神生　嵩矢(2) 旭丘 1 60606 西畑　透(3) けやき台
ニシオ　ヒロト オノ [4.77] オギハラ　ソウスケ ハッケイ

2 37133 西尾　優人(3) 小野 2 60334 荻原　奏介(2) 八景
モリ　ケンタロウ ハッケイ [4.91] フジモト　レン ケヤキダイ

3 60324 森　健太朗(3) 八景 3 60631 藤本　蓮(2) けやき台
クゴ　ユウキ アサヒガオカ [4.91] イマサカ　リョウタ サンダガクエン

4 37272 久語　勇輝(3) 旭丘 4 60106 今坂　瞭太(2) 三田学園
ヨコヤマ　ウキョウ ミドリガオカ [4.93] キグチ　リュウタ ミドリガオカ

5 35442 横山　右喬(3) 緑が丘 5 35417 木口　琉太(2) 緑が丘
ミネギシ　シュンスケ アサヒガオカ [5.05] ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ [3.59]

6 37273 嶺岸　俊介(3) 旭丘 6 62242 山本　匠人(2) 篠山東
モリ　トウマ ケヤキダイ [5.11] ミズシマ　セイノスケ イチジマ [3.79]

7 60611 森　翔生(3) けやき台 7 65341 水嶋　誠之介(2) 市島
ヤマノ　ハク アリマコウコウ [5.20] ヒライ　アツキ ハサマ [3.91]

8 375 山野　覇功(2) 有馬高校 8 60577 平井　敦基(3) 狭間
アサダ　タクミ ホクセツサンダコウ [5.20] ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [4.02]

9 258 浅田　拓海(2) 北摂三田高 9 60628 溝端　航(2) けやき台
カナオカ　シンタロウ サンダショウンカン [5.21] フクモト　フウタ ハッケイ [4.07]

10 1366 金岡　伸太朗(2) 三田祥雲館 10 60340 福元　風太(2) 八景
オオエ　リクト ササヤマヒガシ [5.21] コバ　ショウタ ジユウガオカ [4.07]

11 62232 大江　陸人(3) 篠山東 11 35535 木場　翔太(2) 自由が丘
コウタリ　ハルキ アリマコウコウ [5.36] マツダ　リュウタ サンダショウンカン [4.08]

12 377 神足　悠生(2) 有馬高校 12 1357 松田　龍拓(3) 三田祥雲館
フジモト　イッペイ ホクセツサンダコウ [5.50] モリ　トシキ ミドリガオカ [4.13]

13 267 藤本　一平(2) 北摂三田高 13 35439 森　俊樹(3) 緑が丘
ニシムラ　チハヤ ホクセツサンダコウ [5.50] ハタナカ　シュウ ハサマ [4.17]

14 271 西村　知隼(2) 北摂三田高 14 60509 畠中　志優(2) 狭間
カモン　アキヒロ ホクセツサンダコウ [5.50] エグチ　ユウマ ミキヒガシ [4.19]

15 268 加門　昂大(2) 北摂三田高 15 35637 江口　祐守(3) 三木東
カメダ　ソウイチロウ サンダショウンカン [5.50] マツイ　アキト ミドリガオカ [4.32]

16 1363 亀田　壮一郎(2) 三田祥雲館 16 35409 松居　暉大(2) 緑が丘
オギノ　キキョウ カスガ [5.70] ヤマウチ　ダイキ カスガ [4.34]

17 65187 荻野　桔梗(3) 春日 17 65179 山内　大暉(3) 春日
ニッタ　シュウヘイ サンダショウンカン [5.74] タナカ　ハル ジユウガオカ [4.36]

18 1365 新田　修平(2) 三田祥雲館 18 35537 田中　温琉(2) 自由が丘
ムラカミ　ツカサ アリマコウコウ [6.00] テラダ　マサト ハサマ [4.44]

19 369 村上　司(3) 有馬高校 19 60571 寺田　真翔(3) 狭間
アサクラ　ケイタ ホクセツサンダコウ [6.00] アサ　シイマ イチジマ [4.50]

20 265 浅倉　慶太(2) 北摂三田高 20 65330 朝　椎磨(3) 市島
キウチ　コウタ サンダガクエンコウコ [6.03] オカムラ　ユウマ シジミ [4.52]

21 187 木内　康太(3) 三田学園高校 21 35201 岡村　優磨(2) 志染
キタワキ　ナオヤ アリマコウコウ [6.08] イナダ　コウヨウ アサヒガオカ [4.55]

22 372 北脇　尚弥(3) 有馬高校 22 37271 稲田　昊陽(3) 旭丘
ウエダ　ナツホ サンダセイリョウコウ [6.25] トガワ　イズキ ミキヒガシ [4.60]

23 1212 上田　夏歩(3) 三田西陵高 23 35639 戸川　稜生(3) 三木東
ハシモト　ジュイチ サンダショウンカン [6.74] スガイ　マサタカ カイバラ [4.65]

24 1350 橋本　寿一(3) 三田祥雲館 24 64101 菅井　正高(2) 柏原
ミヤタ　ハルト ホクセツサンダコウ [6.75] カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ [4.72]

25 252 宮田　晴人(3) 北摂三田高 25 35403 片山　朝陽(2) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子砲丸投 [6kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミチハラ　タクト サンダガクエンコウコ [9.24]

1 191 道原　拓人(2) 三田学園高校
ハヤシ　ソウ サンダショウセイ [10.00]

2 404 林　奏(2) 三田松聖
ウメサキ　エイスケ サンダショウンカン [12.91]

3 1353 梅﨑　瑛介(3) 三田祥雲館

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子砲丸投 [5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシマス　ハルヤ ケヤキダイ

1 60630 吉益　温哉(2) けやき台
ハシモト　マサシ ケヤキダイ [4.76]

2 60609 橋本　将志(3) けやき台
マエカワ　ヤマト ミドリガオカ [4.83]

3 35414 前川　大和(2) 緑が丘
カネモト　レオン ミキヒガシ [5.60]

4 35651 金本　礼恩(2) 三木東
ヒラオカ　ソラ ミドリガオカ [5.65]

5 35408 平岡　空羅(2) 緑が丘
スエヒサ　ヤマト ミキヒガシ [5.90]

6 35655 末久　大和(2) 三木東
スギノ　エイト ミドリガオカ [7.72]

