
日付 種目

片山　凜平  22.30 (-2.7) 松岡　正真  22.66 (-2.7) 木下　恭太朗  22.69 (+0.2) 渡邉　翔太  22.77 (-2.7) 神戸　翔伍  22.99 (-2.7) 井上　敬太  23.18 (+0.2) 眞尾　拓臣  23.21 (-1.2) 明榮　凌太朗  23.40 (+0.2)

但馬AC 市立尼崎高 大久保 神戸学院大学 神戸学院大学 市立尼崎高 FrontierAC 明石北高

田中　稜也  1:58.62 澤田　和希  2:00.75 嘉勢　悠夏  2:01.26 廣瀬　創大  2:01.73 鶴田　慈英  2:02.73 眞尾　泰浩  2:07.44 玉田　匠平  2:09.21 佐伯　遥大  2:10.48

FrontierAC 神戸学院大学 市立尼崎高 但馬AC 神戸学院大学 淡路陸上教室 朝霧 朝霧

市立尼崎高校  44.01 芦屋A  44.35 FrontierAC  44.38 明石北A  44.75 神戸第一高  44.81 神港学園高  45.04 明石西A  45.18 明石西B  45.65

吉川　涼生 平松　悠人 眞尾　拓臣 吉田　悠聖 上杉　拓海 楠　廉人 横田　遥希 北出　拓也

水野　陸翔 三浦　康佑 臼杵　將悟 作本　智基 田村　翔輝 齊藤　涼介 堀　空悟 奥谷　成輝

下中　祐惺 南家　直樹 三崎　大樹 神代　竜汰 戎　晴大 高見　龍也 杉山　慶次郎 渡邊　哉太朗

井上　敬太 西谷　光平 田中　稜也 勝山　英明 楞野　匠人 宮内　優人 井上　朝陽 藤井　一輝

臼杵　將悟  6.67 (+0.2) 小椋　蓮司  w6.19 (+3.1) 藤井　蓮  w6.11 (+2.2) 牧野　智紘  6.05 (-0.4) 溜水　琉偉  6.04 (+1.4) 福田　世勳  5.86 (+0.7) 山際　達也  w5.68 (+2.8) 砂田　一平  w5.55 (+2.3)

FrontierAC 明石北高 市立尼崎高 瓦木 神戸第一高 明石高校A 神戸第一高 二見

段床　健太  16:08.97 塚元　琳太郎  16:43.42 柏原　秀太郎  16:56.03 中野　開友  17:17.02 岡田　拓海  17:42.33 守田　柚貴  17:44.75 竹中　慎裕  17:50.04 村瀬　貴仁  18:18.99

北王子ＲＣ 市立尼崎高 明石市陸協 明石北高 小野市陸協 明石西高 神戸学院大学 川崎重工

関　竜冴  9.59

川崎重工

大谷　悠人  12.37 田中　鷲仁生  11.21 上原　諒己  10.99 菅　真尋  10.71 奥野　舜  10.49 菅　結史  9.73 中西　火々良  9.61 片岡　勇星  8.80

市立尼崎高 神戸第一高 市立尼崎高 神港学園高 芦屋高 市立尼崎高 市立尼崎高 神戸第一高

真田　大輔  9:45.94 楠　幸一郎  9:50.78 佐藤　祐介  9:53.22 高松　健斗  10:34.06 前潟　諒  10:38.54 宮本　義成  10:47.78 鎌倉　優  10:52.01 小林　拓夢  10:56.90

大久保 塩瀬 大久保 望海 江井島 江井島 塩瀬 塩瀬

後藤　璃久  11.64 浅井　尊斗  9.43 中田　史斗  9.14 西村　涼太  8.22 安楽　大輝  8.15 脇田　直人  7.70 東本　歩  7.60 岸本　誠之介  7.49

大蔵 緑が丘 江井島 野々池 魚住東 野々池 江井島 山口

上川　紗季  26.63 (-2.2) 伊達　成美  27.25 (-2.2) 田中　咲帆  27.32 (-2.2) 相川　ひなた  27.88 (-2.2) 伊藤　紗英  27.89 (-2.2) 吉澤　佳倫  28.15 (-2.2) 白根　亜依  28.32 (-0.7) 山本　秋咲希  28.40 (-0.7)

山口 明石西高 朝霧 市立尼崎高 大久保 明石西高 塩瀬 芦屋山手

古西　亜海  2:22.71 王野　遥  2:24.68 水田　彩花  2:26.10 吉田　七海  2:29.08 八木　結衣  2:30.08 澤田　裕佳  2:30.30 溝渕　未歩  2:30.31 森　心優  2:34.07

豊岡総合高 朝霧 瓦木 山口 芦屋山手 江井島 芦屋山手 瓦木

稲富　早紀  12:29.13

明石北高

明石西A  50.23 芦屋A  53.06 明石西B  53.21 塩瀬A  53.27 甲陵  53.68 野々池  54.40 大久保北  54.56 明石北  54.65

恩田　美桜 喜坂　葵 田口　沙耶 執行　芽生 大矢根　理紗 中西　美菜 藤本　愛 上田　心咲

植田　菜々美 松尾　京香 吉澤　佳倫 藤村　遥香 桑原　菫花 井村　綾実 谷山　七海 堀　心寧

川下　さりは 小林　由奈 石野　多麻季 白根　亜依 佐藤　絢音 松井　美咲希 西村　星那 加藤　心優

伊達　成美 三平　紫衣 青悦　聡子 森　瑞希 鈴木　琴水 髙巣　楓子 池田　咲結菜 平澤　舞

村上　歩美  5.21 (+0.6) 海沼　杏実  5.16 (-1.0) 荒谷　香実  4.53 (-1.2) 青悦　聡子  4.52 (-1.4) 上田　心咲  4.51 (+0.2) 平位　りな  4.39 (-1.9) 鈴木　琴水  w4.38 (+3.3) 藤原　愛加  4.37 (+1.9)

園田学園女子大学 市立尼崎高 塩瀬 明石西高 明石北高 大久保 甲陵 芦屋

楠本　さくら  8.44 大西　菜々穂  7.48 小西　芹奈  7.30 白川　香織  6.95 水津　光  6.83 岡田　美鈴  4.97

明石西高 高砂南高 明石西高 明石北高 明石西高 神港学園高

三浦　真里奈  9.88 橘　未紗  9.20 黒田　光瑠  8.70 林　香帆  8.68 細谷　萌愛  8.15 角谷　美怜  8.05 岡本　夢未  7.98 村上　萌香  7.89

二見 大蔵 宝梅 野々池 大久保北 望海 大久保北 望海
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