
日付 種目
岡本　直也(2) 10.84 (+0.6) 堀江　新太郎 10.91 (+0.6) 竹内　漣(3) 11.34 (+0.9) 吉邑　一希(3) 11.42 (+1.7) 柏木　秀也(3) 11.43 (+0.6) 鈴木　友翔(3) 11.45 (+0.6) 藤平　直弘(1) 11.51 (+0.6) 小林　温眞(4) 11.58 (+0.6)

関西学院大学 三田市陸協 三田祥雲館高 塩瀬 三田学園高校 三田祥雲館高 北摂三田高 向洋
橋詰　竜輝(4) 21.93 (+0.3) 鈴木　友翔(3) 23.66 (+0.3) 清水　尋斗(3) 24.01 (+0.3) 市島　悠貴(3) 24.84 (+0.3) 森脇　小太郎(3) 25.18 (-0.9) 光明　翔(3) 25.23 (0.0) 山内　柊希(3) 25.74 (-0.4) 山本　一平(3) 25.79 (-0.9)

加美 三田祥雲館高 氷上 自由が丘 黒田庄 八景 春日 兵教大附属
谷垣　幹(2) 48.66 酒井　元気(4) 51.32 竹内　漣(3) 52.13 久保　拓己(3) 52.15 福山　世(2) 53.77 田中　大二朗(3) 54.23 加治　大武(1) 54.35 設樂　和希(2) 55.20
神戸大学 関西学院大 三田祥雲館高 塩瀬 有馬高校 有馬高校 北摂三田高 三田祥雲館高
森玉　鳳雅(3) 1:58.83 野一色　雄善(3) 2:02.83 山田　瑞揮(2) 2:03.80 津隈　功吉(3) 2:06.32 永井　柊羽(2) 2:07.23 谷　佳汰(3) 2:07.48 近藤　涼太(3) 2:09.93 山本　蓮(3) 2:11.48
三田西陵高 三田祥雲館高 北摂三田高 有馬高校 三田学園高校 ゆりのき台 春日 緑が丘
氏原　功志郎(2) 4:12.34 梅本　陸翔(3) 4:15.14 中林　斗軌(2) 4:23.63 河合　将希(4) 4:24.67 前川　圭吾(2) 4:28.06 東海林　慶駿(2) 4:29.39 佐伯　優月(3) 4:30.09 金井　悠真(3) 4:33.96
北摂三田高 有野 有馬高校 園田東 有馬高校 有馬高校 西脇南 氷上
浅倉　慶太(2) 1.71 森本　皓也(3) 1.71 堀川　徹太(3) 1.68 織田　要(3) 1.59 木口　琉太(3) 1.53 鈴木　伽埜(1) 1.50 長谷川　蒼空(2) 1.50 山下　徳幸(2) 1.45
北摂三田高 市島 山田 押部谷 緑が丘 北摂三田高 緑が丘 緑が丘
宮田　晴人(3) 6.30 (+1.0) 藤本　一平(2) 6.06 (+0.5) 田上　大貴(3) 5.95 (+1.5) 西村　知隼(2) 5.83 (+0.7) 浅田　拓海(2) 5.52 (+1.6) 神足　悠生(3) 5.42 (+0.6) 亀田　壮一郎(3) 5.40 (-1.5) 山野　覇功(3) 5.35 (+1.3)
北摂三田高 北摂三田高 けやき台 北摂三田高 北摂三田高 有馬高校 三田祥雲館高 有馬高校
河合　将希(4) 9:24.13 梅田　大陸(2) 9:29.99 佐伯　優月(3) 9:30.13 赤坂　勇輔(3) 9:39.99 石井　颯亜(2) 9:43.41 氏原　京志郎(3) 9:46.14 河合　仁楠(3) 9:58.01 土持　朝陽(3) 10:07.76
園田東 大原 西脇南 八景 三木東 狭間 小野 ゆりのき台
石田　柊哉(3) w16.02 (+2.8) 前山　正憲(3) w16.06 (+2.8) 織田　要(3) w16.12 (+2.8) 堀川　徹太(3) w16.49 (+2.8) 松居　暉大(3) w17.43 (+2.8) 岡村　優磨(3) 17.59 (+1.4) 白濵　快知(3) 17.62 (+1.3) 片山　朝陽(3) 18.10 (+1.3)

市島 小野 押部谷 山田 緑が丘 緑が丘 塩瀬 緑が丘
殿村　峻(3) 10.59 蘭　太陽(4) 8.58 石井　貴人(3) 8.26 木村　陽昇(2) 8.01 田中　悠真(3) 7.98 坂田　隼人(2) 7.65 赤松　健太(2) 7.40 西田　春葵(2) 7.38
市島 山田 押部谷 ゆりのき台 市島 けやき台 三木東 春日
殿村　峻(3) 29.71 高石　陽士(3) 27.18 西田　春葵(2) 22.55 木村　陽昇(2) 21.32 小濱　凛音(3) 20.76 木崎　諒(3) 20.14 田中　悠真(3) 19.08 岩田　征也(3) 16.97
市島 狭間 春日 ゆりのき台 ゆりのき台 ゆりのき台 市島 けやき台
中務　新太(3) 16:04.65 中道　裕太 16:10.48 有吉　健太朗 16:18.16 土持　奏(2) 16:24.33 沖　悠太 16:30.01 佐伯　玲空 16:35.75 平井　一成 16:52.61 嶌本　悠人(1) 17:05.69
三田学園高校 北摂三田高 関西学院高等部 北摂三田高 関西学院高等部 関西学院高等部 関西学院高等部 北摂三田高
小谷　将馬(3) 16.26 (+2.0)

