
日付 種目

仁志　月人  w11.04 (+3.3) 丸井　蒼空  w11.20 (+3.3) 樋笠　翔真  w11.23 (+3.3) 猪口　幸祐  w11.31 (+3.3) 古田　紀貴  w11.51 (+3.3) 松本　晃音  w11.53 (+3.3) 前田　朔太朗  11.59 (+1.8) 安藤　光惺  w11.61 (+3.3)

高司 高司 二見 宝梅 今津 野々池 甲武 宝梅

松尾　奏楽  w23.09 (+2.5) 上田　禮次郎  w24.27 (+2.5) 大庭　佑月  w25.18 (+2.5) 上田　悠斗  w25.20 (+2.5) 鳴海　篤紀  w25.27 (+2.5) 山川　恭矢  w25.33 (+2.2) 宮本　満生  w27.35 (+2.2) 松尾　大空  w28.46 (+2.2)

青雲 瓦木 瓦木 二見 大久保北 大久保北 津名 鳴尾南

小竹　遼志  54.51 藤田　楓右我  56.51 小倉　龍音  57.58 永吉　優介  59.55 住野　圭  59.72 安藤　虎雅  1:00.61 大屋　宗太  1:00.71 堂本　潤  1:01.28

大津 平野 大久保 野々池 播磨南 大久保 野々池 二見

鎌田　蒼平  2:07.77 森　秋愛  2:13.12 三輪　大心  2:13.31 日野　友章  2:16.31 島田　陽太  2:17.65 木宮　肇太  2:19.69 羽岡　諭吾  2:19.87 瓦井　湊都  2:20.62

武庫 園田 大津 大津 朝霧 鳴尾南 魚住東 大津

三浦　維央  4:33.50 西森　真賢  4:34.87 萩原　優紀  4:44.06 南　唯嘉  4:46.10 浅井　蒼天  4:47.25 廣田　鼎  4:47.32 杉村　聡太  4:47.85 小池　雄大  4:47.87

瓦木 園田 江井島 甲武 甲武 櫨谷 園田 平野

大西　颯真  9:33.59 林　大貴  9:37.84 髙田　有希也  9:41.37 加藤　壮  9:47.79 永井　結崇  10:09.75 上仮屋　雄梧  10:09.96 玉井　誠也  10:10.23 藤原　衣吹  10:15.56

二見 武庫 津名 平野 西脇 平野 平野 播磨

佐野　悠真  w15.81 (+3.0) 小西　拓実  w16.18 (+3.0) 中村　旬  w16.94 (+3.5) 井原　佳一  w17.06 (+3.0) 岩崎　令依  w17.65 (+3.0) 中村　凜太朗  w17.66 (+3.5) 田村　大樹  w17.80 (+3.5) 来住　侑亮  w17.86 (+3.5)

野々池 播磨 甲武 播磨南 小園 甲武 大蔵 西脇

高司  46.36 青雲  47.21 野々池  48.01 瓦木  49.22 播磨南  49.29 鳴尾南  49.48 大津  49.52 今津  49.59

金田　勇渡 市川　蒼大 鶴熊　柚紀 土井　敬太 窪内　勇輝 尾上　航大 三輪　大心 辻　快統

坂下　衣歩樹 松尾　奏楽 佐野　悠真 大庭　佑月 大内　章太郎 野口　大成 幸長　佑弥 古田　紀貴

濵田　桔平 垂髪　惇之介 山中　琉生 新倉　康矢 島田　翔空 有井　慈瑛 安田　翔海 池田　暁

仁志　月人 山野　凌雅 松本　晃音 上田　禮次郎 井原　佳一 木宮　肇太 山本　創士郎 塩見　玲雄

山中　琉生  1.73 石野　佑磨  1.70 田中　壮太朗  1.55 小森　陽彩  1.55 市岡　晴空  1.50 有馬　瑛太  1.45 井村　慧太  1.35 栗屋　岳弘  1.30

野々池 播磨 野々池 二見 大久保北 野々池 青雲 甲武

大塩　晟滉  5.77 (+1.4) 内田　琢斗  w5.46 (+2.5) 吉田　海翔  5.24 (+0.3) 山本　紘渡  5.19 (-0.1) 西本　颯汰  5.15 (+1.3) 山口　斗和  w5.12 (+2.7) 池田　智景  w5.03 (+3.1) 小原　健翔  w5.01 (+4.4)

