
2023年 度

第 １ 回 三 田 市 陸 上 競 技 記 録 会

（ 兼 県郡市区大会選手選考会 ）

（ 大会 コー ド ： ２ ３ ２ ８ ０ ７ ９ ９ ）

日時 ： 令和 ５年 ３ 月 １ ８ 日 （ 土 ）

９ 時 ４ ５ 分 競技開始

場所：三木総合防災公園 陸上競技場
（競技場コード 281070）

主 催 ： 三 田 市 陸 上 競 技 協 会

主 管 ： 三 田 市 中 体 連 ・ 高 体 連



開始
時刻

組数
人数

開始
時刻

9:45 中学 男 １１０ｍＨ（　１組～４組　） 9:25 ～ 9:35
４組

３２名
9:45 共通 女子 １組（３２名） 9:15 ～ 9:25

9:55
高校
一般

女 １００ｍＨ（　１組　） 9:35 ～ 9:45
１組
３名

11:45 共通 男子 １組（１８名） 11:15 ～ 11:25

10:05 中学 女 １００ｍＨ（　１組～４組　） 9:45 ～ 9:55
４組

３３名

10:20 中学 男 ３０００ｍ（　１組　） 　　　 10:00 ～ 10:10
開始
時刻

中学 男 ３０００ｍ（　２組　） 　　　 共通 男子 １組（２４名） Ａピット

高校
一般

女 ３０００ｍ（　１組　） 　　　
１組
１名

共通 男子 ２組（２４名） Bピット

10:50
高校
一般

男 ５０００ｍ（　１組　） 　　　 10:30 ～ 10:40
１組

１０名
共通 女子 １組（１９名） Ａピット

11:15 共通 女 １５００ｍ（　１組・　２組　） 10:55 ～ 11:05
２組

３９名
共通 女子 ２組（１９名） Bピット

11:35 共通 男 １００ｍ　（　1組～　４組　） 11:15 ～ 11:25

11:45 共通 男 １００ｍ　（　５組～　８組　） 11:25 ～ 11:35
開始
時刻

11:55 共通 男 １００ｍ　（　９組～１２組　） 11:35 ～ 11:45 中学 男子 １組（２２名）

12:05 共通 男 １００ｍ　（ １３組～１６組 ） 11:45 ～ 11:55
高校
一般

男子 １組（６名）

12:15 共通 男 １００ｍ　（ １７組～２０組 ） 11:55 ～ 12:05 中学 女子 １組（２０名）

12:25 共通 女 １００ｍ　（　1組～　４組　） 12:05 ～ 12:15
高校
一般

女子 １組（１名）

12:35 共通 女 １００ｍ　（　５組～　８組　） 12:15 ～ 12:25

12:45 共通 女 １００ｍ　（　９組～１２組　） 12:25 ～ 12:35
開始
時刻

12:55 共通 女 １００ｍ　（ １３組～１５組 ） 12:35 ～ 12:45 中学 男子 １組（１８名）

高校
一般

男子 １組（３名）

13:30 共通 男 ８００ｍ　（　1組～　3組　） 13:10 ～ 13:20
３組

３７名
中学 女子 １組（１８名）

13:45 共通 女 ８００ｍ　（　1組～　3組　） 13:25 ～ 13:35
３組

４４名
高校
一般

女子 １組（７名）

14:05 共通 男 ２００ｍ　（　1組～　4組　） 13:45 ～ 13:55

14:15 共通 男 ２００ｍ　（　5組～　8組　） 13:55 ～ 14:05
開始
時刻

14:25 共通 女 ２００ｍ　（　1組～　4組　） 14:05 ～ 14:15
４組

３０名
高校
一般

男子 １組（５名）

14:45 共通 男 １５００ｍ（　１組・　２組　） 14:25 ～ 14:35
高校
一般

女子 １組（１名）

15:05 共通 男 １５００ｍ（　3組～　5組　） 14:45 ～ 14:55

15:35 共通 男 ４００ｍ　（　1組～　6組　） 15:15 ～ 15:25
６組

４８名
9:45競技開始

15:55 共通 女 ４００ｍ　（　１組　） 15:35 ～ 15:45
１組
７名

16:00競技終了

招集時刻
開始 ～ 完了【走幅跳】

２０組
１７５名

１５組
１３１名

昼休憩

9:45 9:15 ～ 9:25

14:45

【砲丸投】

【円盤投】

12:45 12:15 12:25～

12:45

11:00 10:30 10:40

３月１８日（土） 三 田 市 記 録 会　競　技　日　程（案）

【トラック競技】 【フィールド競技】

種　目
招集時刻

開始 ～ 完了 【走高跳】 招集時刻
開始 ～ 完了

10:35 10:15 ～ 10:25

２組
３８名

14:15

12:15

14:45

9:45 9:15

～

9:25～

～ 14:25

招集時刻
開始 ～ 完了

14:15

～

12:25

招集時刻
開始 ～ 完了

招集時刻
開始 ～ 完了【やり投】

５組
１００名

８組
６８名

14:25～
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2023年度 

第１回三田市陸上競技記録会要項() 

（兼県郡市区大会選手選考会） 

  

１．主 催       三田市陸上競技協会 

  ２．主 管        三田市中体連・高体連陸上競技部 

 ３．日 時        ２０２３年３月１８日（土）       準備         ８時００分 

                            （警報発令の場合は、中止） 学校受付            ８時１５分 

                                                       審判打合せ（予定）      ９時００分 

                                                   競技開始（予定）     ９時４５分 

 ４．場 所        三木総合防災公園 陸上競技場 （281070） 

             （住所）〒673-0515 三木市志染町三津田 1708 

 ５．種 目        １００ｍ  ２００ｍ  ４００ｍ ８００ｍ  １５００ｍ 

                   ３０００ｍ（現中学３年女子可）  ５０００ｍ（現中学３年男子可）  

１１０ｍＨ（中・高〔現中学３年男子可〕）１００ｍＨ （中・高〔現中学３年女子可〕） 

走高跳 走幅跳 砲丸投（中・高）円盤投（中・高）やり投げ 

 ６．出場資格      ・兵庫県陸上競技連盟に登記登録している団体であること。 

                   ・各校は、１名以上の競技役員を出せること。 

          ・中学校：丹有地区、北播地区の中学校（ただし、他地区の中学校・出場制限あり） 

          ・高校 ：三田市内の高等学校在籍 

・一般・大学・高校（市外）：三田市陸上競技協会登録者、または三田市在住 

（郡市区対大会に三田市代表として出場する意思がある方） 

 ７．出場制限   ・一人２種目以内 

           ただし、丹有、北播以外の地区は１校（１チーム）男女合わせて２０種目とする。 

 ８．競技方法   ・トラック競技では、個人申込記録に従って番組編成を行い出場者全員の 

           記録を計時する。 

                    ・フィールド競技では、走高跳を除いて、出場者の記録を３回ずつ計測する。 

 ９．申込方法     ・アスリートランキング ホームページからの申し込みとする。 

                    ＊申し込み種目には、必ず記録を入力すること。記載された記録に従って、 

           番組編成を行う。 

          ＊申し込み入力完了後、「申込印刷」で一覧表をプリントアウトする。 

                    ＊代表者欄には、校長名を明記し、校長印を押印する。（中学校） 

          ＊記録会当日に、一覧表を持参し、提出する。(一般、高校は、提出なし) 

＊学年は、新学年で入力して下さい。 

          ＊現高校３年生・現中学３年生は、４年で登録して下さい。 

＊一般・高校は、ID無しエントリーから登録して下さい。 

＊中学校は、bb115659 からエントリーしてください。パスワードが分からない中学校

は、主催者に問い合わせをしてください。 

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を考慮し、競技会を急遽中止する場

合もありますので、アスリートランキングを随時ご確認ください。 

１０．申込料      個人１種目５００円 

                   ＊個人申込票 1枚についての料金です。 

          ＊参加申込料は、郵便振込を利用して下さい。 

          ＊郵便振替口座  番号  ００９７０－４－３０６５４０ 

                   加入者 三田市陸上競技協会 

          ＊振込用紙の通信欄には、学校番号・学校名(所属名）・出場者数を明記すること。 

          ＊参加申込料は、理由の如何にかかわらず返金しません。 

１１．入力期限      ・２０２３年２月１０日(金)～３月３日（金） 

                      ＊申し込み個票数の上限を 1500 個票とします。 

                      ＊申込み期間終了後や予定個票数を超えた時点で、入力できなくなります。 

１２．申込先        ・三田市陸上競技協会 大会事務局 

              三田市立けやき台中学校内  火置 達磨まで 

                  〒６６９－１３２１  三田市けやき台２－１ 

                       ＴＥＬ ０７９（５６５）００８６ ＦＡＸ  ０７９（５６５）００８７ 
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１３．その他   