7 35435 杉能　瑛斗(3) 緑が丘
デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ [8.66]

8 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東
アサイ　タカト ミドリガオカ [8.93]

9 35430 浅井　尊斗(3) 緑が丘
ヨデン　ハル イチジマ [9.26]

10 65333 余田　温(3) 市島
タカミ　シゲヒト イチジマ [9.26]

11 65332 髙見　茂仁(3) 市島

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子円盤投 [1.75kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウエノ　ハルキ サンダセイリョウコウ [21.00]

1 1219 上野　陽輝(2) 三田西陵高
ニシナカ　ユウイチ アリマコウコウ [21.21]

2 379 西中　雄一(2) 有馬高校
モリオカ　シュンスケ サンダセイリョウコウ [21.50]

3 1221 森岡　俊介(2) 三田西陵高
クルマギ　トシタカ ホクセツサンダコウ [23.75]

4 264 車木　俊貴(2) 北摂三田高
ハヤシ　ソウ サンダショウセイ [28.00]

5 404 林　奏(2) 三田松聖
カンノ　イッシン サンダショウンカン [39.00]

6 1354 菅野　壱心(3) 三田祥雲館

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子円盤投 [1.5kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラオカ　ソラ ミドリガオカ

1 35408 平岡　空羅(2) 緑が丘
イワタ　セイヤ ケヤキダイ

2 60620 岩田　征也(2) けやき台
ヨシマス　ハルヤ ケヤキダイ

3 60630 吉益　温哉(2) けやき台
マエカワ　カイト ケヤキダイ

4 60626 前川　海斗(2) けやき台
マエカワ　ヤマト ミドリガオカ

5 35414 前川　大和(2) 緑が丘
コバヤシ　トモミ フジ [10.74]

6 60707 小林　誠実(2) 富士
ハシモト　マサシ ケヤキダイ [16.81]

7 60609 橋本　将志(3) けやき台
スギノ　エイト ミドリガオカ [19.44]

8 35435 杉能　瑛斗(3) 緑が丘
デヂン　マテウスレオン ササヤマヒガシ [20.05]

9 62233 デヂン　マテウス礼恩(3) 篠山東
ニシハタ　トオル ケヤキダイ [20.41]

10 60606 西畑　透(3) けやき台
アサイ　タカト ミドリガオカ [22.14]

11 35430 浅井　尊斗(3) 緑が丘
ヨデン　ハル イチジマ [22.15]

12 65333 余田　温(3) 市島
タカミ　シゲヒト イチジマ [22.76]

13 65332 髙見　茂仁(3) 市島

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子やり投 [700g]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カシワギ　シュウヤ サンダガクエンコウコ [25.00]

1 189 柏木　秀也(2) 三田学園高校
ミチハラ　タクト サンダガクエンコウコ [26.50]

2 191 道原　拓人(2) 三田学園高校
フジモト　コハク サンダセイリョウコウ [30.00]

3 1220 藤本　虎白(2) 三田西陵高
ヒガシデ　テルヤ アリマコウコウ [32.00]

4 374 東出　輝陽(2) 有馬高校
モリタ　タイト ホクセツサンダコウ [40.61]

5 275 森田　泰斗(2) 北摂三田高

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シミズ　アイリ サンダガクエンコウコ [13.30] カジオ　サチ オノ [13.75]

2 129 清水　あいり(1) 三田学園高校 2 37112 梶尾　彩智(3) 小野
ハナタニ　カナ サンダショウンカン [13.27] イリエ　コノミ ナガサカ [13.79]

3 1304 花谷　風南(2) 三田祥雲館 3 60431 入江　好美(3) 長坂
リュウモン　カナ ヤマテ [12.71] オグラ　リア オノミナミ [13.47]

4 1648 竜門　香奈(2) 山手高 4 37001 小倉　梨愛(2) 小野南
ヤマグチ　マイ ソノダ [12.61] フジタ　マヤ オノ [13.36]

5 1268 山口　真依(2) 園田高 5 37116 藤田　真矢(3) 小野
バンドウ　カナ サンダショウンカン [12.80] フジタ　マナ サンダガクエンコウコ [13.50]

6 1303 坂東　佳奈(2) 三田祥雲館 6 130 藤田　真凪(1) 三田学園高校
シワク　サエ ホクセツサンダコウ [13.10] サイトウ　アカリ ハッケイ [13.42]

7 257 塩飽　佐英(3) 北摂三田高 7 60342 齋藤　朱里(3) 八景
シマバラ　ミナコ ホクセツサンダコウ [13.20] ババ　ノゾミ サンダショウセイ [13.65]

8 265 嶋原　美奈子(2) 北摂三田高 8 465 馬場　希実(3) 三田松聖
クゴ　エリナ アサヒガオカ [13.23] ハベ　ミカル サンダショウセイ [13.53]

9 37284 久語　英里奈(3) 旭丘 9 401 波部　みかる(2) 三田松聖

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオヤマ　アキ オノ [13.92] イシワキ　ナナハ ミドリガオカ [14.21]

2 37141 大山　璃姫(2) 小野 2 35401 石脇　ななは(3) 緑が丘
カンダ　モエ オノミナミ [13.99] マチダ　ヒトミ フジ [14.22]

3 37031 神田　萌(3) 小野南 3 60705 町田　瞳(3) 富士
フジワラ　ナルミ オノ [13.89] アダチ　ハルナ ユリノキダイ [14.15]

4 37142 藤原　成美(2) 小野 4 60941 安達　陽菜(3) ゆりのき台
フジモト　ユイ オノ [13.80] カネツク　サナ オノミナミ [14.11]

5 37117 藤本　結衣(3) 小野 5 37002 鐘撞　紗楠(2) 小野南
ホシ　ナゴミ ナガサカ [13.87] タカマツ　シホ ユリノキダイ [14.03]

6 60433 保子　和(3) 長坂 6 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台
コイケ　ミサキ サンダガクエンコウコ [13.80] ムラジリ　ノア ミキヒガシ [14.10]

7 124 小池　美咲(2) 三田学園高校 7 35698 村尻　望愛(3) 三木東
コンドウ　ユイ カスガ [13.91] カミヤ　マナ アサヒガオカ [14.17]

