
日付 種目

増位 44.92 飾磨東 45.61 姫路灘 45.69 山陽 46.39 大的 46.72 姫路東 47.07 安室 47.16 福崎西 47.39

佐子　柚乃(3) 濵田　悠人(3) 藤尾　晃大(3) 江崎　太朗(3) 石田　優真(3) 山本　聖(3) 三木　隆太郎(2) 小西　良空(3)

原田　健太朗(3) 松下　直生(3) 松田　龍惺(2) 山本　祐生(3) 大野　凜人(3) 中川　将(3) 宮川　航(3) 金川　莉都(3)

小川　桂央(2) 小林　碧音(3) 吉野　健翔(2) 柴田　漣斗(3) 苅田　直輝(3) 幸田　琉希(3) 野村　映斗(2) 成清　快虹(3)

森田　朔空(3) 藤原　悠雅(3) 山﨑　大馳(3) 中村　琢磨(3) 上原　瑞生(3) 清水　亮汰(3) 田中　俊陽(3) 山本　空輝(3)

中村　祐友(1) 12.10 (+1.0) 大井　純喜(1) 12.48 (+1.0) 安東　蒼太(1) w12.64 (+2.2) 藤本　琉生(1) 12.81 (+1.0) 橋本　啓二朗(1) 12.83 (+1.0) 村上　駿(1) 12.90 (+1.0) 前田　桜佑(1) 12.99 (+0.5) 米盛　蒼生(1) w13.11 (+2.5)

神河 福崎西 山陽 花田 菅野 大白書 山陽 山陽

岸本　周真(1) 4:31.75 中野　純(1) 4:36.35 ユ　ソンジェ(1) 4:38.69 中村　心音(1) 4:45.72 藤田　敦人(1) 4:46.44 金澤　俊輝(1) 4:53.53 岡田　快斗(1) 4:53.73 堀　友翔(1) 5:02.14

網干 神河 山陽 安室 安室 山陽 姫路高丘 大白書

大井　純喜(1) 4.99 (+1.9) 森　奏太(1) 4.77 (+1.0) 中筋　友基(1) w4.72 (+2.8) 岡﨑　謙一郎(1) 4.33 (+1.4) 田渕　旺駕(1) w4.17 (+3.8) 藤本　航旗(1) w3.71 (+3.2) 松岡　聡真(1) 3.58 (+1.9) 横田　航希(1) 3.44 (+0.2)

福崎西 飾磨西 山陽 福崎西 大津 広畑 大津 広畑

西村　源斗(2) 11.60 (+0.5) 小川　桂央(2) 11.64 (+0.5) 成田　蒼生(2) 11.88 (+0.5) 中村　歩暉(2) 12.09 (+0.5) 中﨑　悠月(2) 12.16 (+0.5) 澤野　凱音(2) 12.22 (+0.5) 福永　晃大(2) 12.33 (+0.5) 木下　敬太郎(2) 12.40 (-1.3)

豊岡南 増位 大白書 夢前 広畑 豊岡南 神南 神河

足立　昌汰(2) 4:18.53 柴崎　雄介(2) 4:21.95 中島　丈瑠(2) 4:21.97 徳永　泰雅(2) 4:21.98 富永　晄生(2) 4:23.70 溝口　達也(2) 4:27.07 三德　晃大(2) 4:27.77 野村　壬一(2) 4:32.31

増位 近大豊岡 香寺 安室 安室 広畑 福崎東 飾磨東

貝川　輝(3) 11.44 (-2.0) 萩原　慧(3) 11.70 (-2.0) 山﨑　大馳(3) 11.70 (-2.0) 上原　瑞生(3) w11.73 (+2.8) 松本　翔太(3) w11.73 (+2.8) 橋本　蓮(3) 11.73 (-2.0) 髙尾　雄飛(3) 11.73 (+2.0) 田中　俊陽(3) 11.81 (+2.0)

姫路灘 朝日 姫路灘 大的 香住第一 福崎東 菅野 安室

田中　壱基(3) 4:12.14 高野　修輔(3) 4:12.65 森　蒼大(3) 4:19.91 垣本　尊琉(3) 4:20.42 田村　優成(3) 4:24.38 福井　虎太朗(3) 4:26.05 酒上　航煕(3) 4:27.50 足立　健登(3) 4:28.07