       ◎本競技会は、1 月 15 日付け日本陸上競技連盟「陸上競技活動再開ガイダンス③競技会開催につい

て」に準拠して開催します。ガイダンスにより参加者には、競技会１週間前から検温、体調チェッ

ク表の記入、提出及び競技会終了後の２週間の体調管理・検温が求められています。 

・参加者は、競技会１週間前から検温及び体調チェック表の記入、提出。 

・提出していない参加者は、参加を認めない。また、競技会終了後も体調管理に努め、発熱など 

  の症状が続く場合は、申込先まで連絡すること。 

   ◎新型コロナウイルス対策として、運動時を除きマスクを着用すること。また、声を出しての応援、

集団での応援は控えること。 

   ◎新型コロナウイルス対策として、無観客競技会とする。ご理解とご協力をお願い致します。 

        (1)競技中の疾病・事故については、主催者は、応急処置の他はその責任を負わない。 

        (2)スパイクシューズのピンは 9mm以下であること。(走り高跳は 12mm以下） 

               (3)記録の発表はアスリートランキングに記載する。      

        (4)警報（三木市）発表時における中止は、６時現在で決定します。          

        (5)ゴミの持ち帰りやトイレの使用等、競技場使用上の注意を事前に各学校でご指導下さい。 

        (6)トラック種目に関しては、腰ゼッケンを各校で準備をお願いします。ただし、準備でき

ない学校、長距離種目に関しては、運営側で準備します。 

     ＊本競技会の結果は、インターネット上で公開しますので、その旨了承の上、申し込みを行って下さい。 

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し、競技会を中止する場合もありますので、下記の件を

確認し、申し込みをお願い致します。 

            ・競技会当日までに、感染の状況の変化により、競技会が中止になる場合もあります。 

            ・参加申込料は、競技会が開催できた場合、競技会当日に受付にて徴収致します。 

            ・競技会開催の場合、申込後は、競技会の参加の有無にかかわらず、申込料は徴収させて頂き

ます。 

      ・今競技会のプログラム作成及び販売は致しません。準備が整いましたらアスリートランキン

グに競技日程、注意事項、スタートリストをアップしますので、ご確認下さい。 

＜大会規定及び競技者注意事項＞ 

１．本大会は、２０２３年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会規定により行う。 

２．招集について 

  （１）すべての競技において現地集合とする。 

    （２）トラック競技は、２０分前、フィールド競技は３０分前とする。  

３．競技運営について 

  （１）トラック競技の走路順フィールド競技の試技順は、プログラム記載の番号で示す。 

  （２）短距離種目では、競技者安全のため、フィニッシュライン到着後も自分の割り当てられた 

          走路を走ること。 

  （３）競技前の跳躍・投擲練習は、競技役員の指示に従うこと。 

４．フィールド種目の計測ライン等について 

   （１）走高跳のバーの上げ方は、下記の通りとする 

           男子(練習 1M25)  1M30～1M50 5 ㎝ずつ 1Ｍ53 以上 3㎝ずつ 

           女子(練習 1M10)  1M15～1M30 5 ㎝ずつ 1Ｍ33 以上 3㎝ずつ 

            ＊２組編制の場合は、最初の試技の高さを調整することがある。 

    （２）砲丸投は、男女とも計測ラインを設けない。 

５．競技場使用について 

  （１）ウォーミングアップについては、競技の運営に支障のないように注意して行う。 

    （２）本部前の通行は一切禁止する。また、本館エレベーターの利用は、補助員以外使用 

    禁止とする。 

    （３）貴重品は各自責任を持って管理し、忘れ物のないように気をつけること。 

    （４）各学校で出たゴミについては、各自で持ち帰り、使用した場所の美化に努めること。 

    （５）競技会中の傷害・疾病について、主催者は、応急処置以外の責任を負わない。 

６．ＷＡ規則第１４３条（ＴＲ５：シューズ）の対応について 

（１）競技は 2020 年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定により行う。 

なお、WA 規則 143 条（TR5：シューズ）を適用するので「規定外シューズ」は使用できない。 



共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハマノ　ショウタ ユラ [11.51] オオニシ　トモキ サンダガクエン [11.85]

1 70427 濵野　翔太(3) 由良 1 60122 大西　智樹(3) 三田学園
ニシ　ライト タカツカサ [11.48] サカシタ　イブキ タカツカサ [11.78]

2 16622 仁志　月人(3) 高司 2 16623 坂下　衣歩樹(3) 高司
オオサキ　ユウマ サンダシリッキョウ [11.59] コンドウ　ヒサヨシ カスガ [11.70]

3 6341 大崎　祐摩(-) 三田市陸協 3 65103 近藤　久貴(3) 春日
フクヤマ　キズナ アリマコウコウ [11.28] オノヤマ　アキトシ サンダショウセイ [11.60]

4 387 福山　世(3) 有馬高校 4 412 小野山　明寿(3) 三田松聖
シライシ　リョウ サンダガクエンコウコ [10.80] トモガネ　ハルキ サンダガクエンコウコ [11.60]

5 193 白石　稜(3) 三田学園高校 5 101 友金　晴樹(3) 三田学園高校
オカモト　ナオヤ カンセイガクインダイ [10.75] タブチ　ヒロユキ サンダガクエンコウコ [11.60]

6 164 岡本　直也(3) 関西学院大 6 102 田淵　裕行(3) 三田学園高校
シミズ　ヒロト ヒカミ [11.15] マツモト　ケンショウ サンダガクエンコウコ [11.60]

7 64401 清水　尋斗(4) 氷上 7 110 松本　謙尚(3) 三田学園高校
コマエ　セイガ サンダガクエンコウコ [11.35] コウノ　ソウタ ホクセツサンダコウ [11.61]

8 192 小前　晴雅(3) 三田学園高校 8 294 河野　創太(2) 北摂三田高
フジタ　ケイゴ サンダガクエンコウコ [11.33] カドイシ　アツキ ミドリガオカ [11.62]

9 194 藤田　啓伍(3) 三田学園高校 9 35413 角石　淳貴(4) 緑が丘

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アキヤマ　ユウタ サンダガクエン [12.20] エチガワ　ケンタ サンダガクエンコウコ [12.37]

1 60121 秋山　優太(3) 三田学園 1 104 越川　堅太(2) 三田学園高校
ナガサワ　レイヒト ヒカミ [12.20] シダ　コウキ ミドリガオカ [12.33]

2 64425 長澤　礼仁(3) 氷上 2 35457 志田　煌來(3) 緑が丘
クラサワ　カブト サンダセイリョウコウ [12.13] イイダ　キラト カコガワチュウブ [12.30]

3 1233 倉沢　兜人(2) 三田西陵高 3 33171 飯田　輝人(3) 加古川中部
サカモト　ソウタ ホクセツサンダコウ [11.90] キシ　ユウスケ ニシワキ [12.20]

4 292 坂本　颯大(2) 北摂三田高 4 34534 来住　侑亮(3) 西脇
イシハラ　タカト アリマコウコウ [11.99] トサ　ユウキ ホクセツサンダコウ [12.26]

5 394 石原　天斗(3) 有馬高校 5 293 土佐　侑希(2) 北摂三田高
イケガミ　ソウタ ケヤキダイ [11.92] フジイ　ヨウダイ ニシワキ [12.24]

6 60670 池上　奏汰(2) けやき台 6 34562 藤井　遥大(2) 西脇
ヒラノ　リュウイチ サンダガクエンコウコ [12.00] ナカガワ　ソウマ サンダガクエン [12.20]

7 103 平野　琉一(3) 三田学園高校 7 60123 中川　颯真(3) 三田学園
タニグチ　アイキ カイバラ [12.04] スミヨシ　スバル シオセ [12.29]

8 64111 谷口　愛希(3) 柏原 8 14232 住吉　昴瑠(3) 塩瀬
ワキ　ショウタ タイシャ [12.11] ナカノ　カズキ ヤシロ [12.27]

9 12949 脇　祥太(3) 大社 9 38118 中野　一稀(3) 社

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イザワ　リョウ タカトリ [12.49] マエダ　タイシ ヤシロ [12.68]

1 25161 井澤　陵(3) 鷹取 1 38120 前田　泰志(3) 社
フジワラ　ソラ ニシワキ [12.46] コメダ　ナオユキ タイシャ [12.68]

2 34563 藤原　空奏(2) 西脇 2 12987 米田　尚恭(2) 大社
フジエダ　レオ ヨカワ [12.48] ウチダ　リュウト ケヤキダイ [12.64]

3 35918 藤枝　怜央(3) 吉川 3 60674 内田　龍仁(2) けやき台
モリ　ユウタ シオセ [12.39] ミズイケ　アオイ オノ [12.51]

4 14254 森　祐太(2) 塩瀬 4 37105 水池　葵唯(2) 小野
ミナミ　ユウスケ ミキヒガシ [12.39] ヨコヤマ　ソラ ケヤキダイ [12.50]

5 35661 南　友介(3) 三木東 5 60657 横山　大空(3) けやき台
フジワラ　コウタロウ オノ [12.40] アラキ　イチヤ カコガワチュウブ [12.53]