8 65191 近藤　優衣(2) 春日 8 37282 神谷　真那(3) 旭丘
カンノ　サエ サンダガクエンコウコ [13.90] ウエダ　サエ ジユウガオカ [14.18]

9 127 神野　沙英(1) 三田学園高校 9 35519 上田　咲笑(3) 自由が丘

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウメツ　モモカ ミドリガオカ [14.50] ヒロマ　アミ ミドリガオカ [14.70]

2 35441 梅津　ももか(2) 緑が丘 2 35406 広間　あみ(3) 緑が丘
ホソミ　ヒカリ カスガ [14.53] ナカムラ　メイ カイバラ [14.65]

3 65182 細見　ひかり(3) 春日 3 64143 中村　芽生(2) 柏原
ワタナベ　マコ アリマコウコウ [14.36] キラ　ミヅキ アサヒガオカ [14.63]

4 391 渡邉　眞子(2) 有馬高校 4 37283 吉良　美月(3) 旭丘
ツオ　ナツキ ジユウガオカ [14.40] ウラタ　ジュナ アサヒガオカ [14.61]

5 35540 津尾　菜月(2) 自由が丘 5 37292 浦田　樹愛(2) 旭丘
タツチ　マナ ササヤマヒガシ [14.39] サリカワ　モモエ ハサマ [14.59]

6 62260 田土　真菜(3) 篠山東 6 60558 去川　桃衣(3) 狭間
ウメツ　サクラ ミドリガオカ [14.37] シンヤ　ルリ ジユウガオカ [14.62]

7 35440 梅津　さくら(2) 緑が丘 7 35517 新屋　瑠梨(3) 自由が丘
オオイシ　コトミ ケヤキダイ [14.45] イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ [14.63]

8 60619 大石　呼幸(3) けやき台 8 60601 稲垣　泰羽(2) けやき台
ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ [14.46] シノザキ　コハル ケヤキダイ [14.65]

9 60617 上林　莉歩(3) けやき台 9 60605 篠崎　心春(2) けやき台
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フクダ　ユナ カイバラ [14.82] イトウ　フウロ ケヤキダイ [15.04]

2 64147 福田　結菜(2) 柏原 2 60600 伊藤　楓浪(2) けやき台
ウダ　ホノカ ジユウガオカ [14.82] イノウエ　アジュ ミキヒガシ [15.00]

3 35539 宇田　暖乃香(2) 自由が丘 3 35606 井上　亜珠(2) 三木東
タムラ　ユズキ カスガ [14.73] オカモト　リカ アサヒガオカ [14.94]

4 65184 田村　柚季(3) 春日 4 37281 岡本　莉佳(3) 旭丘
キシノ　ナツキ ケヤキダイ [14.76] サトウ　アヤカ ユリノキダイ [14.87]

5 60603 岸野　夏葵(2) けやき台 5 60947 佐藤　綾華(3) ゆりのき台
ムカイ　チヒロ ハサマ [14.75] ニッタ　アヤノ ケヤキダイ [14.87]

6 60552 向井　千尋(3) 狭間 6 60629 新田　彩乃(3) けやき台
ウエダ　ワカ フジ [14.72] イデ　アヤカ ユリノキダイ [14.88]

7 60706 上田　和果(2) 富士 7 60908 井出　朱華(2) ゆりのき台
サカモト　ナオ サンダガクエン [14.80] ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ [14.95]

8 60102 坂本　那於(2) 三田学園 8 35607 馬越　ひかり(2) 三木東
コジマ　ワカナ ジユウガオカ [14.81] オオガミ　ココナ ケヤキダイ [14.96]

9 35513 児島　和奏(3) 自由が丘 9 60602 大上　心々菜(2) けやき台

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
トガワ　フウカ ナガサカ [15.31] カワカミ　ユウナ サンダセイリョウコウ [15.85]

2 60432 戸川　颯空(3) 長坂 2 1221 川上　結菜(2) 三田西陵高
ハラダ　ユウナ アリマコウコウ [15.28] ミナミ　ユウカ ユリノキダイ [15.55]

3 389 原田　侑奈(2) 有馬高校 3 60910 南　有香(2) ゆりのき台
フルカワ　ユナ カスガ [15.23] ミキ　サリナ ユリノキダイ [15.57]

4 65185 古河　優奈(3) 春日 4 60902 三木　紗里奈(2) ゆりのき台
アライ　ルカ ハサマ [15.22] マエダ　コユキ サンダガクエン [15.60]

5 60532 新井　琉加(2) 狭間 5 60106 前田　こゆき(2) 三田学園
ムラオカ　サユキ ジユウガオカ [15.12] タニイ　ユウヒ ハサマ [15.31]

6 35538 村岡　紗祐希(2) 自由が丘 6 60555 谷井　優日(3) 狭間
キダ　エミナ サンダガクエン [15.20] スギモト　アンナ ケヤキダイ [15.66]

7 60101 木田　えみな(2) 三田学園 7 60606 杉本　杏奈(2) けやき台
キタウエ　アキ アリマコウコウ [15.27] ノムラ　シオリ ユリノキダイ [15.82]

8 387 北上　昌(3) 有馬高校 8 60906 野村　栞(2) ゆりのき台
ワダ　ナナミ オノミナミ [15.23]

9 37003 和田　菜々心(2) 小野南

11組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　サラ ジユウガオカ

2 35514 田中　さら(3) 自由が丘
ノセ　ヒナタ フジ [16.00]

3 60711 能勢　陽向(2) 富士
タケヤス　リコ イチジマ [16.50]

4 65310 竹安　里胡(2) 市島
タケウチ　ルミ ナガサカ [16.00]

5 60435 竹内　瑠心(2) 長坂
ハラダ　マコ ハサマ [16.57]

6 60533 原田　眞子(2) 狭間
ヨデン　ミウ イチジマ [17.19]

7 65312 余田　美羽(2) 市島
カワムラ　コトハ ミドリガオカ [17.53]

8 35403 川村　詞葉(3) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サカイ　ミユナ カイバラ [28.83] キタウエ　アキ アリマコウコウ [30.60]

2 64131 酒井　美優菜(3) 柏原 2 387 北上　昌(3) 有馬高校
オオヤマ　アキ オノ [28.90] タニガキ　アオイ カイバラ [30.79]

