
日付 種目

大谷　乎虎(3) 11.80 (-0.1) 笘下　　惺(3) 11.92 (-0.1) 園田　陽向(3) 11.95 (-0.1) 澤田　力成(3) 12.01 (-0.1) 圖師　颯汰(3) 12.06 (-0.1) 井谷　心哉(3) 12.10 (-0.1)

伊川谷 本多聞 福田 多聞東 北神戸 多聞東

大谷　乎虎(3) 23.66 (-0.6) 安部　翼(3) 24.45 (-0.6) 木下　遥斗(3) 24.69 (-0.6) 舟坂　俊介(3) 24.75 (-0.6) 久林　陽稀(3) 24.88 (-0.6) 澤田　力成(3) 24.90 (-0.6)

伊川谷 有野 滝川 高倉 北神戸 多聞東

由木　亮海(3) 53.98 辻　樹輝(3) 54.82 前田　和希(3) 55.54 久林　陽稀(3) 55.89 内田　依吹(3) 56.93 木下　遥斗(3) 57.19 西原　朋希(3) 57.83 松端　陽斗(3) 58.03

大原 神大附属 湊川 北神戸 湊川 滝川 小部 有野北

林　信成(3) 2:03.42 由木　亮海(3) 2:11.80 奥村　啓太(3) 2:12.54 吉田　昂汰(3) 2:14.99 髙橋　健人(3) 2:16.67 野中　康貴(3) 2:16.71 湯朝　俊希(3) 2:19.48 梶川　颯汰(3) 2:20.21

六甲学院 大原 大池 歌敷山 太山寺 北神戸 平野 玉津

行天　晴郎(3) 4:18.41 黒木　麗翔(3) 4:20.36 林　信成(3) 4:21.82 河内　岳(3) 4:22.87 盛本　頼晴(3) 4:23.99 乾　航太朗(3) 4:24.91 森　陽杜(3) 4:27.39 小川　海音(3) 4:37.11

大池 玉津 六甲学院 大池 北神戸 湊川 滝川 井吹台

行天　晴郎(3) 9:15.28 藤岡　孝太郎(3) 9:19.43 河内　岳(3) 9:20.35 乾　航太朗(3) 9:41.90 黒木　麗翔(3) 9:54.60 櫻田　颯(3) 10:03.35 盛本　頼晴(3) 10:09.88 澤田　大貴(3) 10:26.92

大池 有野 大池 湊川 玉津 大池 北神戸 有野北

西浦　瑞貴(3) 15.24 (-1.0) 安納　一希(3) 17.08 (-1.0) 小山　凌平(3) 17.70 (-1.0) 西中　一真(3) 18.04 (-1.0) 園田　陽向(3) 20.29 (-1.0) 水谷　仁(3) 20.56 (-1.0)

北神戸 星陵台 太山寺 北神戸 福田 有野北

有野北 45.08 有野 45.85 北神戸 45.90 多聞東 46.06 玉津 47.11 神大附属 47.59 滝川 47.80 灘 48.75

松端　陽斗(3) 稲森　優一(3) 西中　一真(3) 島崎　碧人(3) 藤田　聖河(3) 辻　樹輝(3) 大原　悠椰(3) 齋藤　毅(3)

田中　惺太朗(3) 安部　翼(3) 西浦　瑞貴(3) 井谷　心哉(3) 小原　唯弦(3) 小川　将輝(3) 河村　剛史郎(3) 山本　顕大(1)

中嶋　史(2) 木原　寛斗(3) 久林　陽稀(3) 上村　遥人(3) 田中　勇太(3) 長谷川　智己(3) 福田　悠人(3) 大石　知惺(2)

野村　成龍(3) 山田　眞大(3) 圖師　颯汰(3) 澤田　力成(3) 渡辺　凪琉(3) 阿部　秀祐(3) 木下　遥斗(3) 佐野　葵空(3)

野村　成龍(3) 1.75 岡田　大河(3) 1.65 米澤　大地(3) 1.60 前田　紡(3) 1.60 稲森　優一(3) 1.55 水谷　仁(3) 1.50

有野北 小部 白川台 淡河 有野 有野北

杉本　惺昭(3) 4.10 口原　睦生(3) 4.00 岡本　聡(3) 2.20

上野 GR 上野  =GR 有野北

勝野　連(3) 5.75 (-1.3) 小山　凌平(3) 5.70 (-0.8) 行延　礼翔(3) 5.51 (+0.4) 大原　悠椰(3) 5.40 (+0.1) 村田　暁遊(3) 5.36 (-0.4) 上村　遥人(3) 5.33 (+0.8) 宮本　善生(3) 5.15 (-1.4) 丸山　陽太郎(3) 5.13 (-0.1)