6 37104 藤原　滉太郎(2) 小野 6 33170 荒木　一哉(3) 加古川中部
サコダ　タイキ ハッケイ [12.38] ニシ　ユズキ ヤシロ [12.58]

7 60366 迫田　泰希(2) 八景 7 38119 西　祐澄哉(3) 社
ソノダ　ハルキ アリマコウコウ [12.43] マスダ　マサキ サンダガクエンコウコ [12.58]

8 396 園田　晴輝(2) 有馬高校 8 107 増田　将希(2) 三田学園高校
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ [12.40] ヒグチ　ユウタ ユリノキダイ [12.58]

9 39133 恒原　陽彩(3) 黒田庄 9 60965 樋口　結大(2) ゆりのき台

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマシタ　シュンヤ ヒカミ [12.80] ナカノ　トウマ ハッケイ [12.91]

1 64441 山下　峻椰(2) 氷上 1 60352 仲野　斗眞(3) 八景
アシダ　ショウタ カイバラ [12.79] スワ　ユキト ハッケイ [12.93]

2 64106 蘆田　翔太(3) 柏原 2 60351 諏訪　勇希人(3) 八景
ヤマモト　ショウタ エリート [12.78] ショロジ　トウマ ケヤキダイ [12.90]

3 306 山本　聖大(1) ELITE 3 60659 正呂地　斗真(3) けやき台
コウヅキ　タケヒト ヤシロ [12.72] キノシタ　ユウヤ ジユウガオカ [12.83]

4 38162 上月　岳人(2) 社 4 35563 木下　勇哉(2) 自由が丘
ミツイ　ルイ カイバラ [12.71] イワタ　カズキ ユリノキダイ [12.82]

5 64114 三井　琉生(3) 柏原 5 60932 岩田　一喜(3) ゆりのき台
マツシタ　イブキ カイバラ [12.72] トミタニ　キイヤ ソノダヒガシ [12.80]

6 64127 松下　伊吹(2) 柏原 6 11832 富谷　葵也(2) 園田東
カワモト　ショウタ オシベダニ [12.70] ヤマモト　ソラ ケヤキダイ [12.81]

7 27511 川本　将大(3) 押部谷 7 60648 山本　颯空(3) けやき台
カワモト　ケンシ ヤマダ [12.78] オノ　ソウタ サクラガオカ [12.86]

8 23112 川本　兼史(3) 山田 8 27444 小野　颯太(2) 桜が丘
ワダ　ユウヤ ヤシロ [12.77] ナカムラ　キリク ミキヒガシ [12.87]

9 38142 和田　悠哉(3) 社 9 35668 中村　葵利玖(3) 三木東

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマシタ　ハルキ ミキヒガシ [12.99] オグラ　カンタ タカトリ [13.15]

1 35673 山下　陽輝(2) 三木東 1 25165 小椋　寛太(3) 鷹取
マエダ　ハルマ シオセ [13.01] タカラコ　ハルキ ヒカミ [13.12]

2 14237 前田　悠和(3) 塩瀬 2 64447 寶子　陽希(2) 氷上
ナカムラ　コウノスケ ハサマ [13.01] イマエダ　ケイタロウ ミドリガオカ [13.10]

3 60523 中村　恒之介(3) 狭間 3 35420 今枝　慶太郎(2) 緑が丘
アカマツ　ケンタ ミキヒガシ [12.95] ミズグチ　ライト オノ [13.02]

4 35660 赤松　健太(3) 三木東 4 37126 水口　来翔(3) 小野
アリイ　ジエイ ナルオミナミ [12.97] フジワラ　ルイ ニシワキミナミ [13.04]

5 14351 有井　慈瑛(3) 鳴尾南 5 34734 藤原　琉衣(2) 西脇南
タキグチ　オト シオセ [12.96] ホリ　エイト オシベダニ [13.03]

6 14234 瀧口　緒人(3) 塩瀬 6 27531 堀　瑛登(2) 押部谷
オオエ　リツキ ユリノキダイ [12.95] タニヤス　オウスケ カコガワチュウブ [13.02]

7 60951 大江　琉月(3) ゆりのき台 7 33175 谷保　凰介(3) 加古川中部
アダチ　マサヒロ ヤマダ [12.98] ツジ　ユウタ タイシャ [13.05]

8 23110 安達　雅浩(3) 山田 8 12989 辻　結太(2) 大社
コウヅキ　ケンシン オノ [12.98] トミイ　ユウト ミドリガオカ [13.07]

9 37122 上月　兼臣(3) 小野 9 35459 冨井　悠翔(3) 緑が丘

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ダテ　タクマ ハサマ [13.22] ノモト　ソウスケ ヒカミ [13.41]

1 60542 伊達　匠晶(2) 狭間 1 64426 野本　蒼介(3) 氷上
フチカミ　ユウキ イチジマ [13.27] ミヤザキ　シンジ ケヤキダイ [13.41]

2 65364 渕上　悠貴(2) 市島 2 60651 宮崎　真治(3) けやき台
ニシモト　ハヤタ ニシワキ [13.28] タケガワ　ユウト オシベダニ [13.41]

3 34560 西本　颯汰(2) 西脇 3 27530 武川　結音(2) 押部谷
ツジイ　ソラ カコガワチュウブ [13.16] ヤマダ　ユア ケヤキダイ [13.29]

4 33176 辻井　聡来(3) 加古川中部 4 60687 山田　夢空(2) けやき台
タハラ　ソウタ タカトリ [13.18] イイジマ　タイキ ユリノキダイ [13.37]

5 25104 田原　蒼太(2) 鷹取 5 60931 飯島　大輝(3) ゆりのき台
ヨシオカ　シュン ミドリガオカ [13.18] ナカオ　イオリ アサヒガオカ [13.36]

6 35471 吉岡　駿(3) 緑が丘 6 37211 中尾　伊織(3) 旭丘
ニシヤマ　コウタ イチジマ [13.18] イシバシ　ユウイチ タイシャ [13.30]

7 65353 西山　昊汰(3) 市島 7 12971 石橋　優一(2) 大社
タカセ　イチカ ニシワキ [13.19] ニシダ　リョウスケ ユリノキダイ [13.39]

8 34538 高瀬　伊周(3) 西脇 8 60963 西田　椋祐(2) ゆりのき台
ドイ　リュウセイ ミキヒガシ [13.20] ホウキ　タクト ユリノキダイ [13.38]

9 35666 土井　流星(3) 三木東 9 60966 法貴　逞人(2) ゆりのき台
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オノ　リク ヤマダ [13.50] オマツ　クウト イチジマ [13.63]

1 23111 小野　璃空(3) 山田 1 65362 尾松　空飛(2) 市島
ツノカワ　ケイジ ケヤキダイ [13.51] ヤマカワ　ハクア ニシワキ [13.63]

2 60656 角川　慶治(3) けやき台 2 34565 山川　博愛(2) 西脇
カナダ　ハヤト タカツカサ [13.51] ワカミヤ　ライム ユラ [13.67]

3 16620 金田　勇渡(3) 高司 3 70429 若宮　來夢(3) 由良
クラモト　ソウシ ケヤキダイ [13.43] サカモト　ユヅキ ハサマ [13.55]

4 60641 倉本　湊司(3) けやき台 4 60546 坂本　悠月(2) 狭間
モリワキ　リュウト クロダショウ [13.44] スギイ　リクト タイシャ [13.58]

5 39136 森脇　琉斗(3) 黒田庄 5 12981 杉井　陸人(2) 大社
フジイ　ケイト ハッケイ [13.45] マエカワ　ヒロト ハッケイ [13.53]

6 60354 藤井　慶仁(3) 八景 6 60369 前川　大翔(2) 八景
ヒラタ　ユウマ シオセ [13.42] ヤマナカ　ハヤト オノ [13.61]

7 14257 平田　悠真(2) 塩瀬 7 37108 山中　颯人(2) 小野
ノグチ　タイセイ ナルオミナミ [13.45] アダチ　イブキ ヒカミ [13.62]

8 14326 野口　大成(2) 鳴尾南 8 64429 足立　伊吹(3) 氷上
フジタ　リョウセイ ミドリガオカ [13.47] ツルミ　フウタ ミキヒガシ [13.63]

9 35467 藤田　涼生(3) 緑が丘 9 35672 津留見　楓太(2) 三木東

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マルヤマ　ナミキ シオセ [13.85] ヒラマツ　ミズキ ユリノキダイ [14.08]

1 14253 丸山　南樹(2) 塩瀬 2 60947 平松　瑞葵(3) ゆりのき台
サイトウ　ソラ ミドリガオカ [13.79] カキウチ　リョウスケ ユリノキダイ [14.07]

2 35456 斉藤　蒼空(3) 緑が丘 3 60936 垣内　崚佑(3) ゆりのき台
モリ　ユウマ オノ [13.86] ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ [13.95]