3 37141 大山　璃姫(2) 小野 3 64133 谷垣　葵衣(3) 柏原
サイトウ　アカリ ハッケイ [27.74] アダチ　ハルナ ユリノキダイ [29.05]

4 60342 齋藤　朱里(3) 八景 4 60941 安達　陽菜(3) ゆりのき台
タニグチ　ココネ ミキヒガシ [27.32] フジワラ　ナルミ オノ [29.43]

5 35696 谷口　心音(3) 三木東 5 37142 藤原　成美(2) 小野
サカモト　ナオ サンダガクエン [28.00] ツオ　ナツキ ジユウガオカ [30.00]

6 60102 坂本　那於(2) 三田学園 6 35540 津尾　菜月(2) 自由が丘
イリエ　コノミ ナガサカ [28.05] ホシ　ナゴミ ナガサカ [29.14]

7 60431 入江　好美(3) 長坂 7 60433 保子　和(3) 長坂
サワダ　アヤ ハサマ [28.51] ワダ　ナナミ オノミナミ [30.49]

8 60551 澤田　彩(3) 狭間 8 37003 和田　菜々心(2) 小野南
オグラ　リア オノミナミ [28.62] ムラオカ　サユキ ジユウガオカ [30.57]

9 37001 小倉　梨愛(2) 小野南 9 35538 村岡　紗祐希(2) 自由が丘

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シノザキ　コハル ケヤキダイ

2 60605 篠崎　心春(2) けやき台
キシノ　ナツキ ケヤキダイ [31.06]

3 60603 岸野　夏葵(2) けやき台
スギモト　アンナ ケヤキダイ [32.01]

4 60606 杉本　杏奈(2) けやき台
ハラダ　ユウナ アリマコウコウ [31.36]

5 389 原田　侑奈(2) 有馬高校
オオガミ　ココナ ケヤキダイ [31.02]

6 60602 大上　心々菜(2) けやき台
イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ

7 60601 稲垣　泰羽(2) けやき台
イトウ　フウロ ケヤキダイ

8 60600 伊藤　楓浪(2) けやき台
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共通女子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フルヤ　レナ サンダショウセイ [1:10.00]

2 464 降矢　怜奈(3) 三田松聖
コイケ　ミサキ サンダガクエンコウコ [1:03.80]

3 124 小池　美咲(2) 三田学園高校
シワク　サエ ホクセツサンダコウ [1:02.50]

4 257 塩飽　佐英(3) 北摂三田高
ナイトウ　カノ ホクセツサンダコウ [58.20]

5 261 内藤　香乃(2) 北摂三田高
シマバラ　ミナコ ホクセツサンダコウ [1:03.50]

6 265 嶋原　美奈子(2) 北摂三田高
タブチ　サキ アリマコウコウ [1:04.33]

7 386 田淵　咲輝(3) 有馬高校
アベ　マリコ サンダガクエンコウコ [1:06.60]

8 126 安部　真梨子(1) 三田学園高校
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共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカニシ　ヒナ ミドリガオカ [2:46.68] イズミ　ホノカ ケヤキダイ

1 35404 中西　雛(3) 緑が丘 1 60616 和泉　穂花(3) けやき台
タカタ　ユメ オノミナミ [2:48.86] アサカワ　ユイ ケヤキダイ

2 37035 髙田　友愛(3) 小野南 2 60615 淺川　結生(3) けやき台
ヨシオカ　サクラ ハッケイ [2:47.67] ウラグチ　アスミ ケヤキダイ [2:53.13]

3 60351 吉岡　さくら(2) 八景 3 60618 浦口　采純(3) けやき台
ミヤケ　リナ ミドリガオカ [2:30.08] サカイ　ヒサナ カスガ [2:53.59]

4 35407 宮家　里奈(3) 緑が丘 4 65177 酒井　悠那(3) 春日
サカモト　ヒマリ サンダセイリョウコウ [2:31.00] イシイ　アオバ ハッケイ [2:52.57]

5 1220 坂本　日真莉(2) 三田西陵高 5 60352 石井　碧波(2) 八景
モリシタ　サラ アサヒガオカ [2:33.87] トシナ　ユイカ ハッケイ [2:50.68]

6 37291 森下　幸來(2) 旭丘 6 60353 戸階　結衣花(2) 八景
エモト　サクラ ミドリガオカ [2:31.49] オクノ　ココ フジ [2:56.43]

7 35402 江本　桜(3) 緑が丘 7 60707 奥野　瑚子(2) 富士
コバヤシ　ノイ ミキヒガシ [2:38.19] オダ　レイナ フジ [2:55.84]

8 35605 小林　希依(3) 三木東 8 60708 小田　玲菜(2) 富士
スミヨシ　セイナ ジユウガオカ [2:46.02] ササキ　ヒトミ ハッケイ [2:55.00]

9 35533 住吉　聖菜(2) 自由が丘 9 60344 佐々木　瞳(3) 八景
ハヤシ　マホ ユリノキダイ [2:46.48] コセ　アスカ ユリノキダイ [3:07.31]

10 60907 林　真帆(2) ゆりのき台 10 60945 古瀬　明日椛(3) ゆりのき台
タニイ　ユヅキ サンダセイリョウコウ [2:45.00] ナカジマ　レナ ハッケイ [2:59.91]

11 1219 谷井　柚月(2) 三田西陵高 11 60345 中島　鈴奈(3) 八景
ニシジマ　カンナ オノミナミ [2:36.00]

12 37034 西島　緩奈(3) 小野南
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マエダ　ユウネ ミキヒガシ [5:17.53] イシイ　マナ オノ [5:34.38]

1 35609 前田　優音(2) 三木東 1 37111 石井　愛華(3) 小野
ナガミツ　ユイナ アサヒガオカ [5:15.86] ホソカワ　カレン オノ [5:35.64]

2 37285 長光　結南(3) 旭丘 2 37118 細川　花恋(3) 小野
オハラ　ウサコ ジユウガオカ [5:14.61] ヤマモト　ココナ オノミナミ [5:34.41]

3 35522 小原　羽咲子(3) 自由が丘 3 37004 山本　心愛(2) 小野南
ナカバリ　ナユ ジユウガオカ [4:56.20] オオシオ　レイ アサヒガオカ [5:20.34]