三田松聖
宮本　拳気(1) 11.62 林　奏(3) 10.56 デヂン　マテウス礼恩(4) 9.90 道原　拓人(3) 9.33
北摂三田高 三田松聖 篠山東 三田学園高校
林　奏(3) 31.27 西中　雄一(3) 29.87 宮本　拳気(1) 27.61 車木　俊貴(2) 27.07 デヂン　マテウス礼恩(4) 23.82 森岡　俊介(3) 22.72
三田松聖 有馬高校 北摂三田高 北摂三田高 篠山東 三田西陵高
柏木　秀也(3) 47.21 森田　泰斗(2) 44.79 藤本　虎白 41.73 佐藤　翔永(1) 36.30 東出　輝陽(3) 33.13 道原　拓人(3) 27.14
三田学園高校 北摂三田高 三田西陵 北摂三田高 有馬高校 三田学園高校
山口　真衣(3) 12.98 (+1.3) 清水　あいり(2) 13.18 (+1.3) 花谷　風南(3) 13.31 (+1.3) 竜門　香奈(3) 13.43 (+1.3) 笹倉　愛実(3) 13.47 (+0.7) 近藤　優衣(3) 13.48 (+1.3) 小林　流歌(2) 13.59 (+1.3) 白根　亜依(3) 13.60 (+1.3)

園田 三田学園高校 三田祥雲館高 山手 西脇 春日 ゆりのき台 塩瀬
花谷　風南(3) 27.16 (0.0) 清水　あいり(2) 27.41 (0.0) 田中　ゆら(3) 27.91 (0.0) 近藤　優衣(3) 27.92 (0.0) 嶋原　美奈子(2) 28.13 (0.0) 坂本　那於(3) 28.62 (0.0) 梅津　さくら(3) 28.93 (0.0) 杉原　麻央(2) 29.05 (0.0)
三田祥雲館高 三田学園高校 大原 春日 北摂三田高 三田学園 緑が丘 三田祥雲館高
内藤　香乃(2) 1:00.98 塩田　珠恵(1) 1:03.20 小池　美咲(3) 1:06.25 杉原　麻央(2) 1:09.11
北摂三田高 北摂三田高 三田学園高校 三田祥雲館高
吉田　帆花(4) 2:27.64 前田　優音(3) 2:30.47 楠田　綾音(2) 2:30.99 池松　いずみ(2) 2:31.00 上﨑　柊侑(3) 2:33.14 藤本　成音(2) 2:37.93 福島　さくら(2) 2:39.09 安藤　桃花(3) 2:39.21
園田東 三木東 三田松聖 小野 北摂三田高 小野 小野 三木東
前田　優音(3) 5:06.39 吉田　帆花(4) 5:12.88 山本　心愛(3) 5:16.78 野間　香月(3) 5:20.91 安藤　桃花(3) 5:23.07 新家　礼響(1) 5:24.22 鷲北　茉優(3) 5:24.79 木下　愛羅(3) 5:26.61
三木東 園田東 小野南 有野 三木東 北摂三田高 ゆりのき台 三木
梅垣　花菜(3) 1.42 山下　萌妃(3) 1.42 福田　楓(4) 1.42 山﨑　維花(1) 1.42 山田　麻央(3) 1.36 高見　美友(2) 1.33 赤松　穂香(2) 1.33 岡﨑　莉緒(3) 1.30
氷上 柏原 山田 三田学園高校 大原 社 三木東 西脇
内藤　香乃(2) 5.33 (+0.1) 鐘撞　紗楠(3) 4.70 (-0.2) 吉本　こゆき(2) 4.63 (-0.4) 山口　恵玲奈(2) 4.52 (+0.3) 福田　結菜(3) 4.47 (+0.5) 上田　和果(3) 4.17 (+0.1) 青山　希咲(2) 4.16 (+0.1) 比留田　愛香(3) 4.13 (0.0)
北摂三田高 小野南 有馬高校 社 柏原 富士 黒田庄 西脇
田中　ゆら(3) 15.82 (+1.0) 中村　芽生(3) 15.83 (+1.0) 山下　萌妃(3) 15.99 (+1.0) 來住　ひなの(3) 16.28 (+1.0) 片岡　奈菜(3) 16.84 (+1.0) 亀滝　のの(2) 16.84 (+1.6) 前川　羽葵(3) 17.40 (+1.0) 稲垣　泰羽(3) 17.53 (+1.8)

大原 柏原 柏原 西脇 西脇 山田 社 けやき台
永田　まいあ(3) 8.95 中村　芽生(3) 8.83 石本　加菜(2) 8.51 達可　くるみ(2) 8.12 八尾　愛珠(3) 7.54 中野　悠月(3) 7.50 角木　夏音(3) 7.49 川野　未央(3) 7.42
市島 柏原 柏原 西脇南 氷上 大原 市島 ゆりのき台
小宮路　優來(4) 25.75 永田　まいあ(3) 23.05 角木　夏音(3) 21.67 曽和　心結(3) 19.99 達可　くるみ(2) 19.43 岩永　優和(3) 18.91 川﨑　羽美(3) 18.29 八尾　愛珠(3) 16.50
押部谷 市島 市島 富士 西脇南 西脇 富士 氷上
滝井　空良(2) 10:22.56 北内　李弥(3) 11:12.77 児玉　七海(2) 11:47.86 西村　京子 12:40.94
関西学院高等部 関西学院高等部 北摂三田高 三田ＡＸ
池内　美咲(2) 21.02 中田　悠良(1) 16.07
三田祥雲館高 三田学園高校
渡邉　眞子(3) 22.50 中田　悠良(1) 9.03
有馬高校 三田学園高校
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