3 37106 森　悠真(2) 小野 4 62252 吉田　卓也(3) 篠山東
オクノ　ユウリ ササヤマヒガシ [13.72] フジタ　マナヤ ジユウガオカ [13.88]

4 62211 奥野　雄吏(2) 篠山東 5 35566 藤田　愛也(2) 自由が丘
タカオカ　ヒロト ケヤキダイ [13.71] トビナガ　ケイイチロウ ユリノキダイ [13.93]

5 60647 髙岡　大豊(3) けやき台 6 60945 飛永　圭一郎(3) ゆりのき台
ヤカワ　リョウマ サンダガクエン [13.70] スガイ　ヨシタカ カイバラ [13.92]

6 60135 矢川　涼麻(2) 三田学園 7 64122 菅井　義高(2) 柏原
センゴク　フウマ ユリノキダイ [13.70] ハマノ　コウダイ ユラ [13.98]

7 60940 千石　楓真(3) ゆりのき台 8 70431 濵野　航大(2) 由良
マツナミ　シュリ ヒカミ [13.76] シライシ　タイガ カコガワチュウブ [13.98]

8 64424 松浪　朱璃(3) 氷上 9 33173 白石　大河(3) 加古川中部
ナガク　タイガ ヒカミ [13.75]

9 64438 長久　大河(2) 氷上

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマモト　キヒロ ヒカミ [14.38] ヤナル　リンタロウ クロダショウ [14.80]

2 64449 山本　基昊(2) 氷上 2 39137 矢鳴　凜大朗(3) 黒田庄
コウヤマ　リュウセイ アサヒガオカ [14.50] サエキ　ソウ アサヒガオカ [14.74]

3 37222 香山　隆星(2) 旭丘 3 37225 佐伯　奏(2) 旭丘
ツジ　オウダイ ユリノキダイ [14.19] カドイシ　セイジロウ ユリノキダイ [14.55]

4 60944 辻　桜大(3) ゆりのき台 4 60937 角石　清仁朗(3) ゆりのき台
ミヤタ　ナルヤ ユリノキダイ [14.31] モリサキ　ユウシ オノ [14.58]

5 60968 宮田　成陽(2) ゆりのき台 5 37107 森崎　悠獅(2) 小野
タニグチ　ヨウスケ ミキヒガシ [14.12] ミヤノ　タケル ミキヒガシ [14.56]

6 35671 谷口　陽亮(2) 三木東 6 35669 宮野　嵩琉(3) 三木東
サカグチ　リク サクラガオカ [14.26] タナカ　ユウト イチジマ [14.56]

7 27442 阪口　凌玖(2) 桜が丘 7 65363 田中　友翔(2) 市島
イワテ　ジュンタロウ ユラ [14.36] ハタ　フウト ヒカミ [14.66]

8 70430 岩手　洵太朗(2) 由良 8 64439 畑　風虎(2) 氷上
フジタ　リク ヨカワ [14.34] タケモト　シユウ ヤシロ [14.63]

9 35932 藤田　陸(2) 吉川 9 38117 竹本　愁(3) 社
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウラノ　ジュッタ ケヤキダイ [15.26] カツダ　コウキ ハサマ

2 60646 浦野　寿大(3) けやき台 2 60541 勝田　倖希(2) 狭間
トミヨリ　チハル ヨカワ [15.22] ワダ　コウキ ヒカミ

3 35931 冨依　千陽(2) 吉川 3 64446 和田　幸樹(2) 氷上
タタラ　ハクエイ ユリノキダイ [14.97] イワタ　ハルヒ フジ [15.80]

4 60941 多田羅　白瑛(3) ゆりのき台 4 60755 岩田　陽飛(2) 富士
スガハラ　ソウスケ アサヒガオカ [14.86] サトウ　テツ ハサマ [15.26]

5 37224 菅原　颯佑(2) 旭丘 5 60543 佐藤　哲(2) 狭間
テラダ　シン ケヤキダイ [14.88] ヤブタ　オウキ ナガサカ [15.83]

6 60680 寺田　心(2) けやき台 6 60441 藪田　旺希(3) 長坂
タナカ　ミナギ ユラ [15.00] ハタナカ　ソウマ ハサマ [15.43]

7 70425 田中　海凪(3) 由良 7 60544 畠中　颯真(2) 狭間
ヤノ　ムウガ ユラ [15.02] ウエナカ　タイチ ケヤキダイ [15.87]

8 70428 矢野　夢河(3) 由良 8 60673 上中　太翔(2) けやき台
カナオ　スバル ミドリガオカ [15.17] ナカムラ　ユラ ヒカミ [16.99]

9 35454 金尾　昴(3) 緑が丘 9 64444 中村　夢来(2) 氷上

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシ　ライト タカツカサ [23.33] マスダ　マサキ サンダガクエンコウコ [24.81]

1 16622 仁志　月人(3) 高司 1 107 増田　将希(2) 三田学園高校
シミズ　ヒロト ヒカミ [23.37] タナカ　ダイスケ ソノダヒガシ [25.00]

2 64401 清水　尋斗(4) 氷上 2 11826 田中　大輔(3) 園田東
ハマノ　ショウタ ユラ [23.55] タニグチ　アイキ カイバラ [24.57]

3 70427 濵野　翔太(3) 由良 3 64111 谷口　愛希(3) 柏原
コマエ　セイガ サンダガクエンコウコ [22.95] ミキ　ショウマ ソノダヒガシ [24.24]

4 192 小前　晴雅(3) 三田学園高校 4 11816 三木　翔真(4) 園田東
シライシ　リョウ サンダガクエンコウコ [21.72] コウノ　ソウタ ホクセツサンダコウ [23.72]

5 193 白石　稜(3) 三田学園高校 5 294 河野　創太(2) 北摂三田高
フジタ　ケイゴ サンダガクエンコウコ [22.67] フジノ　ルイ サンダセイリョウコウ [24.00]

6 194 藤田　啓伍(3) 三田学園高校 6 1224 藤野　琉維(3) 三田西陵高
フクヤマ　キズナ アリマコウコウ [22.74] カドイシ　アツキ ミドリガオカ [23.97]

7 387 福山　世(3) 有馬高校 7 35413 角石　淳貴(4) 緑が丘
タブチ　ヒロユキ サンダガクエンコウコ [23.00] タガワ　タケル カスガ [24.27]

8 102 田淵　裕行(3) 三田学園高校 8 65100 田川　驍(3) 春日
タケウチ　ユウト ホクセツサンダコウ [23.08] オカムラ　ユウマ ミドリガオカ [24.55]

9 286 竹内　悠登(2) 北摂三田高 9 35418 岡村　優磨(4) 緑が丘

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イザワ　リョウ タカトリ [25.57] イワタ　カズキ ユリノキダイ [26.18]

1 25161 井澤　陵(3) 鷹取 1 60932 岩田　一喜(3) ゆりのき台
フジワラ　コウタロウ オノ [25.51] アリイ　ジエイ ナルオミナミ [26.21]

2 37104 藤原　滉太郎(2) 小野 2 14351 有井　慈瑛(3) 鳴尾南
ミズイケ　アオイ オノ [25.80] ハマダ　キッペイ タカツカサ [26.21]

3 37105 水池　葵唯(2) 小野 3 16626 濵田　桔平(3) 高司
ヤナガワ　リュウセイ サンダセイリョウコウ [25.12] ナカムラ　ハヤト サンダショウウンカン [26.10]

4 1235 柳川　琉星(2) 三田西陵高 4 1373 中村　駿心(2) 三田祥雲館高
イイダ　キラト カコガワチュウブ [25.15] サコダ　タイキ ハッケイ [26.00]

5 33171 飯田　輝人(3) 加古川中部 5 60366 迫田　泰希(2) 八景
マエガワ　ツヨシ ヒカミコウコウ [25.00] ナカノ　カズキ ヤシロ [25.86]

6 1093 前川　剛志(3) 氷上高校 6 38118 中野　一稀(3) 社
ミナミ　ユウスケ ミキヒガシ [25.44] ヒグチ　ユウタ ユリノキダイ [26.09]

7 35661 南　友介(3) 三木東 7 60965 樋口　結大(2) ゆりのき台
アラキ　イチヤ カコガワチュウブ [25.51] テラダ　ヒロキ ハサマ [26.18]

8 33170 荒木　一哉(3) 加古川中部 8 60527 寺田　大輝(3) 狭間
ナカガワ　ソウマ サンダガクエン [25.50] ナガサワ　レイヒト ヒカミ [26.16]

9 60123 中川　颯真(3) 三田学園 9 64425 長澤　礼仁(3) 氷上

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タバタ　ユウシ ヨカワ [27.00] フジワラ　コウガ クロダショウ [28.50]

2 35915 田畑　遊史(3) 吉川 2 39143 藤原　光冴(2) 黒田庄
オノ　ソウタ サクラガオカ [26.80] ワタナベ　ミツキ クロダショウ [28.50]