4 35521 中張　菜柚(3) 自由が丘 4 37293 大塩　澪(2) 旭丘
ヤシキ　モエコ ミキヒガシ [4:56.17] サカイ　ユキネ ミドリガオカ [5:21.33]

5 35610 屋敷　萌子(2) 三木東 5 35442 酒井　幸音(2) 緑が丘
オグニ　サエ サンダショウンカン [4:53.20] ウエノ　レイ ミキヒガシ [5:20.63]

6 1302 小國　紗枝(3) 三田祥雲館 6 35602 上野　玲(3) 三木東
カミサキ　シュウ ホクセツサンダコウ [4:45.00] タケウチ　ルミ ナガサカ [5:20.00]

7 255 上﨑　柊侑(3) 北摂三田高 7 60435 竹内　瑠心(2) 長坂
アンドウ　モモカ ミキヒガシ [5:05.61] タカシマ　トモカ ケヤキダイ [5:28.74]

8 35608 安藤　桃花(2) 三木東 8 60628 高嶋　朋花(3) けやき台
オジマ　マナカ ホクセツサンダコウ [5:00.00] ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ [5:28.67]

9 256 小島　愛華(3) 北摂三田高 9 35532 上阪　夏実(2) 自由が丘
ワシキタ　マユ ユリノキダイ [5:12.58] ホソカワ　エリカ アリマコウコウ [5:24.38]

10 60903 鷲北　茉優(2) ゆりのき台 10 390 細川　瑛梨華(2) 有馬高校

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ババ　ナノカ ユリノキダイ

1 60911 馬場　なの花(2) ゆりのき台
ツツミ　ユキ サンダガクエンコウコ [6:19.00]

2 125 堤　友希(2) 三田学園高校
カタヤマ　ホノカ ユリノキダイ [6:09.25]

3 60904 片山　穂ノ香(2) ゆりのき台
ヤマサカ　ミツル ハッケイ [5:49.50]

4 60355 山坂　心絃(2) 八景
ヒロサワ　マヤ フジ [5:53.10]

5 20712 廣澤　真弥(2) 富士
マツヤマ　リコ カスガ [5:37.09]

6 65180 松山　莉子(3) 春日
ナンペイ　コハル ミドリガオカ [5:42.07]

7 35405 南平　心遥(3) 緑が丘
ドヒ　クルミ オノミナミ [6:00.59]

8 37033 土肥　くるみ(3) 小野南
ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ [5:56.77]

9 62251 西田　美月(2) 篠山東
アサカワ　ユイ ケヤキダイ [5:53.88]

10 60615 淺川　結生(3) けやき台

Powerd by AthleteRanking.com



高校女子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウシロダ　ノア ナガサカ [10:40.00]

1 60426 後田　乃愛(4) 長坂
タナカ　ミカ サンダエィエックス [10:28.08]

2 6429 田中　美香(-) 三田ＡＸ

Powerd by AthleteRanking.com



高校女子100mH [84.0cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハベ　ミカル サンダショウセイ [18.00]

3 401 波部　みかる(2) 三田松聖
ナイトウ　カノ ホクセツサンダコウ [14.23]

4 261 内藤　香乃(2) 北摂三田高
フルヤ　レナ サンダショウセイ [17.98]

5 464 降矢　怜奈(3) 三田松聖

Powerd by AthleteRanking.com



中学女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ムラヤマ　ミユ ケヤキダイ [18.86] ハシモト　コヨミ ケヤキダイ [20.82]

2 60631 村山　実優(3) けやき台 2 60607 橋本　暦(2) けやき台
ナカムラ　メイ カイバラ [16.99] ナカジマ　アヤネ ジユウガオカ [19.03]

3 64143 中村　芽生(2) 柏原 3 35518 中島　彩音(3) 自由が丘
タツチ　マナ ササヤマヒガシ [16.66] ウメツ　モモカ ミドリガオカ [19.72]

4 62260 田土　真菜(3) 篠山東 4 35441 梅津　ももか(2) 緑が丘
カジオ　サチ オノ [16.32] ヤマシタ　メイビ カイバラ [20.00]

5 37112 梶尾　彩智(3) 小野 5 64142 山下　萌妃(2) 柏原
タカマツ　シホ ユリノキダイ [16.18] タムラ　ユズキ カスガ [19.66]

6 60948 高松　志帆(3) ゆりのき台 6 65184 田村　柚季(3) 春日
ハナタニ　マイ ケヤキダイ [17.96] フクダ　リン カイバラ [20.44]

7 60630 花谷　茉愛(3) けやき台 7 64141 福田　鈴(2) 柏原
ノダ　カエデ ミキヒガシ [17.06]

8 35697 野田　楓(3) 三木東

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クロキ　チト ユリノキダイ

2 60944 黒木　千美(3) ゆりのき台
ヤマシタ　シキ カイバラ [24.00]

3 64144 山下　梓妃(2) 柏原
サキ　ミユウ ケヤキダイ [21.63]

4 60604 﨑　美結(2) けやき台
フジワラ　シオリ ケヤキダイ [21.13]

5 60608 藤原　汐里(2) けやき台
オダ　ハルナ ユリノキダイ [23.81]

6 60943 小田　陽愛(3) ゆりのき台
ウメツ　サクラ ミドリガオカ

7 35440 梅津　さくら(2) 緑が丘
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ミドリガオカ [55.00] オノ [52.80]

2 緑が丘 5 小野
[  ] イシワキ　ナナハ [  ] カワムラ　コトハ [  ] ヒロマ　アミ [  ] カジオ　サチ [  ] フジタ　マヤ [  ] フジモト　ユイ

35401 石脇 ななは(3) 35403 川村 詞葉(3) 35406 広間 あみ(3) 37112 梶尾 彩智(3) 37116 藤田 真矢(3) 37117 藤本 結衣(3)

[  ] ムサシ　ユヅキ [  ] ウメツ　サクラ [  ] ウメツ　モモカ [  ] オオヤマ　アキ [  ] フジワラ　ナルミ

35408 武蔵 柚月(3) 35440 梅津 さくら(2) 35441 梅津 ももか(2) 37141 大山 璃姫(2) 37142 藤原 成美(2)

ホクセツサンダコウ [51.00] サンダガクエンコウコ [54.00]