姫路灘 姫路灘 香住第一 飾磨東 姫路灘 安室 姫路灘 山陽

西村　源斗(2) w22.97 (+3.7) 山﨑　大馳(3) w23.32 (+3.7) 小川　桂央(2) w23.45 (+3.7) 藤尾　晃大(3) w23.65 (+3.7) 小林　碧音(3) w23.74 (+3.1) 上原　瑞生(3) w23.88 (+3.7) 成田　蒼生(2) w24.03 (+3.1) 田中　俊陽(3) w24.06 (+3.7)

豊岡南 姫路灘 増位 姫路灘 飾磨東 大的 大白書 安室

松下　直生(3) 53.83 小竹　遼志(3) 54.02 藤尾　晃大(3) 54.34 清久　時臣(3) 54.36 小林　碧音(3) 54.89 藤原　悠雅(3) 55.81 服部　倭和(3) 56.06 柴田　漣斗(3) 56.76

飾磨東 大津 姫路灘 朝日 飾磨東 飾磨東 大津 山陽

伊田　涼助(3) 2:03.86 柴崎　雄介(2) 2:04.98 小竹　遼志(3) 2:04.99 足立　昌汰(2) 2:05.04 中島　丈瑠(2) 2:06.96 田村　優成(3) 2:06.99 井上　旭(3) 2:08.22 清久　時臣(3) 2:08.59

豊岡北 近大豊岡 大津 増位 香寺 姫路灘 増位 朝日

福井　翔(3) 9:15.76 寺本　悠良(3) 9:35.89 富永　晄生(2) 9:37.58 福井　虎太朗(3) 9:41.83 三德　晃大(2) 9:51.02 吉川　冬馬(2) 9:56.01 藤田　湊(3) 9:56.01 中田　瑠弥(2) 9:59.84

豊富小中 飾磨東 安室 安室 福崎東 大的 豊富小中 増位

今西　瑛大(3) w14.26 (+3.8) 松下　直生(3) w14.66 (+3.8) 東畑　勇輝(3) w16.04 (+3.8) 矢野　蓮稀(3) w16.29 (+3.8) 福永　晃大(2) w17.23 (+3.7) 溝上　蒼介(2) w17.57 (+3.8) 中川　将(3) w17.60 (+3.6) 須方　嗣斗(3) w17.84 (+3.6)

豊岡南 飾磨東 城山 夢前 神南 飾磨東 姫路東 山陽

西畠　迅(3) 1.70 赤松　一成(3) 1.60 岡野　蒼生(2) 1.55 中村　剛之(3) 1.50 吉原　佑飛(3) 1.50 山村　弘樹(2) 1.45 粟賀　俊平(2) 1.35 笠原　逸人(2) 1.35

鹿谷 姫路灘 香寺 山陽 姫路灘 飾磨西 夢前 福崎西

宮川　航(3) 5.85 (-0.6) 山本　祐生(3) 5.63 (-1.1) 金田　元佑(3) 5.60 (-1.5) 鹿島　聖規(3) 5.54 (-0.3) 中村　琢磨(3) 5.54 (-0.9) 岩﨑　隼人(3) 5.53 (-0.4) 松﨑　裕生(3) 5.27 (0.0) 澤野　凱音(2) 5.25 (-1.2)

安室 山陽 豊富小中 増位 山陽 朝日 姫路東 豊岡南

益田　悠汰(3) w11.99 (+2.2) 三浦　駿太郎(3) 10.94 (+2.0) 名定　千翔(2) 10.02 (+1.5) 金治　紘平(3) 9.94 (+1.3) 岡崎　快飛(2) w9.49 (+2.7)

飾磨東 大津 大白書 大津 大津

清水　蓮大(3) 12.56 中野　椋哉(3) 10.13 荒木　悠志(3) 10.00 楢﨑　蓮(2) 9.83 前田　賢甫(3) 9.39 松下　隼斗(2) 8.85 髙原　正揮(3) 8.76 福田　煌輝(3) 8.56

香住第一 飾磨東 東光 飾磨東 飾磨東 大白書 山陽 菅野

楢﨑　蓮(2) 28.84 中野　椋哉(3) 28.69 荒木　悠志(3) 28.13 圓井　遥斗(3) 24.48 勝田　巧人(3) 23.77 松井　凌駕(2) 23.77 前田　賢甫(3) 23.35 髙原　正揮(3) 22.94