3 27444 小野　颯太(2) 桜が丘 3 39146 渡部　充騎(2) 黒田庄
オシダ　ソウマ クロダショウ [26.54] ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ [27.75]

4 39141 押田　宗真(2) 黒田庄 4 62252 吉田　卓也(3) 篠山東
スワ　ユキト ハッケイ [26.27] タカシナ　コウガ ケヤキダイ [27.51]

5 60351 諏訪　勇希人(3) 八景 5 60679 高階　航雅(2) けやき台
ワタナベ　ハルヒト ソノダヒガシ [26.50] アキヤマ　ユウタ サンダガクエン [27.50]

6 11827 渡部　遥人(3) 園田東 6 60121 秋山　優太(3) 三田学園
コウヅキ　ケンシン オノ [26.32] モリオカ　リュウタ サンダガクエン [27.50]

7 37122 上月　兼臣(3) 小野 7 60125 森岡　琉大(3) 三田学園
アダチ　マサヒロ ヤマダ [26.68] ナガク　タイガ ヒカミ [28.26]

8 23110 安達　雅浩(3) 山田 8 64438 長久　大河(2) 氷上
ミズグチ　ライト オノ [26.58] ヤマナカ　ハヤト オノ [28.00]

9 37126 水口　来翔(3) 小野 9 37108 山中　颯人(2) 小野
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共通男子200m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
フジタ　リク ヨカワ [29.49] ニシダ　リョウスケ ユリノキダイ

2 35932 藤田　陸(2) 吉川 2 60963 西田　椋祐(2) ゆりのき台
ヤブタ　オウキ ナガサカ [34.23] ヤマモト　ショウタ エリート

3 60441 藪田　旺希(3) 長坂 3 306 山本　聖大(1) ELITE
サカグチ　リク サクラガオカ [28.69] タカラコ　ハルキ ヒカミ

4 27442 阪口　凌玖(2) 桜が丘 4 64447 寶子　陽希(2) 氷上
オマツ　クウト イチジマ [28.89] ワダ　コウキ ヒカミ

5 65362 尾松　空飛(2) 市島 5 64446 和田　幸樹(2) 氷上
ノグチ　タイセイ ナルオミナミ [29.06] ナカムラ　ユラ ヒカミ

6 14326 野口　大成(2) 鳴尾南 6 64444 中村　夢来(2) 氷上
タニグチ　ヨウスケ ミキヒガシ [28.72] ハタ　フウト ヒカミ

7 35671 谷口　陽亮(2) 三木東 7 64439 畑　風虎(2) 氷上
モリサキ　ユウシ オノ [29.30] イイジマ　タイキ ユリノキダイ

8 37107 森崎　悠獅(2) 小野 8 60931 飯島　大輝(3) ゆりのき台
モリ　ユウマ オノ [29.32] イワタ　ハルヒ フジ

9 37106 森　悠真(2) 小野 9 60755 岩田　陽飛(2) 富士
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共通男子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カジ　ヒロム ホクセツサンダコウ [51.88] イワサキ　コウセイ サンダショウウンカン [55.78]

2 285 加治　大武(3) 北摂三田高 2 1376 岩﨑　光晟(2) 三田祥雲館高
フジヒラ　ナオヒロ ホクセツサンダコウ [51.73] テラダ　マサト アリマコウコウ [56.00]

3 276 藤平　直弘(3) 北摂三田高 3 395 寺田　真翔(2) 有馬高校
モリタマ　フウガ サンダセイリョウコウ [50.58] エチガワ　ケンタ サンダガクエンコウコ [54.00]

4 1215 森玉　鳳雅(4) 三田西陵高 4 104 越川　堅太(2) 三田学園高校
ミゾグチ　リョウタ ホクセツサンダコウ [50.97] マツモト　ケンショウ サンダガクエンコウコ [54.00]

5 287 溝口　遼太(2) 北摂三田高 5 110 松本　謙尚(3) 三田学園高校
ウエノ　リョウタ ヒロシマダイガク [49.91] オノヤマ　アキトシ サンダショウセイ [54.00]

6 71211 上野　綾汰(2) 広島大学 6 412 小野山　明寿(3) 三田松聖
シタラ　カズキ サンダショウウンカン [50.04] オオニシ　トモキ サンダガクエン [54.00]

7 1371 設樂　和希(3) 三田祥雲館高 7 60122 大西　智樹(3) 三田学園
タケウチ　ユウト ホクセツサンダコウ [51.38] フジエダ　レオ ヨカワ [55.00]

8 286 竹内　悠登(2) 北摂三田高 8 35918 藤枝　怜央(3) 吉川
シラヒゲ　レイジ ホクセツサンダコウ [51.10] ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ [54.96]

9 288 白髭　怜士(2) 北摂三田高 9 35662 八幡　響(3) 三木東

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒラノ　リュウイチ サンダガクエンコウコ [57.00] カナダ　ハヤト タカツカサ [59.21]

2 103 平野　琉一(3) 三田学園高校 2 16620 金田　勇渡(3) 高司
カシワギ　シュウヤ サンダガクエンコウコ [57.00] フジイ　コウタロウ ヤシロ [59.77]

3 189 柏木　秀也(4) 三田学園高校 3 38161 藤井　洸太朗(2) 社
アシダ　ワタル カスガ [56.67] サカイ　リュウスケ サンダショウセイ [58.00]

4 65112 芦田　航(3) 春日 4 423 坂井　隆介(2) 三田松聖
モモオ　ソウシ サクラガオカ [56.80] ヨノ　ユウスケ サンダガクエンコウコ [57.00]

5 27441 桃尾　奏志(2) 桜が丘 5 115 與ノ　釉祐(4) 三田学園高校
ハマサキ　リョウ サンダショウウンカン [56.50] オシダ　ソウマ クロダショウ [58.00]

6 1374 濱崎　綾(2) 三田祥雲館高 6 39141 押田　宗真(2) 黒田庄
キミヤ　ハジメ ナルオミナミ [56.29] ミゾグチ　ガク サンダガクエンコウコ [57.00]

7 14356 木宮　肇太(3) 鳴尾南 7 106 溝口　岳(2) 三田学園高校
ニシ　ユズキ ヤシロ [56.89] テラダ　ヒロキ ハサマ [58.82]

8 38119 西　祐澄哉(3) 社 8 60527 寺田　大輝(3) 狭間
マツシタ　イブキ カイバラ [56.98] イド　ソウタ カスガ [58.16]

9 64127 松下　伊吹(2) 柏原 9 65109 井土　颯大(3) 春日

5組 6組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカオカ　ヒロト ケヤキダイ [1:02.09] カワギシ　センジュ ヒカミ [1:07.83]

2 60647 髙岡　大豊(3) けやき台 2 64421 川岸　宜樹(3) 氷上
ウニ　ユメト ニシワキ [1:02.14] ミヤジマ　ダイゴ ハサマ

3 34551 宇仁　夢人(2) 西脇 3 60521 宮島　大剛(3) 狭間
カミヤマ　リョウマ サンダショウセイ [1:00.00] タカシナ　コウガ ケヤキダイ [1:05.00]

4 436 神山　凌馬(2) 三田松聖 4 60679 高階　航雅(2) けやき台
オオガミ　トモキ サンダガクエンコウコ [1:00.00] ニシヤマ　コウタ イチジマ [1:02.69]

5 113 大上　智輝(4) 三田学園高校 5 65353 西山　昊汰(3) 市島
マスダ　ルイ サンダショウセイ [1:00.00] ショロジ　トウマ ケヤキダイ [1:03.05]

6 431 増田　塁(2) 三田松聖 6 60659 正呂地　斗真(3) けやき台
マエダ　ハルマ シオセ [59.90] ヤマダ　ユア ケヤキダイ [1:02.74]

7 14237 前田　悠和(3) 塩瀬 7 60687 山田　夢空(2) けやき台
タニヤス　オウスケ カコガワチュウブ [1:00.92] オオヤマ　リョウガ ニシワキ [1:07.56]

8 33175 谷保　凰介(3) 加古川中部 8 34553 大山　遼翔(2) 西脇
ヨコヤマ　ソラ ケヤキダイ [1:01.91] サカタ　ハヤト ケヤキダイ [1:05.39]

9 60657 横山　大空(3) けやき台 9 60653 坂田　隼人(3) けやき台
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共通男子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツモト　カナト ニシワキミナミ [2:20.00] ミヤタ　ユタカ ハマコウシエン [2:36.33]

1 34723 松本　奏音(3) 西脇南 1 13917 宮田　優(2) 浜甲子園
ウキシマ　ヒロム ヒカミ [2:18.49] キバ　カイリ ハッケイ [2:31.78]

2 64450 浮嶋　大夢(2) 氷上 2 60361 木場　開陸(2) 八景
オグラ　イツキ ササヤマヒガシ [2:16.75] ヤマシタ　ユウ ケヤキダイ [2:29.85]

