
日付 種目

橋本　蓮(3) 11.64 (-0.5) 山本　空輝(3) 12.16 (-0.5) 成清　快虹(3) 12.21 (-0.5) 小澤　蒼士(2) 12.26 (-0.5) 木下　敬太郎(2) 12.28 (-0.5) 山本　聖(3) w12.31 (+2.1) 清水　一歩輝(3) 12.33 (-0.5) 松本　裕生(3) w12.38 (+2.1)

福崎東 福崎西 福崎西 市川 神河 姫路東 姫路東 飾磨東

橋本　蓮(3) w23.27 (+3.0) 成清　快虹(3) w24.51 (+3.0) 宮崎　郁彰(3) w24.81 (+3.0) 山本　聖(3) 25.79 (+2.0) 富井　一慶(2) w26.45 (+3.0) 福田　蓮斗(2) w27.06 (+3.0) 知識　航作(1) 27.18 (+2.0) 小川　輝(2) w27.20 (+3.0)

福崎東 福崎西 福崎東 姫路東 飾磨東 大白書 山陽 飾磨西

福田　蓮斗(2) 1:00.69

大白書

野村　壬一(2) 2:09.65 三輪　大心(2) 2:19.07 栗山　成那(2) 2:21.26 長濵　碧海(3) 2:22.00 立花　聡太郎(2) 2:23.16 辨吹　有真(2) 2:24.40 稗田　太陽(2) 2:24.57 難波江　拓歩(3) 2:25.46

飾磨東 大津 豊富小中 広畑 姫路広嶺 大津 山陽 姫路広嶺

富永　晄生(2) 4:21.76 野村　壬一(2) 4:23.35 三德　晃大(2) 4:30.04 松田　将太朗(3) 4:30.51 東　海成(2) 4:34.52 甲斐　陸仁(2) 4:39.31 上月　翔太(2) 4:40.80 浦上　陸斗(2) 4:41.14

安室 飾磨東 福崎東 飾磨東 山陽 姫路広嶺 市川 大的

富永　晄生(2) 9:34.23 松田　将太朗(3) 9:37.00 田渕　寛人(2) 11:01.24 瓦井　湊都(2) 11:28.76 日野　友章(2) 12:12.05

安室 飾磨東 山陽 大津 大津

曽賀　健志(2) w18.00 (+3.0) 足立　茉優(2) w19.54 (+3.0)

山陽 山陽

日野　蓮(3) 1.35

福崎西

吉田　凌馬(3) w5.10 (+3.4) 富井　一慶(2) w4.75 (+2.5) 清瀬　匠磨(2) w4.62 (+2.9) 田嶋　秀飛(1) w4.54 (+2.2) 長井　皓(3) w4.51 (+4.0) 小川　輝(2) w4.50 (+4.5) 石橋　彩斗(2) w4.36 (+2.4) 松本　時音(1) 4.36 (+1.3)

姫路東 飾磨東 山陽 増位 飾磨東 飾磨西 神河 香寺

前田　賢甫(3) 9.32

飾磨東

前田　賢甫(3) 24.18 森本　瑛音(2) 19.18

飾磨東 福崎西

高原　彩乃(3) 13.71 (+1.0) 森垣　虹羽(1) 13.79 (+0.3) 岸田　結芽(2) 13.90 (+1.0) 菅原　萌夏(3) 14.12 (+1.0) 成清　杏虹(2) 14.13 (+1.0) 蛯原　佑香(3) 14.21 (+1.0) 金田　梨央奈(2) 14.40 (+0.2) 足立　莉乃(1) 14.54 (+0.2)

福崎西 飾磨東 安室 姫路灘 福崎西 姫路灘 山陽 神河

福田　花奏(1) w26.74 (+3.1) 岸田　結芽(2) w29.10 (+3.1) 蛯原　佑香(3) w29.70 (+3.1) 太田　帆波(2) w30.35 (+3.1) 大東　莉子(3) w31.03 (+3.1) 片山　和鼓(2) w32.94 (+3.1)

神河 安室 姫路灘 飾磨西 増位 飾磨西

友宗　沙彩(3) 2:24.32 仲田　そら(2) 2:32.27 高野　琶子(1) 2:33.44 山口　ひかり(2) 2:34.04 石井　梨芙(2) 2:34.38 佐伯　ほまの(2) 2:40.31 藤田　琴音(1) 2:41.97 瀧本　侑生(1) 2:42.04

福崎西 安室 姫路灘 安室 飾磨西 大津 山陽 姫路灘

仲田　そら(2) 5:01.03 山口　ひかり(2) 5:11.86 石井　梨芙(2) 5:22.41 加門　友花(2) 5:25.14 佐伯　ほまの(2) 5:31.44 森垣　まひろ(3) 5:36.22 本田　唯乃(2) 5:42.64 西村　菜乃(3) 5:43.55

安室 安室 飾磨西 神河 大津 飾磨東 増位 福崎西

宮内　綾花(3) 14.44 (+1.4) 藤本　美桜(3) 22.77 (+1.4)

福崎西 賢明

中野　杏咲(3) w4.09 (+2.9) 尾﨑　優花(3) w4.08 (+2.3) 金田　梨央奈(2) w4.06 (+3.0) 西郷　真由美　マイリ(1) w4.05 (+3.8) 成清　杏虹(2) w3.92 (+2.9) 柳　月紫(2) w3.91 (+2.4) 服部　凪沙(1) 3.77 (+1.8) 西山　こころ(3) w3.63 (+2.2)

山陽 福崎西 山陽 四郷学院 福崎西 東光 大津 姫路灘

大津　桃香(3) 7.82 八木　咲都(1) 7.06 大谷　海璃(2) 6.31

神河 東光 飾磨西

八木　咲都(1) 17.35 松田　結衣(1) 13.31

東光 東光

四種競技 宮内　綾花(3) w2864

福崎西

6月18日 100mH w14.39 (+3.1)

6月18日 走高跳 1.54

6月18日 砲丸投 9.82

6月18日 200m w26.48 (+2.4)

w:追風参考  

6月18日 円盤投

6月19日 走幅跳

6月19日 砲丸投

6月18日 1500m

6月19日 100mH

6月19日 200m

6月19日 800m

6月18日 円盤投

女子 6月18日 100m

6月19日 走幅跳

6月19日 砲丸投

6月19日 110mH

6月19日 走高跳

6月18日 1500m

6月19日 3000m

6月18日 400m

6月19日 800m

7位 8位

男子 6月18日 100m

6月19日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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