
日付 種目

山本　柊希(3) 11.16 (+1.1) 安藤　光惺(3) 11.35 (+1.1) 丸井　蒼空(3) 11.37 (+1.1) 吉邑　一希(3) 11.39 (+1.1) 劉本　陽向(3) 11.50 (+1.1) 久保　一輝(3) 11.52 (+1.1) 鈴木　陸斗(3) 11.53 (+1.1) 田畑　開(3) 11.54 (+1.1)

浜脇 宝梅 高司 塩瀬 今津 武庫東 上甲子園 西宮浜義務

射場　涼成(2) 11.65 (+0.1) 仁志　月人(2) 11.74 (+0.1) 北　大毅(2) 11.83 (+0.1) 坂下　衣歩樹(2) 11.90 (+0.1) 古田　紀貴(2) 11.93 (+0.1) 香川　心(2) 11.99 (+0.1) 末吉　京大朗(2) 12.06 (+0.1) 中西　敢大(2) 12.17 (+0.1)

真砂 高司 精道 高司 今津 川西 小田北 立花

稲垣　翔馴(1) 4:50.45 大森　功誠(1) 5:09.86 磯山　直太郎(1) 5:10.85 井口　敬太(1) 5:11.66 三浦　琉虹(1) 5:12.55 永井　悠介(1) 5:16.09 横山　数馬(1) 5:17.90 村上　裕紀(1) 5:20.54

上甲子園 真砂 西宮浜義務 鳴尾南 東谷 上甲子園 御殿山 伊丹南

久保　拓己(3) 50.14 松原　賢志郎(3) 53.54 三木　翔真(3) 54.21 藤林　千洋(3) 55.36 山本　琥太朗(3) 55.64 志水　翔真(3) 56.03 宮下　航平(3) 56.10 大庭　佑月(2) 56.52

塩瀬 GR 猪名川 園田東 塩瀬 上甲子園 東谷 小田 瓦木

福嶋　遙(3) 4:09.56 福嶋　颯海(3) 4:16.33 福田　結仁(3) 4:21.96 大山　時和(3) 4:27.35 天神　幸之丞(3) 4:27.82 森田　聡(3) 4:28.25 小西　大地(2) 4:29.03 三國　悠貴(3) 4:29.08

天王寺川 GR 伊丹南 浜脇 鳴尾 上ケ原 猪名川 大社 上甲子園

丸井　蒼空(3) 6.14 (+1.6) 磯山　福太郎(3) 5.82 (+0.4) 山本　景太(3) 5.76 (+0.1) 安藤　聖大(3) 5.74 (+1.3) 田中　颯真(3) 5.55 (-1.0) 中島　圭梧(3) 5.54 (+0.3) 志賀　凌太(3) 5.50 (+0.4) 井上　泰吾(3) 5.46 (+1.4)

高司 西宮浜義務 山手台 御殿山 宝塚第一 苦楽園 上甲子園 明峰

井上　人斉(3) 27.39 曽野　詩音(3) 25.45 平瀨　玲太(3) 24.55 蕭　理恩(3) 24.34 長崎　想空(3) 24.25 竹内　勇人(2) 23.44 岸本　誠之介(3) 23.06 濱脇　涼牙(2) 21.82

天王寺川 上甲子園 高司 西宮浜義務 上甲子園 武庫 山口 立花

四種競技 加地　由紀智(3) 2369 黒田　涼太(3) 2118 藤本　駿希(3) 2103 宮川　友希(3) 2095 須﨑　悠斗(3) 1853 江端　恭吏(3) 1804 古宅　諒成(3) 1700 白濵　快知(3) 1670

宝梅 大社 園田 園田東 西宮浜義務 御殿山 小田 塩瀬

5月14日 110mH 15.51 (-0.6) 16.24 (-0.6) 15.74 (-0.6) 17.09 (+1.2) 16.72 (+1.2) 18.48 (-0.6) 18.07 (+1.2) 17.27 (-0.6)

5月14日 砲丸投 13.06 9.13 8.97 11.03 9.00 8.18 7.15 6.73

5月14日 走高跳 1.55 1.65 1.55 1.45 1.45 1.60 1.55 1.40

5月14日 400m 58.01 58.26 57.79 55.47 59.76 57.98 59.19 58.50

猪名川 50.12 天王寺川 50.63 塩瀬 51.26 宝梅 51.88 浜脇 51.98 精道 52.41 東谷 52.57 上ケ原 52.89

船越　立翔(2) 高木　教雅(2) 瀧口　緒人(2) 宇都宮　航生(2) 今西　勇葵(2) 髙田　秋也(2) 仲　慶一朗(2) 永沼　颯太(2)

小谷　純己(1) 椎谷　雄樹(1) 森　祐太(1) 栗原　優(1) 飯田　慶(1) 富田　周佑(1) 山岡　亮太(1) 廣瀬　優太朗(1)

脇中　凌輝(1) 畠　優心(1) 丸山　南樹(1) 大谷　翔蘭(1) 宮城　蒼大(1) 長濱　悠斗(1) 髙森　蒼空(1) 村井　海仁(1)

北住　惟央(2) 清家　楓雅(2) 前田　悠和(2) 横山　裕馬(2) 竹村　晃琉(2) 北　大毅(2) 佐々木　優(2) 髙田　翔太(2)

