
日付 種目

大井　純喜(1) 12.54 (+1.0) 安東　蒼太(1) 12.60 (+1.0) 藤本　琉生(1) 12.76 (+1.0) 橋本　啓二朗(1) 12.84 (+1.0) 前田　桜佑(1) 13.05 (+1.0) 村上　駿(1) 13.17 (+1.0) 中井　悠陽(1) 13.28 (+0.8) 岡﨑　謙一郎(1) 13.34 (+0.8)

福崎西 山陽 花田 菅野 山陽 大白書 神河 福崎西

大井　純喜(1) 5.27 (+1.8) 中筋　友基(1) w4.69 (+3.7) 岡﨑　謙一郎(1) w4.58 (+3.3) 森　奏太(1) 4.35 (+1.5) 田渕　旺駕(1) w4.22 (+3.6) 藤本　航旗(1) w3.84 (+2.8) 松岡　聡真(1) w3.54 (+3.2) 横田　航希(1) w3.52 (+3.4)

福崎西 山陽 福崎西 飾磨西 大津 広畑 大津 広畑

西村　源斗(2) 11.84 (-2.5) 小川　桂央(2) 11.93 (-2.5) 成田　蒼生(2) 12.24 (-2.5) 中村　歩暉(2) 12.38 (-2.5) 小澤　蒼士(2) 12.44 (-1.5) 中﨑　悠月(2) 12.47 (-2.5) 石田　陽大(2) 12.52 (-1.5) 栗岡　駿(2) 12.55 (-1.5)

豊岡南 増位 大白書 夢前 市川 広畑 山陽 広畑

山﨑　大馳(3) 11.34 (+1.7) 橋本　蓮(3) 11.47 (+1.7) 山本　祐生(3) 11.55 (+1.9) 上原　瑞生(3) 11.78 (+1.7) 田中　俊陽(3) 11.80 (+1.7) 松本　翔太(3) 11.82 (+1.7) 髙尾　雄飛(3) 11.83 (+1.7) 宮川　航(3) 11.96 (+1.9)

姫路灘 福崎東 山陽 大的 安室 香住第一 菅野 安室

西村　源斗(2) w23.04 (+2.8) 小川　桂央(2) w23.36 (+2.8) 小林　碧音(3) w24.14 (+2.8) 田中　俊陽(3) w24.39 (+2.8) 柴田　漣斗(3) 24.49 (+1.5) 山村　弘樹(2) 24.80 (+1.5) 中﨑　悠月(2) 24.81 (+1.5) 成清　快虹(3) 24.91 (+1.5)

豊岡南 増位 飾磨東 安室 山陽 飾磨西 広畑 福崎西

小竹　遼志(3) 54.33 清久　時臣(3) 55.03 藤尾　晃大(3) 55.16 松下　直生(3) 55.20 小林　碧音(3) 55.61 藤原　悠雅(3) 55.93 服部　倭和(3) 57.09 柴田　漣斗(3) 57.18

大津 朝日 姫路灘 飾磨東 飾磨東 飾磨東 大津 山陽

今西　瑛大(3) 14.36 (+2.0) 松下　直生(3) 15.01 (+2.0) 矢野　蓮稀(3) 16.54 (+2.0) 東畑　勇輝(3) 16.79 (+2.0) 須方　嗣斗(3) 17.59 (+2.0) 溝上　蒼介(2) 17.65 (+2.0) 中川　将(3) 17.65 (+2.0)

豊岡南 飾磨東 夢前 城山 山陽 飾磨東 姫路東

山本　祐生(3) 5.78 (0.0) 宮川　航(3) 5.72 (-0.9) 金田　元佑(3) 5.49 (0.0) 鹿島　聖規(3) 5.43 (+0.5) 岩﨑　隼人(3) 5.31 (0.0) 澤野　凱音(2) 5.28 (-0.3) 松﨑　裕生(3) 5.18 (0.0)

山陽 安室 豊富小中 増位 朝日 豊岡南 姫路東

益田　悠汰(3) 11.79 (+0.8) 三浦　駿太郎(3) 10.97 (+1.9) 佐子　柚乃(3) w10.92 (+2.3) 名定　千翔(2) w10.34 (+2.8) 金治　紘平(3) 10.08 (+1.0) 岡崎　快飛(2) 9.30 (+1.7)

飾磨東 大津 増位 大白書 大津 大津

清水　蓮大(3) 12.19 荒木　悠志(3) 10.92 中野　椋哉(3) 10.76 楢﨑　蓮(2) 9.51 前田　賢甫(3) 9.13 福田　煌輝(3) 8.77 髙原　正揮(3) 8.24 松下　隼斗(2) 8.11

香住第一 東光 飾磨東 飾磨東 飾磨東 菅野 山陽 大白書

中野　椋哉(3) 30.42 楢﨑　蓮(2) 29.49 荒木　悠志(3) 27.66 勝田　巧人(3) 24.73 松井　凌駕(2) 24.10 圓井　遥斗(3) 23.69 前田　賢甫(3) 22.94 髙原　正揮(3) 22.56