太山寺 太山寺 舞子 滝川 福田 多聞東 大原 山田

上村　遥人(3) 11.56 (+0.4) 村田　暁遊(3) 11.44 (-0.8) 稲森　優一(3) 11.30 (+1.2) 井谷　心哉(3) 11.13 (-0.5) 丸山　陽太郎(3) 10.86 (0.0) 黒川　月望(3) 10.79 (-0.9)

多聞東 福田 有野 多聞東 山田 押部谷

小河　琉(3) 13.56 新圧　隼士(3) 9.09 村田　光希(3) 8.75 中島　悠翔(3) 8.28 米澤　佳都(3) 8.02 木川　翔伍(3) 7.99 山中　春人(3) 7.26 西田　庵時(3) 6.92

高倉 舞子 多聞東 高倉 有野北 多聞東 有野北 灘

小河　琉(3) 30.86 山中　春人(3) 26.07 米澤　佳都(3) 22.56 村田　光希(3) 21.24 木川　翔伍(3) 20.08 澤田　睦史(3) 18.12

高倉 有野北 有野北 多聞東 多聞東 有馬

髙山　碧(3) 13.05 (-0.9) 東馬場　杏咲(3) 13.28 (-0.9) 木元　雪乃(3) 13.32 (-0.9) 中島　朋香(3) 13.44 (-0.9) 谷　優杏(3) 13.60 (-0.9) 友藤　美優(3) 13.60 (-0.9) 岸　美海(3) 14.07 (-0.9) 石井　杏奈(3) 14.20 (-0.9)

横尾 有野北 北神戸 本多聞 向洋 北神戸 鷹取 神戸長坂

井上　凪紗(3) 25.96 (-1.7) 東馬場　杏咲(3) 27.06 (-1.7) 髙山　碧(3) 27.43 (-1.7) 中本　空菜(3) 28.04 (-1.7) 中島　朋香(3) 28.45 (-1.7) 原田　世都(3) 28.77 (-1.7) 仲西　未羽(3) 29.66 (-1.7)

北神戸 有野北 横尾 太山寺 本多聞 高倉 垂水

池野　絵莉(3) 2:16.11 金子　聖奈(3) 2:28.64 佐々木　七晄(3) 2:31.65 野間　香月(3) 2:37.91 塩崎　陽菜(3) 2:39.48 早田　釉稀(3) 2:48.07 小林　茉央(3) 2:48.57 赤城　未来(3) 2:52.72

太山寺 GR 舞子 北神戸 有野 御影 北神戸 横尾 御影

金子　聖奈(3) 5:02.11 野間　香月(3) 5:14.02 佐々木　七晄(3) 5:15.45 塩崎　陽菜(3) 5:29.58 松井　伶奈(3) 5:29.58 原田　世都(3) 5:38.65 大北　梨央(3) 5:40.89 豊島　ほのか(3) 5:44.61

舞子 有野 北神戸 御影 御影 高倉 北神戸 有野

幸玉　いちか(3) 14.55 (-1.6) 木元　雪乃(3) 15.24 (-1.6) 藤本　杏栞(3) 16.72 (-1.6) 酒井　椎名(3) 18.49 (-1.6)

太山寺 北神戸 北神戸 星陵台

北神戸 50.99 有野北 53.10 舞子 57.29

藤本　杏栞(3) 山本　彩愛(2) 田中　ここみ(1)

友藤　美優(3) 藤谷　心詩(2) 内藤　百香(1)

木元　雪乃(3) 小林　心優(2) 若居　咲希(2)

井上　凪紗(3) 東馬場　杏咲(3) 小林　葵(3)

井上　凪紗(3) 1.60

北神戸

友藤　美優(3) w4.70 (+2.1) 谷　優杏(3) 4.69 (+0.6) 吉田　弥央(3) 4.35 (+1.1) 平川　真穂(3) 4.15 (+0.8) 森下　紗耶(3) w4.09 (+2.3) 森　陽菜多(3) w3.39 (+2.1)

北神戸 向洋 御影 有野 星陵台 有野

小南　結(3) 11.46

平野

小南　結(3) 24.50

平野
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9月4日 砲丸投

9月3日 円盤投

9月4日 走高跳

9月4日 走幅跳

9月3日 100mH

9月3日 4x100mR

9月3日 800m

9月4日 1500m

女子 9月4日 100m

9月3日 200m

9月4日 砲丸投

9月3日 円盤投

9月3日 走幅跳

9月4日 三段跳

9月4日 走高跳

9月3日 棒高跳

9月3日 110mH

9月3日 4x100mR

9月4日 1500m

9月3日 3000m

9月4日 400m

9月3日 800m

7位 8位

男子 9月4日 100m

9月3日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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