松下　心優(3) 12.74 (+1.2) 坂本　帆乃香(3) 12.80 (+1.2) 皆木　萌々華(3) 12.89 (+1.2) 中嶋　葵花(3) 12.93 (+1.2) 髙田　真央(3) 12.96 (+1.2) 谷脇　穂香(3) 12.98 (+1.2) 小西　麻央(3) 13.03 (+1.2) 白根　亜依(3) 13.20 (+1.1)

大社 園田東 上甲子園 武庫東 高司 園田東 荒牧 塩瀬

二階堂　咲(2) 13.05 (+0.9) 杉山　さい(2) 13.05 (+0.9) 中村　杏梨(2) 13.25 (+0.9) 林　佑亜(2) 13.25 (+0.9) 山下　芽歌(2) 13.28 (+0.9) 多田　優衣香(2) 13.32 (+0.9) 岡田　雛妃(2) 13.37 (+0.9) 河邊　悠(2) 13.40 (+0.9)

高司 真砂 山手台 高司 高司 塩瀬 塩瀬 甲武

中本　眞菜(1) 2:39.66 関口　千春(1) 2:40.12 大村　心乃(1) 2:41.94 内藤　琉花(1) 2:42.18 尾籠　愛央(1) 2:45.08 増田　梨花(1) 2:46.01 吉田　みなみ(1) 2:49.85 岡田　理咲(1) 2:50.76

甲武 園田 日新 浜脇 山手台 瓦木 伊丹南 上ケ原

安藤　咲希(2) 4:58.29 鳥居　佑璃那(3) 4:58.60 水田　彩花(3) 4:59.51 山岡　蓮奈(2) 5:02.51 小國　紋佳(2) 5:03.75 安田　風羽(2) 5:05.29 迫　彩乃(3) 5:05.48 逢坂　ひかり(2) 5:07.80

猪名川 日新 瓦木 真砂 山口 常陽 浜脇 猪名川

池上　嬉和(3) 4.60 (-1.2) 鈴木　琴水(3) 4.58 (+0.1) 亀田　遥愛(3) 4.57 (0.0) 佐藤　舞奈(3) 4.56 (+1.9) 千原　咲葵(3) 4.53 (+1.2) 伊藤　梨音(3) 4.47 (-0.1) 渡部　結楽(2) 4.38 (+0.9) 山下　果耶(3) 4.37 (+1.6)

浜脇 甲陵 荒牧 武庫東 宝塚第一 宝梅 大成 小田

山下　愛梨(3) 26.79 青木　優香(3) 25.39 森　結香(3) 23.30 森　陽菜(3) 22.62 松原　心優(3) 22.54 真田　深愛(3) 22.10 阿部　桜來(2) 21.98 丸本　絢祢(3) 21.92

園田 浜脇 御殿山 甲武 上ケ原 園田東 甲武 御殿山

四種競技 永井　遼(3) 2437 岸田　七海(2) 2053 中谷　美月(3) 2045 中川　優来(3) 2011 青木　花梨(3) 1974 西脇　由菜(3) 1795 松田　真子(3) 1434 中川　珠佑(3) 816

甲武 山手台 鳴尾 大社 瓦木 宝梅 御殿山 小田

5月14日 100mH 14.57 (0.0) w16.96 (+2.3) w16.51 (+2.3) 16.08 (0.0) 15.66 (0.0) 16.94 (0.0) w21.34 (+2.3) DQ

5月14日 走高跳 1.30 1.40 1.25 1.20 1.20 1.30 1.30 NM

5月14日 砲丸投 8.81 8.40 8.20 7.92 5.45 7.67 8.33 7.83

5月14日 200m 27.42 (-1.0) 29.53 (-1.0) 28.12 (-1.0) 28.38 (-1.0) 27.52 (-1.0) 31.15 (-1.0) 31.18 (-1.0) 30.80 (-1.0)

上甲子園 56.61 大成 57.08 山口 57.16 武庫東 57.54 甲武 57.61 東谷 57.62 甲陵 57.72 大社 57.79

太田黒　優加理(2) 小西　晴香(2) 岸本　紬(2) 河野　詩乃(2) 阿部　桜來(2) 田邊　乃愛(2) 岡　美咲(2) 田中　こころ(2)

加茂　莉奈(1) 松下　心優(1) 図師　みなみ(1) 長山　凛(1) 小宮　瑠莉(1) 阿部　愛弥(1) 竹森　芽生(1) 岩本　蒼依(1)

山本　海咲(1) 岸原　結愛(1) 酒井　葵葉(1) 秋岡　叶(1) 岡村　倖奈(1) 米谷　千愛(1) 黒野　真巳華(1) 為廣　采音(1)

畑井　優杏(2) 赤松　玲(2) 中元　輝希(2) 大城　奏衣(2) 木下　結賀(2) ﾛｯｸﾊｰﾄ　愛里(2) 矢澤　里奈(2) 前田　美詞(2)

GR:大会記録  w:追風参考  DQ:失格  NM:記録なし  

低学年女子 5月14日 4x100mR

5月14日 走幅跳

5月14日 円盤投

１年女子 5月14日 800m

２・３年女子 5月14日 1500m

３年女子 5月14日 100m

２年女子 5月14日 100m

5月14日 円盤投

低学年男子 5月14日 4x100mR

5月14日 1500m

5月14日 走幅跳

１年男子 5月14日 1500m

２・３年男子 5月14日 400m

7位 8位

３年男子 5月14日 100m

3位 4位 5位 6位

尼崎市記念公園陸上競技場

２年男子 5月14日 100m

1位 2位
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