3 北摂三田高 6 三田学園高校
[  ] シワク　サエ [  ] ナイトウ　カノ [  ] コイケ　ミサキ [  ] アベ　マリコ [  ] カンノ　サエ

257 塩飽 佐英(3) 261 内藤 香乃(2) 124 小池 美咲(2) 126 安部 真梨子(1) 127 神野 沙英(1)
[  ] ヤマシタ　メイ [  ] シマバラ　ミナコ [  ] シマダ　サエ [  ] シミズ　アイリ [  ] フジタ　マナ

262 山下 愛生(2) 265 嶋原 美奈子(2) 128 島田 紗彩(1) 129 清水 あいり(1) 130 藤田 真凪(1)
サンダショウセイ [53.00] サンダガクエン [54.96]

4 三田松聖 7 三田学園
[  ] ハベ　ミカル [  ] フルヤ　レナ [  ] キダ　エミナ [  ] サカモト　ナオ [  ] ホリサワ　ツグミ

401 波部 みかる(2) 464 降矢 怜奈(3) 60101 木田 えみな(2) 60102 坂本 那於(2) 60105 堀澤 承未(2)

[  ] ババ　ノゾミ [  ] マエダ　コユキ [  ] ナカタ　ユラ [  ] ヤマザキ　イチカ

465 馬場 希実(3) 60106 前田 こゆき(2) 60141 中田 悠良(3) 60143 山﨑 維花(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ナガサカ [56.12] カイバラ [55.13]

2 長坂 5 柏原
[  ] イリエ　コノミ [  ] トガワ　フウカ [  ] サカイ　ミユナ [  ] タニガキ　アオイ [  ] ナカヤマ　ソラ

60431 入江 好美(3) 60432 戸川 颯空(3) 64131 酒井 美優菜(3) 64133 谷垣 葵衣(3) 64134 仲山 青空(3)

[  ] ホシ　ナゴミ [  ] タケウチ　ルミ [  ] ナンバ　ミオ [  ] ナカムラ　メイ [  ] フクダ　ユナ

60433 保子 和(3) 60435 竹内 瑠心(2) 64135 難波 美羽(3) 64143 中村 芽生(2) 64147 福田 結菜(2)

ハサマ [55.50] ケヤキダイ [55.42]

3 狭間 6 けやき台
[  ] アライ　ルカ [  ] ハラダ　マコ [  ] サワダ　アヤ [  ] イトウ　フウロ [  ] イナガキ　ヤスハ [  ] キシノ　ナツキ

60532 新井 琉加(2) 60533 原田 眞子(2) 60551 澤田 彩(3) 60600 伊藤 楓浪(2) 60601 稲垣 泰羽(2) 60603 岸野 夏葵(2)

[  ] ムカイ　チヒロ [  ] タニイ　ユウヒ [  ] サリカワ　モモエ [  ] ウエバヤシ　リホ [  ] オオイシ　コトミ [  ] ニッタ　アヤノ

60552 向井 千尋(3) 60555 谷井 優日(3) 60558 去川 桃衣(3) 60617 上林 莉歩(3) 60619 大石 呼幸(3) 60629 新田 彩乃(3)

オノミナミ [55.66] カスガ [55.89]

4 小野南 7 春日
[  ] オグラ　リア [  ] カネツク　サナ [  ] ワダ　ナナミ [  ] ハラダ　ホノカ [  ] ホソミ　ヒカリ [  ] マエダ　ノノ

37001 小倉 梨愛(2) 37002 鐘撞 紗楠(2) 37003 和田 菜々心(2) 65179 原田 萌花(3) 65182 細見 ひかり(3) 65183 前田 野乃(3)

[  ] カンダ　モエ [  ] アシタニ　ユナ [  ] タムラ　ユズキ [  ] フルカワ　ユナ [  ] コンドウ　ユイ

37031 神田 萌(3) 37032 芦谷 由菜(3) 65184 田村 柚季(3) 65185 古河 優奈(3) 65191 近藤 優衣(2)

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ハッケイ ミキヒガシ

2 八景 5 三木東
[  ] サイトウ　アカリ [  ] ナカムラ　トモネ [  ] ヤマシタ　アヤノ [  ] ヨシダ　イオリ [  ] イノウエ　アジュ [  ] ウマコシ　ヒカリ

60342 齋藤 朱里(3) 60346 中村 朋音(3) 60347 山下 礼乃(3) 35601 吉田 伊織(3) 35606 井上 亜珠(2) 35607 馬越 ひかり(2)

[  ] ワキオ　ミカコ [  ] トシナ　ユイカ [  ] ヤマサカ　ミツル [  ] クロサキ　クルミ [  ] タニグチ　ココネ [  ] ムラジリ　ノア

60348 脇尾 弥可子(3) 60353 戸階 結衣花(2) 60355 山坂 心絃(2) 35695 黒崎 幹桃(3) 35696 谷口 心音(3) 35698 村尻 望愛(3)

アサヒガオカ ユリノキダイ

3 旭丘 6 ゆりのき台
[  ] オカモト　リカ [  ] カミヤ　マナ [  ] キラ　ミヅキ [  ] アダチ　ハルナ [  ] ウシヤマ　サクラ [  ] オダ　ハルナ

37281 岡本 莉佳(3) 37282 神谷 真那(3) 37283 吉良 美月(3) 60941 安達 陽菜(3) 60942 牛山 桜(3) 60943 小田 陽愛(3)

[  ] クゴ　エリナ [  ] ウラタ　ジュナ [  ] クロキ　チト [  ] サトウ　アヤカ [  ] タカマツ　シホ

37284 久語 英里奈(3) 37292 浦田 樹愛(2) 60944 黒木 千美(3) 60947 佐藤 綾華(3) 60948 高松 志帆(3)

フジ [1:00.16]

4 富士
[  ] マチダ　ヒトミ [  ] ウエダ　ワカ [  ] オクノ　ココ

60705 町田 瞳(3) 60706 上田 和果(2) 60707 奥野 瑚子(2)

[  ] カワサキ　ウミ [  ] ノセ　ヒナタ

60709 川﨑 羽美(2) 60711 能勢 陽向(2)
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共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミナミ　ユウカ ユリノキダイ

1 60910 南　有香(2) ゆりのき台
ウエバヤシ　リホ ケヤキダイ

2 60617 上林　莉歩(3) けやき台
クロサキ　クルミ ミキヒガシ [1.25]