3 62212 小倉　樹(2) 篠山東 3 60642 山下　悠(3) けやき台
イド　ソウタ カスガ [2:14.32] イノウエ　ユウキ ニシワキ [2:29.56]

4 65109 井土　颯大(3) 春日 4 34550 井上　友希(2) 西脇
キミヤ　ハジメ ナルオミナミ [2:13.03] クスノキ　カツユキ ミキヒガシ [2:20.50]

5 14356 木宮　肇太(3) 鳴尾南 5 35664 楠　克元(3) 三木東
タカライ　リョウスケ ホクセツサンダコウ [2:05.27] コニシ　ユウト サンダセイリョウコウ [2:20.00]

6 280 寶井　崚介(3) 北摂三田高 6 1232 小西　悠斗(2) 三田西陵高
シタラ　カズキ サンダショウウンカン [1:59.75] アシダ　ワタル カスガ [2:20.30]

7 1371 設樂　和希(3) 三田祥雲館高 7 65112 芦田　航(3) 春日
イマニシ　レイ サンダショウウンカン [2:05.00] マツモト　シュウセイ カスガ [2:22.99]

8 1375 今西　玲偉(2) 三田祥雲館高 8 65111 松本　秀成(3) 春日
ウエノ　リョウタ ヒロシマダイガク [1:57.08] オオヒラ　ミチト ユリノキダイ [2:22.65]

9 71211 上野　綾汰(2) 広島大学 9 60934 大平　路人(3) ゆりのき台
シマダ　ケイスケ サンダショウウンカン [2:10.00] ナガサキ　カンタ ハサマ [2:24.79]

10 1369 島田　圭佑(3) 三田祥雲館高 10 60522 長崎　勘太(3) 狭間
ハタセ　コウタ ホクセツサンダコウ [2:10.00] マエカワ　リク ヒカミ [2:23.45]

11 297 畑瀬　滉太(2) 北摂三田高 11 64422 前川　凛空(3) 氷上
コンゴウ　ダイスケ ホクセツサンダコウ [2:10.00] ホリ　コウタロウ ユリノキダイ [2:26.63]

12 283 金剛　大輔(3) 北摂三田高 12 60948 堀　浩太朗(3) ゆりのき台
イシイ　ソウア ミキヒガシ [2:12.00]

13 35663 石井　颯亜(3) 三木東

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マスダ　コタロウ エリート

1 307 増田　心太朗(1) ELITE
エノモト　カイト ミドリガオカ

2 35452 榎本　海斗(3) 緑が丘
ウエダ　コウヘイ ヒカミ

3 64451 上田　航平(2) 氷上
アダチ　ヤマト ヒカミ

4 64436 足立　大翔(2) 氷上
ナカムラ　コウノスケ ハサマ [2:39.64]

5 60523 中村　恒之介(3) 狭間
カワギシ　センジュ ヒカミ [2:37.01]

6 64421 川岸　宜樹(3) 氷上
テラモト　ソラ ナルオミナミ [2:38.01]

7 14325 寺本　大空(2) 鳴尾南
オノウエ　コウダイ ナルオミナミ [2:36.64]

8 14352 尾上　航大(3) 鳴尾南
ウニ　ユメト ニシワキ [2:39.74]

9 34551 宇仁　夢人(2) 西脇
ナガイ　ユタカ ニシワキ [2:40.03]

10 34558 永井　結崇(2) 西脇
タケオ　コハク ニシワキ [2:40.00]

11 34555 竹尾　虎伯(2) 西脇
フクイ　マサト サンダエィエックス [2:55.00]

12 6426 福井　正人(-) 三田ＡＸ
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオキ　テルキ ヒカミ [4:27.73] アシダ　ユウマ アリマコウコウ [4:41.33]

1 64409 大木　輝星(4) 氷上 1 393 芦田　悠真(3) 有馬高校
ヤマモト　ハルト ハッケイ [4:29.31] マツモト　レイ ハサマ [4:41.57]

2 60355 山本　遥大(3) 八景 2 60524 松本　怜維(3) 狭間
エノモト　ショウマ ミキヒガシ [4:28.44] ウキシマ　ヒロム ヒカミ [4:39.92]

3 35675 榎本　翔馬(2) 三木東 3 64450 浮嶋　大夢(2) 氷上
アリサト　ハルキ ミキヒガシ [4:30.00] オグラ　イツキ ササヤマヒガシ [4:40.22]

4 35674 在里　悠希(2) 三木東 4 62212 小倉　樹(2) 篠山東
ウライ　ソウタ ミキヒガシ [4:30.00] サカテ　マサキ サンダガクエン [4:40.11]

5 35667 浦井　蒼太(3) 三木東 5 60134 坂手　真樹(2) 三田学園
イワサキ　カナデ ミドリガオカ [4:22.96] ナンペイ　ユウスケ ミドリガオカ [4:42.12]

6 35451 岩崎　奏(3) 緑が丘 6 35462 南平　悠介(3) 緑が丘
ナカオ　ヒナタ ミキヒガシ [4:30.00] フジオカ　リョウ アリノ [4:40.00]

7 35665 中尾　陽向(3) 三木東 7 29212 藤岡　凌(2) 有野
ウエダ　ユウト ミキヒガシ [4:30.00] ウツノミヤ　リク ケヤキダイ [4:41.33]

8 35678 上田　悠翔(2) 三木東 8 60640 宇都宮　陸(3) けやき台
ナカバヤシ　トキ アリマコウコウ [4:13.19] フソ　イブキ ミキヒガシ [4:33.00]

9 389 中林　斗軌(3) 有馬高校 9 35676 扶蘇　一颯(2) 三木東
ハタナカ　トウジ ホクセツサンダコウ [4:09.85] ヤマサキ　タイヨウ サンダセイリョウコウ [4:30.00]

10 289 畑中　登仁(2) 北摂三田高 10 1229 山﨑　太陽(3) 三田西陵高
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ [4:11.78] カネイ　マサモリ ササヤマヒガシ [4:30.92]

11 34710 佐伯　優月(4) 西脇南 11 62253 兼井　勝盛(3) 篠山東
アカサカ　ユウスケ ハッケイ [4:05.45] オオミヤ　レイジ サンダガクエン [4:30.60]

12 60331 赤坂　勇輔(4) 八景 12 60131 大宮　玲士(2) 三田学園
ナガイ　シュウ サンダガクエンコウコ [4:20.00] イナムラ　ユウタ ヤシロ [4:34.97]

13 197 永井　柊羽(3) 三田学園高校 13 38111 稲村　優汰(3) 社
ハナダ　ケイタ カコガワチュウブ [4:22.74] ワキミズ　コウスケ ケヤキダイ [4:37.55]

14 33177 花田　圭大(3) 加古川中部 14 60644 脇水　康佑(3) けやき台
マエガワ　ケイゴ アリマコウコウ [4:15.50] カナイ　ユウマ ヒカミ [4:33.96]

15 388 前川　圭吾(3) 有馬高校 15 64404 金井　悠真(4) 氷上
イシイ　ソウア ミキヒガシ [4:20.01] タニ　ユウマ ユリノキダイ [4:38.06]

16 35663 石井　颯亜(3) 三木東 16 60942 谷　夢真(3) ゆりのき台
キタザワ　ソウマ サンダガクエンコウコ [4:22.91] モモオ　ソウシ サクラガオカ [4:35.90]

17 116 北澤　宗馬(4) 三田学園高校 17 27441 桃尾　奏志(2) 桜が丘
ウメモト　リクト アリノ [4:15.14] イモト　アンリ ヒカミ [4:38.74]

18 29241 梅本　陸翔(4) 有野 18 64406 井本　庵琳(4) 氷上
クラタ　シンヤ サンダガクエンコウコ [4:20.00] ワキ　ケンタロウ ミキヒガシ [4:33.00]

19 109 倉田　慎也(2) 三田学園高校 19 35679 和木　健太郎(2) 三木東
スギオカ　シノブ ニシワキミナミ [4:22.68] フクオカ　ユウマ サンダガクエン [4:35.84]

20 34720 杉岡　志信(3) 西脇南 20 60124 福岡　雄馬(3) 三田学園
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

3組 4組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オカダ　ジュン ミドリガオカ [4:55.00] トダ　ユキト アサヒガオカ [5:10.77]

1 35453 岡田　潤(3) 緑が丘 1 37212 戸田　侑杜(3) 旭丘
タケイ　ヤスオ ジーアールラボ [4:55.00] カワサキ　タイト ケヤキダイ [5:16.48]

2 359 武居　泰男(-) ＧＲｌａｂ 2 60662 川﨑　太翔(3) けやき台
マエナカ　トモアキ ホクセツサンダコウ [4:53.40] ミヤタ　ユタカ ハマコウシエン [5:09.57]

3 296 前中　智瑛(2) 北摂三田高 3 13917 宮田　優(2) 浜甲子園
ヨリフジ　ハルト ニシワキ [4:52.02] タニダ　カンエイ カイバラ [5:15.24]