飾磨東 飾磨東 東光 鹿谷 大津 網干 飾磨東 山陽

四種競技 森田　朔空(3) 2205 北田　陽大(3) 1487 中村　剛之(3) 1465 宮西　佑弥(2) 593

増位 城山 山陽 大白書

5月21日 110mH 15.87 (+1.6) 19.26 (+1.6) 19.28 (+1.6) 28.11 (+1.6)

5月21日 砲丸投 10.28 6.92 6.60 7.29

5月21日 走高跳 1.60 1.45 1.50 NM

5月21日 400m 57.77 59.75 1:00.88 1:04.65

山陽 48.53 福崎西 50.15 飾磨西 51.51 花田 53.21 朝日 53.35 大津 53.45 安室 54.41

石田　陽大(2) 笠原　逸人(2) 出木舎　陸斗(2) 大垣　愛斗(2) 小谷　蕾成(2) 安田　翔海(2) 三木　隆太郎(2)

前田　桜佑(1) 岡﨑　謙一郎(1) 森　奏太(1) 藤本　琉生(1) 西谷　麗(1) 田渕　旺駕(1) 中野　瑛太(1)

安東　蒼太(1) 大井　純喜(1) 榊田　要(1) 大垣　虎輝(1) 堀田　和誠(1) 松岡　聡真(1) 城戸　惺道(1)

村田　白虎(2) 山本　拓歩(2) 山村　弘樹(2) 岸本　空夜(2) 後藤　栄翔(2) 幸長　佑弥(2) 安藤　大志(2)

１・２年男子 5月21日 4x100mR

5月22日 砲丸投

5月21日 円盤投

5月21日 走幅跳

5月22日 三段跳

5月22日 110mH

5月22日 走高跳

5月22日 800m

5月22日 3000m

２・３年男子 5月22日 200m

5月21日 400m

３年男子 5月21日 100m

5月21日 1500m

２年男子 5月21日 100m

5月21日 1500m

5月21日 1500m

5月22日 走幅跳

7位 8位

共通男子 5月22日 4x100mR

１年男子 5月22日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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日付 種目

姫路灘 51.36 広畑 52.09 福崎西 52.19 姫路高丘 52.55 白鷺小中 52.99 豊岡北 53.11 朝日 53.27 網干 53.42

藤原　愛菜(3) 佐川　ひまり(3) 尾﨑　優花(3) 田中　志歩(3) 勝間　琴音(2) 酒井　望実(3) 榮藤　琴音(2) 松田　心春(3)

家氏　美和(2) 幸長　愛美(2) 宮内　綾花(3) 熊谷　遥菜(3) 清原　咲瑛(2) 吉岡　優衣(2) 内海　彩里(3) 長安　愛海(2)

村上　桜彩(2) 髙室　瑠奈(2) 高原　彩乃(3) 飯田　真実(3) 関口　音海(2) 田武　若奈(3) 小嶋　凛(2) 杉田　幸実(3)

丸尾　望友(3) 苅田　優月(3) 柴田　幸来(3) 花畑　愛歩(3) 井上　陽菜(3) 井上　華暖(3) 板橋　環那(2) 本井　佑奈(3)

福田　花奏(1) w12.72 (+4.7) 吉見　若菜(1) 13.84 (+1.6) 津田　愛果(1) 13.87 (+1.3) 飯田　愛満(1) w14.26 (+3.0) 成瀬　杏奈(1) w14.34 (+4.7) 桂　荊愛姫(1) w14.54 (+4.7) 足立　莉乃(1) w14.56 (+3.2) 吉田　陽彩(1) w14.58 (+2.5)

神河 姫路高丘 朝日 山陽 花田 花田 神河 安室

三木　琴葉(1) 2:18.66 藤井　志帆(1) 2:38.41 髙馬　碧(1) 2:40.28 佐野　葵咲希(1) 2:49.87 北村　一華(1) 2:50.05 小谷　にこ(1) 2:50.42 表田　みく(1) 2:51.02 高田　莉愛那(1) 2:56.78