3 35695 黒崎　幹桃(3) 三木東
イシワキ　ナナハ ミドリガオカ [1.25]

4 35401 石脇　ななは(3) 緑が丘
タニガキ　アオイ カイバラ [1.30]

5 64133 谷垣　葵衣(3) 柏原
キラ　ミヅキ アサヒガオカ [1.30]

6 37283 吉良　美月(3) 旭丘
ホリサワ　ツグミ サンダガクエン [1.30]

7 60105 堀澤　承未(2) 三田学園
ヨシダ　イオリ ミキヒガシ [1.35]

8 35601 吉田　伊織(3) 三木東
サリカワ　モモエ ハサマ [1.40]

9 60558 去川　桃衣(3) 狭間
ヤマザキ　イチカ サンダガクエン [1.40]

10 60143 山﨑　維花(3) 三田学園
ムサシ　ユヅキ ミドリガオカ [1.40]

11 35408 武蔵　柚月(3) 緑が丘
カゲヤマ　ユウカ ケヤキダイ [1.41]

12 60626 蔭山　優花(3) けやき台
サワダ　アヤ ハサマ [1.48]

13 60551 澤田　彩(3) 狭間
ウメダ　カホ ジユウガオカ [1.48]

14 35516 梅田　佳歩(3) 自由が丘
タキセ　ハルキ サンダショウセイ [1.49]

15 466 瀧瀬　遥葵(3) 三田松聖
ヤマシタ　メイ ホクセツサンダコウ [1.69]

16 262 山下　愛生(2) 北摂三田高
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
サトウ　アヤカ ユリノキダイ

1 60947 佐藤　綾華(3) ゆりのき台
ヨデン　ミウ イチジマ [2.70]

2 65312 余田　美羽(2) 市島
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ [3.68]

3 62250 大西　さえ(2) 篠山東
カワムラ　コトハ ミドリガオカ [3.69]

4 35403 川村　詞葉(3) 緑が丘
オカモト　リカ アサヒガオカ [3.87]

5 37281 岡本　莉佳(3) 旭丘
ムラカタ　フウカ ジユウガオカ [3.88]

6 35515 村方　楓香(3) 自由が丘
カミヤ　マナ アサヒガオカ [3.95]

7 37282 神谷　真那(3) 旭丘
ウダ　ホノカ ジユウガオカ [3.97]

8 35539 宇田　暖乃香(2) 自由が丘
フクダ　ユナ カイバラ [4.02]

9 64147 福田　結菜(2) 柏原
アシタニ　ユナ オノミナミ [4.06]

10 37032 芦谷　由菜(3) 小野南
ニッタ　アヤノ ケヤキダイ [4.07]

11 60629 新田　彩乃(3) けやき台
ムサシ　ユヅキ ミドリガオカ [4.11]

12 35408 武蔵　柚月(3) 緑が丘
ムカイ　チヒロ ハサマ [4.17]

13 60552 向井　千尋(3) 狭間
ヨシダ　イオリ ミキヒガシ [4.20]

14 35601 吉田　伊織(3) 三木東
オオイシ　コトミ ケヤキダイ [4.21]

15 60619 大石　呼幸(3) けやき台
フジタ　マヤ オノ [4.30]

16 37116 藤田　真矢(3) 小野
ナンバ　ミオ カイバラ [4.35]

17 64135 難波　美羽(3) 柏原
カネツク　サナ オノミナミ [4.46]

18 37002 鐘撞　紗楠(2) 小野南
ウエダ　サエ ジユウガオカ [4.81]

19 35519 上田　咲笑(3) 自由が丘
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高校女子砲丸投 [4kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タツミ　ウララ アリマコウコウ [8.46]

1 388 辰巳　麗(3) 有馬高校
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中学女子砲丸投 [2.72kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカタ　ユラ サンダガクエン [5.00]

1 60141 中田　悠良(3) 三田学園
ナガタ　マイア イチジマ [5.83]

2 65311 永田　まいあ(2) 市島
ヤマシタ　アヤノ ハッケイ [6.35]

3 60347 山下　礼乃(3) 八景
ソワ　ミユ フジ [6.85]

4 60710 曽和　心結(2) 富士
オダ　ハルナ ユリノキダイ [6.97]

5 60943 小田　陽愛(3) ゆりのき台
クロキ　チト ユリノキダイ [7.41]

6 60944 黒木　千美(3) ゆりのき台
フジモト　ユイ オノ [7.91]

7 37117 藤本　結衣(3) 小野
ナカヤマ　ソラ カイバラ [8.11]

8 64134 仲山　青空(3) 柏原
イズミ　ホノカ ケヤキダイ [8.13]

9 60616 和泉　穂花(3) けやき台
ムラジリ　ノア ミキヒガシ [8.41]

10 35698 村尻　望愛(3) 三木東
コセ　イブキ ユリノキダイ [9.31]

11 60946 古瀬　伊吹(3) ゆりのき台
ノダ　カエデ ミキヒガシ [9.37]

12 35697 野田　楓(3) 三木東
ハラダ　ホノカ カスガ [9.52]

13 65179 原田　萌花(3) 春日
トミナガ　リンコ ハサマ [9.95]

14 60554 富永　凛子(3) 狭間
ササキ　ルリ ハサマ [10.19]

15 60557 佐々木　瑠璃(3) 狭間
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高校女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イバ　トモカ ホクセツサンダコウ [23.00]

1 259 射場　知香(3) 北摂三田高
タケダ　ハツネ サンダセイリョウコウ [25.00]

2 1218 竹田　初音(3) 三田西陵高
タツミ　ウララ アリマコウコウ [25.86]

3 388 辰巳　麗(3) 有馬高校
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中学女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ワキオ　ミカコ ハッケイ

1 60348 脇尾　弥可子(3) 八景
トダ　レイナ カスガ

2 65178 戸田　怜那(3) 春日
ナカタ　ユラ サンダガクエン [13.00]

3 60141 中田　悠良(3) 三田学園
カワサキ　ウミ フジ [13.45]

4 60709 川﨑　羽美(2) 富士
クマザワ　トモコ ケヤキダイ [13.56]

5 60627 熊澤　智子(3) けやき台
ソワ　ミユ フジ [14.00]