飾磨東 飾磨東 東光 大津 網干 鹿谷 飾磨東 山陽

福田　花奏(1) 13.01 (+1.7) 津田　愛果(1) 13.73 (+1.7) 吉見　若菜(1) 13.99 (+1.7) 飯田　愛満(1) 14.39 (+1.7) 山本　真央(1) w14.40 (+2.1) 稲継　心花(1) w14.53 (+2.1) 吉田　陽彩(1) 14.53 (+1.7) 成瀬　杏奈(1) 14.60 (+1.7)

神河 朝日 姫路高丘 山陽 福崎西 網干 安室 花田

吉見　若菜(1) w4.19 (+3.3) 西郷　真由美　マイリ(1) w3.72 (+3.0) 松下　礼愛(1) w3.69 (+2.3) 吉田　颯桜(1) 3.66 (+1.7) 山名　穂香(1) 3.63 (+1.9) 川崎　ゆいり(1) 3.63 (+1.4) 山田　心羽(1) 3.52 (+1.7) 大森　咲綺(1) 3.41 (+1.7)

姫路高丘 四郷学院 大津 大津 姫路高丘 山陽 山陽 広畑

幸長　愛美(2) 13.09 (-1.6) 尼ヶ塚　結愛(2) 13.44 (-1.6) 村上　桜彩(2) 13.73 (-1.6) 長安　愛海(2) 13.76 (-1.6) 清原　咲瑛(2) 13.80 (-1.6) 髙室　瑠奈(2) 13.96 (-1.7) 岸田　結芽(2) 13.97 (-1.6) 勝間　琴音(2) 14.00 (-1.6)

広畑 花田 姫路灘 網干 白鷺小中 広畑 安室 白鷺小中

丸尾　望友(3) w12.72 (+2.9) 藤原　愛菜(3) w13.06 (+2.9) 城下　千璃亜(3) w13.18 (+2.9) 酒江　菜々美(3) w13.26 (+2.9) 南光　彩那(3) w13.34 (+3.2) 西本　寧々(3) w13.37 (+3.2) 苅田　優月(3) w13.43 (+3.2) 森　結衣花(3) w13.47 (+2.9)

姫路灘 姫路灘 豊岡南 姫路広嶺 和田山 神河 広畑 飾磨東

幸長　愛美(2) 26.08 (+2.0) 花畑　愛歩(3) 27.58 (+2.0) 苅田　優月(3) 27.72 (+2.0) 尼ヶ塚　結愛(2) 28.06 (+2.0) 清原　咲瑛(2) 28.48 (+2.0) 板橋　環那(2) 28.50 (+0.5) 久保　菜摘(3) 28.54 (+0.5) 森　結衣花(3) 28.57 (+0.5)

広畑 姫路高丘 広畑 花田 白鷺小中 朝日 山陽 飾磨東

本井　佑奈(3) 15.28 (+1.2) 松本　彩那(3) 15.91 (+1.2) 飯田　真実(3) 16.26 (+1.2) 濵嵜　玲李(3) 16.34 (+1.2) 小山　真悠香(2) 17.29 (+1.2)

網干 飾磨東 姫路高丘 大津 安室

花畑　愛歩(3) w4.85 (+2.1) 長安　愛海(2) 4.82 (+1.7) 杉田　幸実(3) 4.64 (+2.0) 濵嵜　玲李(3) w4.52 (+2.3) 廣島　優奈(3) w4.50 (+2.3) 中山　夏歩(2) w4.38 (+2.1) 谷口　倖菜(3) 4.35 (+1.5) 西村　紗瑛(2) 4.16 (+1.2)

姫路高丘 網干 網干 大津 豊岡南 飾磨西 香住第一 姫路灘

宮原　満帆(3) 9.26 (+1.0) 熊谷　遥菜(3) w8.96 (+2.2) 澤田　小春(3) 8.92 (+1.2) 八木　帆花(2) w8.75 (+3.5) 田中　志歩(3) 8.54 (+1.8) 下田　桜優(3) 8.47 (+0.8)

大津 姫路高丘 山陽 大津 姫路高丘 増位

永田　陽菜乃(3) 10.80 小東　文香(3) 9.77 稗田　かずみ(2) 9.22 谷瀬　綾乃(3) 8.89 松田　心春(3) 8.86 中山　愛香(3) 8.75 石田　優花(2) 8.40 田門　宝(3) 7.64

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) 27.49 岡田　来生夢(3) 25.04 永田　陽菜乃(3) 24.90 髙橋　亜也子(2) 23.68 竹中　七海(3) 23.13 石田　優花(2) 23.05 井上　結愛(3) 22.64 河内　百花(2) 22.02

姫路灘 広畑 増位 安室 飾磨東 東光 豊岡南 広畑

w:追風参考  NM:記録なし  
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