4 34566 依藤　陽翔(2) 西脇 4 64126 谷田　寛英(2) 柏原
カツダ　コウキ ハサマ [4:52.30] ヒグチ　ハルキ ササヤマヒガシ [5:19.50]

5 60541 勝田　倖希(2) 狭間 5 62214 樋口　晴輝(2) 篠山東
ニシムラ　タケル ミドリガオカ [4:50.99] イズミ　ナオキ ナガサカ [5:12.94]

6 35463 西村　武琉(3) 緑が丘 6 60442 和泉　尚希(2) 長坂
イグチ　ケイタ ナルオミナミ [4:54.66] アダチ　ヤマト ヒカミ [5:11.78]

7 14321 井口　敬太(2) 鳴尾南 7 64436 足立　大翔(2) 氷上
コバヤシ　ソウタ ヤシロ [4:55.36] タナカ　ミナギ ユラ [5:13.35]

8 38115 小林　蒼汰(3) 社 8 70425 田中　海凪(3) 由良
スミタ　イツキ アリマコウコウ [4:44.45] サワイズミ　コウ ケヤキダイ [4:55.67]

9 399 角田　樹生(2) 有馬高校 9 60654 澤泉　光(3) けやき台
ヤマダ　ミズキ ホクセツサンダコウ [4:45.00] オノウエ　コウダイ ナルオミナミ [4:58.64]

10 263 山田　瑞揮(4) 北摂三田高 10 14352 尾上　航大(3) 鳴尾南
ヤマダ　ショウセイ ヨカワ [4:45.17] マエカワ　リク ヒカミ [4:56.50]

11 35933 山田　渉晴(2) 吉川 11 64422 前川　凛空(3) 氷上
コウダ　カイシ ミドリガオカ [4:43.80] キムラ　タイチ ヤシロ [4:59.24]

12 35455 幸田　海心(3) 緑が丘 12 38125 木村　太一(3) 社
ヒガシラ　アキト ハッケイ [4:48.75] キバ　カイリ ハッケイ [5:04.79]

13 60353 東良　輝翔(3) 八景 13 60361 木場　開陸(2) 八景
サクライ　カイト サンダショウセイ [4:50.00] イノクマ　ユウノスケ サンダエィエックス [5:00.00]

14 414 櫻井　海翔(3) 三田松聖 14 6434 猪熊　勇之介(-) 三田ＡＸ
カワシマ　ホコ サンダガクエン [4:50.89] ワダ　ジオ ケヤキダイ [5:00.74]

15 60133 川嶋　帆航(2) 三田学園 15 60645 和田　ジオ(3) けやき台
ナガサキ　カンタ ハサマ [4:49.66] ミゾモト　ハルト ナガサカ [5:00.23]

16 60522 長崎　勘太(3) 狭間 16 60443 溝本　暖斗(2) 長坂
ヒラマツ　リュウセイ サンダセイリョウコウ [4:50.00] タケオ　ヒナタ ユリノキダイ [5:03.92]

17 1227 平松　琉星(3) 三田西陵高 17 60962 竹尾　日向(2) ゆりのき台
カワイ　ケイジロウ サンダセイリョウコウ [4:50.00] マツウラ　コタロウ ケヤキダイ [5:08.88]

18 1228 河井　恵智朗(3) 三田西陵高 18 60685 松浦　琥太朗(2) けやき台
ナス　タイガ ユリノキダイ [4:49.77] モリワキ　ユウ クロダショウ [5:08.81]

19 60946 那須　大河(3) ゆりのき台 19 39135 森脇　悠(3) 黒田庄
フジタ　タイチ ニシワキミナミ [4:50.00] キドグチ　ルイ ケヤキダイ [5:08.25]

20 34725 藤田　泰地(3) 西脇南 20 60677 木戸口　瑠良(2) けやき台
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

5組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マエガワ　ハルタ ユリノキダイ

1 60969 前川　陽太(2) ゆりのき台
ヒロナカ　ユウト ケヤキダイ [6:18.88]

2 60683 廣中　悠斗(2) けやき台
テラモト　ソラ ナルオミナミ [5:46.55]

3 14325 寺本　大空(2) 鳴尾南
フクイ　マサト サンダエィエックス [5:55.00]

4 6426 福井　正人(-) 三田ＡＸ
フジモト　ジン ケヤキダイ [5:56.68]

5 60684 藤本　仁(2) けやき台
ミツイ　テルト ユリノキダイ [5:47.71]

6 60949 三井　輝人(3) ゆりのき台
タケオ　コハク ニシワキ [5:44.99]

7 34555 竹尾　虎伯(2) 西脇
ウエダ　コウヘイ ヒカミ [6:29.95]

8 64451 上田　航平(2) 氷上
タナカ　エイジ ミドリガオカ [5:21.56]

9 35421 田中　映志(2) 緑が丘
アダチ　コウキ カイバラ [5:21.12]

10 64120 足立　昊輝(2) 柏原
ナカ　ショウタ サンダセイリョウコウ [5:20.76]

11 1234 仲　祥汰(2) 三田西陵高
ナガイ　ショウダイ アサヒガオカ [5:22.09]

12 37226 永井　翔大(2) 旭丘
タムラ　ナオハル ユリノキダイ [5:44.18]

13 60943 田村　尚晴(3) ゆりのき台
コナガヤ　シュウタ ハッケイ [5:24.51]

14 60371 小長谷　柊太(2) 八景
ヒロタニ　アツヤ ハッケイ [5:23.93]

15 60367 廣谷　篤哉(2) 八景
ヨコイ　リョウダイ ケヤキダイ [5:29.67]

16 60643 横井　亮大(3) けやき台
キラ　ソウマ ユリノキダイ [5:35.36]

17 60939 吉良　颯真(3) ゆりのき台
ワタナベ　ハルト ユリノキダイ [5:42.75]

18 60950 渡邊　晴斗(3) ゆりのき台
サカグチ　フウヤ ニシワキ [5:26.58]

19 34536 阪口　楓弥(3) 西脇
キタダイ　リュウト ユリノキダイ [5:35.37]

20 60961 来代　龍叶(2) ゆりのき台
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中学男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ノグチ　ソウキ ケヤキダイ [9:55.41] ハタナカ　ソウマ ハサマ

1 60682 野口　奏輝(2) けやき台 1 60544 畠中　颯真(2) 狭間
カネイ　マサモリ ササヤマヒガシ [9:53.97] ヒグチ　ハルキ ササヤマヒガシ [11:35.00]

2 62253 兼井　勝盛(3) 篠山東 2 62214 樋口　晴輝(2) 篠山東
イナムラ　ユウタ ヤシロ [9:50.30] キミナミ　ユメイ ケヤキダイ [11:11.00]

3 38111 稲村　優汰(3) 社 3 60678 木南　夢偉(2) けやき台
コバヤシ　テッタ ソノダヒガシ [9:47.64] イズミ　ナオキ ナガサカ [10:59.99]

4 11820 小林　哲大(3) 園田東 4 60442 和泉　尚希(2) 長坂
タケオ　ハルト ソノダヒガシ [9:46.39] タカシマ　ユウタ ケヤキダイ [10:52.67]

5 11823 武雄　悠人(3) 園田東 5 60655 高嶋　悠太(3) けやき台
キシダ　イツキ ケヤキダイ [9:45.98] ミゾモト　ハルト ナガサカ [10:50.00]

6 60652 岸田　樹(3) けやき台 6 60443 溝本　暖斗(2) 長坂
ウメモト　リクト アリノ [8:52.56] マツモト　レイ ハサマ [9:57.51]

7 29241 梅本　陸翔(4) 有野 7 60524 松本　怜維(3) 狭間
ヤマモト　ハルト ハッケイ [9:30.00] イノウエ　アヤヒト アサヒガオカ [10:07.00]

8 60355 山本　遥大(3) 八景 8 37221 井上　彩人(2) 旭丘
ワタナベ　ユウガ オノ [9:32.48] ナガイ　ユタカ ニシワキ [10:00.00]

9 37109 渡邊　裕珂(2) 小野 9 34558 永井　結崇(2) 西脇
エノモト　ショウマ ミキヒガシ [9:30.00] ワキ　ケンタロウ ミキヒガシ [9:58.00]

10 35675 榎本　翔馬(2) 三木東 10 35679 和木　健太郎(2) 三木東
コニシ　ダイチ タイシャ [9:13.93] クスノキ　カツユキ ミキヒガシ [9:58.00]

11 12941 小西　大地(3) 大社 11 35664 楠　克元(3) 三木東
フクオカ　ユウマ サンダガクエン [9:35.00] ナカオ　ヒナタ ミキヒガシ [9:58.00]

12 60124 福岡　雄馬(3) 三田学園 12 35665 中尾　陽向(3) 三木東
ウライ　ソウタ ミキヒガシ [9:35.00] フソ　イブキ ミキヒガシ [9:58.00]

