
日付 種目

西村　源斗(2)  11.62 (-0.7) 沖野　未知(3)  11.84 (-0.7) 松本　翔太(3)  11.95 (-0.7) 澤野　凱音(2)  12.21 (-0.7) 鍋岡　世成(2)  12.54 (-0.7) 原　弦希(3)  12.59 (+0.5) 松島　煌明(2)  12.63 (+0.5) 安井　健真(3)  12.68 (-0.7)

豊岡南 豊岡南 香住第一 豊岡南 和田山 香住第一 豊岡南 和田山

西村　源斗(2)  23.30 (+0.4) 原　弦希(3)  25.88 (+0.4) 松岡　大瑶(2)  28.72 (+0.4)

豊岡南 香住第一 浜坂

原田　智仁(2)  3:01.53

和田山

荒川　煌大(2)  4:38.54 松島　煌明(2)  4:38.78 濵本　世成(3)  4:42.41 山口　琉斗(2)  4:43.11 森田　正太郎(2)  4:44.36 安田　高良(1)  5:01.59 山中　蒼太(3)  5:02.50 松田　成世(3)  5:03.07

豊岡北 豊岡南 香住第一 香住第一 豊岡北 日高東 浜坂 浜坂

今西　瑛大(3)  14.67 (+0.3) 小谷　倫輝(3)  29.36 (+0.3)

豊岡南 香住第一

豊岡南A  44.85 香住第一A  48.03 豊岡南B  52.48

澤野　凱音(2) 高橋　優吏(3) 岡野　千紘(2)

西村　源斗(2) 松本　翔太(3) 西原　煌星(1)

沖野　未知(3) 小谷　倫輝(3) 伊地智　颯大(1)

今西　瑛大(3) 原　弦希(3) 中村　翼(2)

高橋　優吏(3)  1.50 下垣　颯士(2)  1.35

香住第一 日高東

澤野　凱音(2)  4.89 (0.0) 小林　咲琥(2)  4.58 (+0.6)

豊岡南 浜坂

清水　蓮大(3)  12.73 大田　絢斗(2)  7.85

香住第一 香住第一

和藤　隆哉(3)  18.41 林　蒼大(2)  9.97

日高東 日高東

城下　千璃亜(3)  13.26 (0.0) 谷口　愛華(3)  13.65 (0.0) 吉岡　鈴音(3)  13.76 (0.0) 松井　裕菜(3)  13.86 (0.0) 戸田　陽(1)  13.89 (0.0) 栗田　來羽(2)  13.90 (+0.8) 田中　琴子(2)  13.95 (0.0) 清水　のな(2)  14.03 (+0.8)

豊岡南 豊岡南 香住第一 豊岡南 豊岡北 豊岡南 日高東 豊岡南

谷垣　友理(3)  27.46 (+1.3) 谷口　愛華(3)  28.43 (+1.3) 小野　祐惟里(3)  31.13 (+1.3) 谷田　七実(2)  31.46 (+1.3)

日高東 豊岡南 香住第一 豊岡北

南光　彩那(3)  2:24.93 加藤　世菜(3)  2:29.55 谷口　倖菜(3)  2:32.68 的場　海咲(2)  2:40.94 森　藍沙(1)  2:43.38 田垣　永恋(3)  2:44.69 瀬戸浦　愛音(2)  2:46.86 木内　彩葉(2)  2:47.05

和田山 和田山 香住第一 日高東 香住第一 豊岡南 香住第一 日高東

瀬戸浦　愛音(2)  6:14.10

香住第一

藤本　優衣(3)  17.27 (+1.4) 堀畑　莉胡(2)  17.40 (+1.4) 塚原　明日香(2)  19.02 (+1.4) 青山　莉子(2)  22.27 (+1.4)

和田山 日高東 日高東 日高東

豊岡南A  52.54 日高東A  53.87 日高東B  55.20 香住第一A  55.41 豊岡北  56.38 香住第一B  57.78 豊岡南B  58.64

城下　千璃亜(3) 西村　美澪(3) 田中　琴子(2) 渡辺　凛沙(3) 濱上　恵子(2) 長谷川　心咲(2) 木村　彩花(2)

谷口　愛華(3) 前野　夏希(3) 堀畑　莉胡(2) 吉岡　鈴音(3) 戸田　陽(1) 森　藍沙(1) 谷口　結愛(1)

栗田　來羽(2) 秦　梨浬菜(3) 北村　莉々(2) 小野　祐惟里(3) 小林　あおい(1) 濱本　羽乃加(2) 久永　蓮華(1)

松井　裕菜(3) 谷垣　友理(3) 的場　海咲(2) 谷口　倖菜(3) 谷田　七実(2) 川西　夢生(2) 清水　のな(2)

堀畑　莉胡(2)  1.30 淡河　未来(3)  1.25 濱本　羽乃加(2)  1.20 青山　莉子(2)  1.20 渡辺　凛沙(3)  1.15

日高東 豊岡南 香住第一 日高東 香住第一

森本　美羽(2)  1.15

日高東

鍋島　璃音(3)  1.15

豊岡南

椿野　心優(2)  4.16 (+0.8) 櫻井　真央(2)  3.98 (+0.8) 塚原　明日香(2)  3.88 (+1.2) 廣島　優奈(3)  3.73 (+0.7) 濱上　恵子(2)  3.72 (+0.6)

和田山 日高東 日高東 豊岡南 豊岡北

井上　結愛(3)  8.35 田門　宝(3)  8.19 濱本　羽乃加(2)  6.60 成田　羽愛(2)  6.43 竹内　理央(3)  6.13 竹内　茉那(3)  5.60

豊岡南 香住第一 香住第一 日高東 香住第一 豊岡南

井上　結愛(3)  22.35 福井　芽依(2)  19.89 西村　美月(3)  16.47 赤木　佳那(3)  13.91 竹内　理央(3)  13.74 吉田　陽香(3)  13.40

豊岡南 豊岡南 香住第一 日高東 香住第一 日高東

6月11日 砲丸投

6月11日 円盤投

6月11日 走高跳

6月11日 走幅跳

6月11日 100mH

6月11日 4x100mR

6月11日 800m

6月11日 1500m

女子 6月11日 100m

6月11日 200m

6月11日 砲丸投

6月11日 円盤投

6月11日 走高跳

6月11日 走幅跳

6月11日 110mH

6月11日 4x100mR

6月11日 800m

6月11日 1500m

7位 8位

男子 6月11日 100m

6月11日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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