
日付 種目

上治　大琉(3)  w11.21 (+2.5) 山本　瑛大(3)  w11.40 (+2.5) 竹林　陽翔(3)  w11.45 (+2.6) 山本　葵(3)  w11.57 (+2.5) 沖野　未知(2)  w11.71 (+2.5) 波多野　光将(2)  w12.02 (+2.3) 西村　源斗(1)  w12.05 (+2.5) 山本　紫陽(3)  w12.06 (+2.5)

豊岡南 和田山 日高西 和田山 豊岡南 梁瀬 豊岡南 和田山

上治　大琉(3)  22.80 (+0.3) 山本　瑛大(3)  23.73 (+0.3) 藤澤　璃久(3)  24.14 (+1.8) 沖野　未知(2)  24.31 (+0.3) 加芝　誠(3)  24.90 (+1.8) 藤原　輝紀(3)  24.93 (+0.3) 山本　紫陽(3)  25.34 (+0.3) 田中　歩夢(3)  26.16 (+1.8)

豊岡南 和田山 日高東 豊岡南 出石 豊岡北 和田山 日高東

田中　拓海(3)  55.09 池田　英寿(3)  58.10 木多見　康介(3)  58.25 毛戸　悠真(3)  58.69 荒川　元寿(3)  59.77

豊岡南 香住第一 日高東 日高東 香住第一

橋本　一輝(3)  2:15.50 伊田　涼助(2)  2:15.69 濱田　凛空(3)  2:19.06 黒田　洸貴(3)  2:28.32

日高東 豊岡北 出石 出石

衣川　勇太(3)  4:19.28 森　蒼大(2)  4:27.48 村尾　恭輔(3)  4:32.68 永井　心八(3)  4:38.80 辻田　晴聖(3)  4:44.57 荒川　煌大(1)  4:50.94 松島　煌明(1)  4:52.98 夜久　柊真(3)  4:54.14

和田山 香住第一 豊岡南 和田山 豊岡北 豊岡北 豊岡南 和田山

今西　瑛大(2)  w15.77 (+4.1) 石川　陽一郎(3)  w15.98 (+4.1)

豊岡南 和田山

和田山Ａ  45.98 豊岡南  46.73 日高東A  48.20 香住第一A  48.37 豊岡北  48.84 香住第一B  51.99 日高東B  52.13 和田山Ｂ  52.77

鵤　正真(3) 今西　瑛大(2) 藤原　八央樹(3) 中村　幸詩(3) 長田　悠生(2) 高橋　優吏(2) 和藤　隆哉(2) 山本　陸生(3)

山本　葵(3) 西村　源斗(1) 藤澤　璃久(3) 池田　英寿(3) 伊田　涼助(2) 吉岡　翼(1) 寳代地　遼(1) 鍋岡　世成(1)

石川　陽一郎(3) 澤野　凱音(1) 木内　陽斗(3) 荒川　元寿(3) 池口　星輝(3) 大田　絢斗(1) 吉田　怜央(1) 藤岡　夢優(1)

山本　瑛大(3) 沖野　未知(2) 橋本　一輝(3) 長谷川　侑輝(3) 藤原　輝紀(3) 松本　翔太(2) 高橋　真己(2) 衣川　功樹(3)

池口　星輝(3)  1.61 市場　徠毘(3)  1.58

豊岡北 豊岡南

村上　颯太(3)  5.32 (+0.3) 山下　陽飛(3)  5.05 (+0.6) 鵤　正真(3)  5.01 (-0.2) 鎌田　将夢豪(2)  4.92 (-0.4) 古田　碧空(2)  4.60 (+0.1) 衣川　功樹(3)  4.53 (-0.5)

日高東 日高東 和田山 香住第一 梁瀬 和田山

清水　蓮大(2)  10.71 中村　幸詩(3)  10.71 岩崎　颯平(3)  8.40 廣井　脩(3)  7.09

香住第一 香住第一 豊岡南 出石

中尾　巴映(3)  w12.63 (+4.6) 和田　望(3)  w13.00 (+4.6) 和田　日向(3)  w13.27 (+4.6) 澤野　琴音(3)  w13.36 (+4.6) 宿南　涼香(3)  w13.40 (+2.4) 中嶋　彩音(3)  w13.43 (+4.6) 松村　あかり(3)  w13.53 (+4.6) 橋本　梨菜(3)  w13.57 (+4.6)

和田山 豊岡南 和田山 豊岡南 豊岡南 香住第一 和田山 和田山

中尾　巴映(3)  26.45 (+0.5) 和田　望(3)  26.51 (+0.5) 和田　日向(3)  27.56 (+0.5) 澤野　琴音(3)  27.89 (+0.5) 宿南　涼香(3)  28.37 (+0.5) 西村　美澪(2)  31.23 (+0.5) 秦　梨浬菜(2)  31.78 (+0.5)

和田山 豊岡南 和田山 豊岡南 豊岡南 日高東 日高東

谷口　倖菜(2)  2:35.42 南光　彩那(2)  2:35.52 山口　真奈(3)  2:38.69 松崎　友里羽(3)  2:39.48 的場　海咲(1)  2:40.45 坂本　果穂(2)  2:42.52 瀬戸浦　愛音(1)  2:46.68 品川　愛結(3)  2:49.01

香住第一 和田山 豊岡北 日高東 日高東 和田山 香住第一 日高東

加藤　世菜(2)  5:14.25 宮垣　葵(3)  5:16.71 森上　璃子(3)  5:39.84 渡辺　愛(3)  5:53.72

和田山 豊岡南 浜坂 香住第一

松村　あかり(3)  w16.68 (+2.5) 加藤　明日香(3)  w18.58 (+2.5) 藤本　優衣(2)  w19.13 (+2.5) 西岡　意織(3)  w20.99 (+2.5) 村上　陽愛(2)  w21.32 (+2.5) 水嶋　穂乃果(2)  w23.40 (+2.5)

和田山 日高東 和田山 日高東 出石 出石

和田山  50.85 豊岡南A  51.75 香住第一A  53.82 日高東A  54.39 豊岡北  54.98 豊岡南B  56.11 日高東B  56.33 日高東C  57.37

橋本　梨菜(3) 安井　真那(3) 吉岡　鈴音(2) 飯田　あみ(3) 酒井　望実(2) 杉垣　ひかり(2) 西村　美澪(2) 吉田　陽香(2)

松村　あかり(3) 和田　望(3) 中嶋　彩音(3) 谷垣　友理(2) 田武　若奈(2) 栗田　來羽(1) 的場　海咲(1) 田中　琴子(1)

和田　日向(3) 宿南　涼香(3) 小野　祐惟里(2) 真鍋　葵(3) 山口　真奈(3) 木村　彩花(1) 北村　莉々(1) 塚原　明日香(1)

中尾　巴映(3) 澤野　琴音(3) 佐藤　万優子(2) 加藤　明日香(3) 山田　そら(3) 谷口　愛華(2) 前野　夏希(2) 秦　梨浬菜(2)

安井　真那(3)  1.45 稲津　佳歩(3)  1.33

豊岡南 豊岡南

中嶋　彩音(3)  4.78 (+0.1) 橋本　梨菜(3)  4.13 (-0.5) 太田　結菜(3)  3.76 (0.0)

香住第一 和田山 日高東

寺川　依万里(3)  9.04 坂本　薫海(3)  8.19 澤田　香穂(3)  7.78 赤木　佳那(2)  6.68 竹内　理央(2)  5.36

日高東 出石 香住第一 日高東 香住第一
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