6 60710 曽和　心結(2) 富士
ナガタ　マイア イチジマ [16.62]

7 65311 永田　まいあ(2) 市島
トガワ　フウカ ナガサカ [16.97]

8 60432 戸川　颯空(3) 長坂
マエダ　ノノ カスガ [17.21]

9 65183 前田　野乃(3) 春日
ハラダ　ホノカ カスガ [17.73]

10 65179 原田　萌花(3) 春日
ナカヤマ　ソラ カイバラ [18.00]

11 64134 仲山　青空(3) 柏原
ナカムラ　トモネ ハッケイ [18.32]

12 60346 中村　朋音(3) 八景
イシモト　モモカ カイバラ [19.35]

13 64137 石本　百萌花(3) 柏原
トミナガ　リンコ ハサマ [20.48]

14 60554 富永　凛子(3) 狭間
イシカワ　アキナ ハサマ [20.52]

15 60553 石川　晶菜(3) 狭間
コセ　イブキ ユリノキダイ [20.99]

16 60946 古瀬　伊吹(3) ゆりのき台
ササキ　ルリ ハサマ [24.05]

17 60557 佐々木　瑠璃(3) 狭間
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高校女子やり投 [600g]

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジイ　ミユウ ホクセツサンダコウ [16.00]

1 267 藤井　実結(2) 北摂三田高
ワタナベ　マコ アリマコウコウ [23.03]

2 391 渡邉　眞子(2) 有馬高校
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開始
時刻

組数
人数

開始
時刻

9:30 中学 男 １１０ｍＨ（　１組　） 9:10 ～ 9:20
１組
９名

9:30 共通 女子 １組（１６名） Ａピット 9:00 ～ 9:10

9:40
高校
一般

女 １００ｍＨ（　１組　） 9:20 ～ 9:30
１組
３名

11:30 共通 男子 １組（９名） Ａピット 11:00 ～ 11:10

9:50 共通 女 １００ｍＨ（　１組～３組　） 9:30 ～ 9:40
３組

１９名

10:05 中学 男 ３０００ｍ（　１組　） 　　　 9:45 ～ 9:55
開始
時刻

中学 男 ３０００ｍ（　２組　） 　　　 9:30 共通 男子 １組（２５名） Ａピット 9:00 ～ 9:10

高校
一般

女 ３０００ｍ（　１組　） 　　　
１組
２名

11:30 共通 男子 ２組（２５名） Ａピット 11:00 ～ 11:10

10:40
高校
一般

男 ５０００ｍ（　１組　） 　　　 10:20 ～ 10:30
１組

１５名
14:30 共通 女子 １組（１９名） Ａピット 14:00 ～ 14:10

11:05 共通 女 １５００ｍ（　１組・　２組　） 10:45 ～ 10:55

11:25 共通 女 １５００ｍ（　３組　） 　　　 11:05 ～ 11:15
開始
時刻

11:35 共通 男 １００ｍ　（　1組～　３組　） 11:15 ～ 11:25 中学 男子 １組（１１名）

11:45 共通 男 １００ｍ　（　４組～　６組　） 11:25 ～ 11:35
高校
一般

男子 １組（３名）

11:55 共通 男 １００ｍ　（　７組～　９組　） 11:35 ～ 11:45 中学 女子 １組（１５名）

12:05 共通 男 １００ｍ　（ １０組～１２組 ） 11:45 ～ 11:55
高校
一般

女子 １組（１名）

12:15 共通 男 １００ｍ　（ １３組～１５組 ） 11:55 ～ 12:05

12:25 共通 男 １００ｍ　（ １６組・１７組 ） 12:05 ～ 12:15
開始
時刻

12:35 共通 女 １００ｍ　（　1組～　３組　） 12:15 ～ 12:25 中学 男子 １組（１３名）

12:45 共通 女 １００ｍ　（　４組～　６組　） 12:25 ～ 12:35
高校
一般

男子 １組（６名）

12:55 共通 女 １００ｍ　（　７組～　９組　） 12:35 ～ 12:45 中学 女子 １組（１７名）

13:05 共通 女 １００ｍ  （ １０組・ １１組 ） 12:45 ～ 12:55
高校
一般

女子 １組（３名）

13:20 共通 男 ８００ｍ　（　１組・　２組　） 13:00 ～ 13:10

13:35 共通 男 ８００ｍ　（　３組　） 13:15 ～ 13:25
開始
時刻

13:45 共通 女 ８００ｍ　（　１組・　２組　） 13:25 ～ 13:35
２組

２３名
高校
一般

男子 １組（５名）

14:00 共通 男 ２００ｍ　（　1組～　４組　） 13:40 ～ 13:50
４組

２８名
高校
一般

女子 １組（２名）

14:20 共通 女 ２００ｍ　（　1組～　３組　） 14:00 ～ 14:10
３組

２３名

15:00 共通 男 ４００ｍ　（　１組・　２組　） 14:40 ～ 14:50
４組

２５名
9:30

15:10 共通 女 ４００ｍ　（　１組　） 14:50 ～ 15:00
１組
７名

16:20

15:20 共通 男 １５００ｍ（　１組・　２組　） 15:00 ～ 15:10

15:35 共通 男 １５００ｍ（　３組・　４組　） 15:15 ～ 15:25

15:55 共通 女 ４×１００ｍＲ （１組～３組） 15:35 ～ 15:45
３組

１７チーム

16:10 共通 男 ４×１００ｍＲ （１組・２組） 15:50 ～ 16:00
２組

１５チーム

４組
５０名

３組
３０名

１７組
１２９名

２組
１８名

【走幅跳】

14:30

12:30

【やり投】

10:45

12:30

３月２０日（土） 三 田 市 記 録 会　競　技　日　程

【トラック競技】 【フィールド競技】

種　目
招集時刻

開始 ～ 完了 【走高跳】
招集時刻

開始 ～ 完了

10:20 10:00 ～ 10:10

３組
３２名

１１組
８６名

招集時刻
開始 ～ 完了

【砲丸投】
招集時刻

開始 ～ 完了

【円盤投】

～ 10:25

12:00 ～ 12:10

招集時刻
開始 ～ 完了

競技開始

競技終了

9:00 ～ 9:109:30

招集時刻
開始 ～ 完了

10:15

12:00 ～ 12:10

14:00 ～ 14:10