大的 山陽 豊富小中 網干 東光 東光 山陽 豊富小中

吉見　若菜(1) w4.03 (+2.2) 松下　礼愛(1) w3.97 (+2.4) 西郷　真由美　マイリ(1) 3.82 (+1.2) 吉田　颯桜(1) 3.79 (0.0) 川崎　ゆいり(1) w3.63 (+3.0) 山田　心羽(1) w3.62 (+2.2) 大森　咲綺(1) w3.59 (+2.3) 山名　穂香(1) 3.55 (+0.4)

姫路高丘 大津 四郷学院 大津 山陽 山陽 広畑 姫路高丘

幸長　愛美(2) 12.80 (+0.5) 尼ヶ塚　結愛(2) 13.28 (+0.5) 長安　愛海(2) 13.48 (+0.5) 村上　桜彩(2) 13.53 (+0.5) 板橋　環那(2) 13.68 (+0.5) 清原　咲瑛(2) 13.73 (+0.5) 髙室　瑠奈(2) 13.76 (+0.5) 岸田　結芽(2) 13.76 (+1.5)

広畑 花田 網干 姫路灘 朝日 白鷺小中 広畑 安室

堤　円花(2) 2:20.56 長谷川　真理(2) 2:24.56 松尾　史菜(2) 2:29.10 細見　古都(2) 2:29.66 松岡　紗衣(2) 2:32.19 坂本　優希菜(2) 2:33.12 原田　真優(2) 2:33.75 松本　唯花(2) 2:33.76

飾磨西 神河 市川 白鷺小中 福崎東 香寺 福崎西 福崎西

丸尾　望友(3) 13.12 (-0.7) 藤原　愛菜(3) 13.15 (+1.4) 城下　千璃亜(3) 13.29 (+1.4) 酒江　菜々美(3) 13.47 (-0.7) 田中　志歩(3) 13.49 (+0.9) グエンティム　キム　イエン(3) 13.51 (+0.9) 森　結衣花(3) 13.51 (+0.9) 谷口　愛華(3) 13.52 (+0.9)

姫路灘 姫路灘 豊岡南 姫路広嶺 姫路高丘 花田 飾磨東 豊岡南

寺田　妃織(3) 2:20.22 種　知里(3) 2:20.47 隈部　湊(3) 2:20.84 友宗　沙彩(3) 2:23.04 橋本　梨那(3) 2:28.30 東良　純花(3) 2:28.60 南光　彩那(3) 2:29.20 谷口　倖菜(3) 2:30.14

姫路灘 東光 夢前 福崎西 山陽 豊富小中 和田山 香住第一

幸長　愛美(2) w25.92 (+3.8) 丸尾　望友(3) w26.38 (+3.8) 苅田　優月(3) w27.31 (+3.8) 村上　桜彩(2) w27.77 (+3.8) 花畑　愛歩(3) w27.81 (+3.5) 藤原　愛菜(3) w27.90 (+3.8) 尼ヶ塚　結愛(2) w28.05 (+3.8) 清原　咲瑛(2) w28.39 (+3.5)

広畑 姫路灘 広畑 姫路灘 姫路高丘 姫路灘 花田 白鷺小中

種　知里(3) 4:41.75 堤　円花(2) 4:42.67 寺田　妃織(3) 4:43.05 隈部　湊(3) 4:43.37 仲田　そら(2) 4:51.38 友宗　沙彩(3) 4:53.00 長谷川　真理(2) 4:55.23 細見　古都(2) 5:00.08

東光 飾磨西 姫路灘 夢前 安室 福崎西 神河 白鷺小中

宮内　綾花(3) 14.33 (+2.0) 本井　佑奈(3) 15.40 (+2.0) 西本　寧々(3) 15.63 (+2.0) 家氏　美和(2) 15.66 (+2.0) 松本　彩那(3) 15.85 (+2.0) 濵嵜　玲李(3) 16.02 (+2.0) 飯田　真実(3) w16.42 (+3.6) 小山　真悠香(2) w16.72 (+3.6)

福崎西 網干 神河 姫路灘 飾磨東 大津 姫路高丘 安室

池内　歩美(3) 1.40 小寺澤　杏俐(2) 1.40 高本　直緒(3) 1.35 松村　美都(2) 1.35 中井　愛美(3) 1.35 井上　杏珠(2) 1.30 小林　祐菜(3) 1.25 和地　さくら(2) 1.25