朝霧 播磨南 宝梅 野々池 西脇 大久保北 宝梅 朝霧

土田　陽翔  10.41 目黒　颯人  10.23 高田　尚朗  10.19 永井　千輝  9.90 山岡　詩依  9.08 窪内　勇輝  8.39 瀧　祐太  7.94 花田　煌太  7.77

衣川 宝梅 播磨 鳴尾南 大久保北 播磨南 播磨 二見
2月25日 砲丸投
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日付 種目

伊藤　紗英  13.06 (+1.7) 山西　芽衣  13.22 (+1.7) 重松　葵  w13.30 (+4.5) 山下　芽歌  13.38 (+1.7) 板橋　環那  w13.50 (+4.2) 髙橋　沙羽  w13.52 (+4.2) 藤本　楽々花  w13.57 (+4.5)

大久保 青雲 瓦木 高司 朝日 大久保 鳴尾南

髙田　真央  13.38 (+1.7) 浅野　梨愛  w13.57 (+4.2)

高司 野々池

西本　雪華  w27.94 (+3.4) 林　佑亜  w28.07 (+3.4) 五島　茉桜  w29.27 (+3.4) 三澤　静空  w30.73 (+3.4) 古門　星徠  w32.03 (+3.4) 髙橋　絆奈  w33.82 (+3.4)

瓦木 高司 瓦木 二見 魚住 魚住

大神　彩羽  2:27.42 佐伯　ほまの  2:35.67 林　結芽  2:35.96 藤野　雅  2:37.70 井上　青海  2:37.77 吉田　颯桜  2:38.58 松田　楓加  2:38.66 増田　梨花  2:39.22

大久保 大津 大久保北 甲武 平野 大津 衣川 瓦木

朝日　小都子  4:55.59 関口　千春  4:57.24 奥野　カイア  4:57.78 堀　香里奈  4:59.27 霜村　一華  5:02.20 矢田貝　悠花  5:03.03 荒木　理緒  5:03.98 岡本　麗央  5:05.38

瓦木 園田 津名 播磨南 衣川 大蔵 播磨南 瓦木

光吉　真依  w15.20 (+4.8) 川渕　絢心  w15.98 (+4.8) 阿尾　優栞  w16.03 (+4.8) 山口　結羽優  w16.21 (+4.8) 井上　梨奈  w16.31 (+4.8) 石濱　菜海  w17.76 (+2.7) 古川　怜実  w17.99 (+2.7) 木村　美咲  18.09 (+1.4)

播磨南 野々池 朝霧 武庫 瓦木 青雲 望海 大蔵

大久保  52.37 瓦木  53.22 朝日  53.66 青雲  54.10 武庫  54.44 野々池  54.82 二見  55.64 大津  55.75

川井　波瑠 重松　葵 小嶋　凛 石濱　菜海 松村　芽依 川渕　絢心 瀧本　結奈 寒川　真琴

森光　美友 井上　梨奈 板橋　環那 土居　叶乃 小池　藍梨 浅野　梨愛 菅原　こころ 八木　帆花

髙橋　沙羽 西本　雪華 榮藤　琴音 藺牟田　杏 有馬　妃奈乃 岸本　夏実 上田　琴葉 吉田　颯桜

伊藤　紗英 髙須　玲杏 津田　愛果 棚田　紗矢 山口　結羽優 佐藤　綾花 前　優花 松下　礼愛

二階堂　咲  1.51 進藤　すず  1.48 北田　優奈  1.48 鈴木　芭奈  1.45 加茂　冴奈  1.40 佐伯　綾香  1.35 橋間　未羽  1.30

高司 播磨 大久保北 宝梅 望海 播磨南 大久保北

岡﨑　悠莉  1.40

衣川

吉川　美海  4.75 (+1.6) 箕浦　智子  w4.60 (+3.2) 藺牟田　杏  w4.34 (+2.3) 阪本　和心  w4.32 (+2.8) 谷山　七海  w4.27 (+3.2) 井上　智香子  w4.15 (+3.4) 今井　咲良  4.07 (+1.7) 吉田　彩夏  w4.01 (+3.3)

播磨南 魚住東 青雲 小園 大久保北 宝梅 望海 大久保北

山田　蒼空  10.65 西野　紗世  9.70 執行　琴葉  9.50 阿部　桜來  9.39 岩城　虹  9.38 岩佐　夏希  8.97 井出　桃禾  8.51 有馬　妃奈乃  8.46

押部谷 宝梅 平野 甲武 青雲 朝霧 野々池 武庫
2月25日 砲丸投

w (wind assist) : 追風参考
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