姫路灘 夢前 鹿谷 飾磨西 四郷学院 山陽 四郷学院 花田

長安　愛海(2) 4.73 (0.0) 花畑　愛歩(3) 4.46 (-2.6) 杉田　幸実(3) 4.42 (-1.8) 濵嵜　玲李(3) 4.37 (-1.7) 中山　夏歩(2) 4.35 (-0.5) 西村　紗瑛(2) 4.30 (+0.2) 谷口　倖菜(3) 4.23 (-1.9) 廣島　優奈(3) 4.22 (-0.8)

網干 姫路高丘 網干 大津 飾磨西 姫路灘 香住第一 豊岡南

宮原　満帆(3) w9.28 (+3.7) 澤田　小春(3) w9.10 (+2.8) 熊谷　遥菜(3) 8.97 (+1.6) 八木　帆花(2) 8.93 (+1.8) 下田　桜優(3) 8.59 (+1.6) 田中　志歩(3) 8.42 (+1.3) 寒川　真琴(2) w8.36 (+2.3)

大津 山陽 姫路高丘 大津 増位 姫路高丘 大津

永田　陽菜乃(3) 10.43 小東　文香(3) 9.54 稗田　かずみ(2) 9.00 谷瀬　綾乃(3) 9.00 松田　心春(3) 8.75 中山　愛香(3) 8.73 石田　優花(2) 8.13 田門　宝(3) 7.86

増位 豊富小中 広畑 香寺 網干 東光 東光 香住第一

西松　心花(3) 27.42 髙橋　亜也子(2) 24.52 岡田　来生夢(3) 24.28 永田　陽菜乃(3) 24.27 石田　優花(2) 23.38 井上　結愛(3) 21.84 竹中　七海(3) 21.71 河内　百花(2) 20.87

姫路灘 安室 広畑 増位 東光 豊岡南 飾磨東 広畑

四種競技 宮内　綾花(3) 2739 家氏　美和(2) 2369 宮原　満帆(3) 1840 松田　心春(3) 1811 青山　瑞姫(3) 1804 稗田　かずみ(2) 1753 小寺澤　杏俐(2) 1498 川田　璃音(3) 1357

福崎西 姫路灘 大津 網干 山陽 広畑 夢前 増位

5月21日 100mH 14.46 (+0.6) 15.63 (+0.6) 17.44 (+0.6) 17.42 (+0.6) 16.74 (+0.6) 18.77 (-0.5) 20.54 (-0.5) 18.98 (-0.5)

5月21日 走高跳 1.46 1.43 1.20 1.15 1.20 1.30 1.43 1.15

5月21日 砲丸投 9.55 8.49 8.24 9.06 6.82 8.40 5.52 7.53

5月21日 200m w26.57 (+2.8) w27.96 (+2.8) w28.85 (+2.8) w29.37 (+2.8) w29.16 (+2.8) w29.65 (+3.7) w30.41 (+3.7) w32.36 (+3.7)

朝日 55.62 山陽 56.59 安室 57.11 花田 57.12 大津 57.91 東光 58.08 広畑 1:00.49

榮藤　琴音(2) 井上　杏珠(2) 林　心愛(2) 尼ヶ塚　結愛(2) 八木　帆花(2) 村上　来那(2) 金山　春香(2)

津田　愛果(1) 飯田　愛満(1) 柴田　希空(1) 成瀬　杏奈(1) 松下　礼愛(1) 則定　奏(1) 大森　咲綺(1)

前田　梨乃(1) 青山　皐姫(1) 吉田　陽彩(1) 桂　荊愛姫(1) 服部　凪沙(1) 北村　一華(1) 川畑　夢希(1)

板橋　環那(2) 白木　友理(2) 岸田　結芽(2) 和地　さくら(2) 肥塚　優(2) 松下　彩姫(2) 稗田　かずみ(2)

w:追風参考  

１・２年女子 5月21日 4x100mR

5月21日 円盤投

5月22日 三段跳

5月22日 砲丸投

5月22日 走高跳

5月21日 走幅跳

5月21日 1500m

5月22日 100mH

5月22日 800m

２・３年女子 5月22日 200m

5月22日 800m

３年女子 5月21日 100m

5月22日 走幅跳

２年女子 5月21日 100m

１年女子 5月22日 100m

5月22日 800m

4位 5位 6位 7位 8位

共通女子 5月22日 4x100mR

1位 2位 3位