13 35667 浦井　蒼太(3) 三木東 13 35676 扶蘇　一颯(2) 三木東
アリサト　ハルキ ミキヒガシ [9:35.00] イケダ　シゲノブ アリノ [10:40.00]

14 35674 在里　悠希(2) 三木東 14 29201 池田　茂暢(2) 有野
サカテ　マサキ サンダガクエン [9:40.00] イノウエ　ユウキ ニシワキ [10:25.47]

15 60134 坂手　真樹(2) 三田学園 15 34550 井上　友希(2) 西脇
ウエダ　ユウト ミキヒガシ [9:40.00] コバヤシ　ソウタ ヤシロ [10:30.76]

16 35678 上田　悠翔(2) 三木東 16 38115 小林　蒼汰(3) 社
ヨシダ　イッセイ サンダガクエン [9:40.00] サカグチ　フウヤ ニシワキ [10:20.00]

17 60136 吉田　一誠(2) 三田学園 17 34536 阪口　楓弥(3) 西脇
スギオカ　シノブ ニシワキミナミ [9:40.00] フジタ　タイチ ニシワキミナミ [10:15.00]

18 34720 杉岡　志信(3) 西脇南 18 34725 藤田　泰地(3) 西脇南
フタムラ　ナオキ カコガワチュウブ [9:40.90] ヨリフジ　ハルト ニシワキ [10:17.60]

19 33179 二村　直樹(3) 加古川中部 19 34566 依藤　陽翔(2) 西脇

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子5000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカハシ　ナオキ サンダショウセイ [20:00.00]

1 415 髙橋　尚暉(3) 三田松聖
ナカツカサ　アラタ サンダガクエンコウコ [17:00.00]

2 190 中務　新太(4) 三田学園高校
イタダニ　チハヤ サンダガクエンコウコ [17:52.00]

3 108 板谷　千颯(2) 三田学園高校
オオサコ　リンタ サンダショウウンカン [15:55.12]

4 1367 大迫　凛太(3) 三田祥雲館高
クスノキ　コウイチロウ サンダショウウンカン [15:55.00]

5 1377 楠　幸一郎(2) 三田祥雲館高
フジオカ　コウタロウ アリノ [15:50.00]

6 29263 藤岡　孝太郎(4) 有野
ショウジ　ヨシタカ アリマコウコウ [15:43.34]

7 391 東海林　慶駿(3) 有馬高校
イワタ　ユウキ ホクセツサンダコウ [16:47.46]

8 290 岩田　祐樹(2) 北摂三田高
ミキ　ヨシノリ サンダエィエックス [17:00.00]

9 6432 三木　良紀(-) 三田ＡＸ
シマモト　ユウト ホクセツサンダコウ [16:15.00]

10 279 嶌本　悠人(3) 北摂三田高
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中学男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカセ　イチカ ニシワキ [17.17] ウエナカ　ブンタ ハサマ [19.31]

2 34538 高瀬　伊周(3) 西脇 2 60526 上仲　文太(3) 狭間
ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ [17.50] オオヤマ　リョウガ ニシワキ [19.17]

3 35662 八幡　響(3) 三木東 3 34553 大山　遼翔(2) 西脇
オカムラ　ユウマ ミドリガオカ [14.78] シダ　コウキ ミドリガオカ [18.69]

4 35418 岡村　優磨(4) 緑が丘 4 35457 志田　煌來(3) 緑が丘
ニシモリ　レンセイ タイシャ [16.52] キシ　ユウスケ ニシワキ [18.20]

5 12948 西森　簾世(3) 大社 5 34534 来住　侑亮(3) 西脇
ハセガワ　ソラ ミドリガオカ [16.18] シマスエ　トモヤ タイシャ [18.97]

6 35465 長谷川　蒼空(3) 緑が丘 6 12955 嶋末　智也(3) 大社
タガワ　タケル カスガ [16.57] フジムラ　コウタロウ ソノダヒガシ [18.00]

7 65100 田川　驍(3) 春日 7 11821 藤村　航太郎(3) 園田東
ナガイ　キリト イチジマ [17.00] オクノ　ユウリ ササヤマヒガシ [19.10]

8 65352 永井　葵里斗(3) 市島 8 62211 奥野　雄吏(2) 篠山東
キタノ　ケイタ ソノダヒガシ [16.68] フジイ　ヨウダイ ニシワキ [19.00]

9 11822 北野　景大(3) 園田東 9 34562 藤井　遥大(2) 西脇

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タナカ　ユウト イチジマ [21.00] オオヒガシ　ソラ サクラガオカ

2 65363 田中　友翔(2) 市島 2 27431 大東　昊來(3) 桜が丘
ミツイ　ルイ カイバラ [20.42] ミヤジマ　ダイゴ ハサマ

3 64114 三井　琉生(3) 柏原 3 60521 宮島　大剛(3) 狭間
ヤマサキ　ソウイチロウ ハサマ [19.59] ミヤザキ　オウスケ ケヤキダイ [21.49]

4 60545 山﨑　創一郎(2) 狭間 4 60686 宮崎　凰介(2) けやき台
ハマダ　キッペイ タカツカサ [19.96] ハマノ　コウダイ ユラ [23.00]

5 16626 濵田　桔平(3) 高司 5 70431 濵野　航大(2) 由良
アシダ　ショウタ カイバラ [19.32] コウヅキ　タケヒト ヤシロ [21.79]

6 64106 蘆田　翔太(3) 柏原 6 38162 上月　岳人(2) 社
ニシモト　ハヤタ ニシワキ [19.50] トビナガ　ケイイチロウ ユリノキダイ [21.31]

7 34560 西本　颯汰(2) 西脇 7 60945 飛永　圭一郎(3) ゆりのき台
カキウチ　リョウスケ ユリノキダイ [20.04] イケガミ　ソウタ ケヤキダイ

8 60936 垣内　崚佑(3) ゆりのき台 8 60670 池上　奏汰(2) けやき台
ヤマカワ　ハクア ニシワキ [20.00] ウエナカ　タイチ ケヤキダイ

9 34565 山川　博愛(2) 西脇 9 60673 上中　太翔(2) けやき台
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共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タタラ　ハクエイ ユリノキダイ

1 60941 多田羅　白瑛(3) ゆりのき台
マエカワ　ヒロト ハッケイ [1.30]

2 60369 前川　大翔(2) 八景
センゴク　フウマ ユリノキダイ [1.35]

3 60940 千石　楓真(3) ゆりのき台
フチカミ　ユウキ イチジマ [1.35]

4 65364 渕上　悠貴(2) 市島
ツツミ　トオマ タイシャ [1.35]

5 12986 堤　仁真(2) 大社
ヤマシタ　シュンヤ ヒカミ [1.35]

6 64441 山下　峻椰(2) 氷上
サカモト　ユヅキ ハサマ [1.40]

7 60546 坂本　悠月(2) 狭間
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [1.40]

8 60649 赤池　春海(3) けやき台
ワカミヤ　ライム ユラ [1.40]

9 70429 若宮　來夢(3) 由良
ナカノ　トウマ ハッケイ [1.45]

10 60352 仲野　斗眞(3) 八景
アダチ　イブキ ヒカミ [1.45]

11 64429 足立　伊吹(3) 氷上
ウメジマ　ユウイチロウ ケヤキダイ [1.53]

12 60658 梅島　悠一郎(3) けやき台
ナガイ　キリト イチジマ [1.58]

13 65352 永井　葵里斗(3) 市島
オオキタ　ユウスケ ホクセツサンダコウ [1.60]

14 299 大喜多　佑亮(2) 北摂三田高
ヤマサキ　ソウイチロウ ハサマ [1.61]

15 60545 山﨑　創一郎(2) 狭間
フジイ　コウタロウ ヤシロ [1.69]

16 38161 藤井　洸太朗(2) 社
ナカジマ　レオ アリマコウコウ [1.70]

17 397 中嶋　伶旺(2) 有馬高校
ハセガワ　ソラ ミドリガオカ [1.70]

18 35465 長谷川　蒼空(3) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　コウタ ケヤキダイ [4.69] サイトウ　ソラ ミドリガオカ [3.40]

1 60672 井ノ上　煌大(2) けやき台 1 35456 斉藤　蒼空(3) 緑が丘
マツナミ　シュリ ヒカミ [4.71] ヤマシカ　ユウセイ ハッケイ [3.47]

2 64424 松浪　朱璃(3) 氷上 2 60368 山鹿　悠生(2) 八景
ホリ　ユウスケ タイシャ [4.72] モリオカ　ユウジン ケヤキダイ [3.50]

3 12943 堀　雄亮(3) 大社 3 60688 森岡　優仁(2) けやき台
ウラノ　ジュッタ ケヤキダイ [4.73] オオヒガシ　ソラ サクラガオカ [3.71]

4 60646 浦野　寿大(3) けやき台 4 27431 大東　昊來(3) 桜が丘
オクダ　エイト タイシャ [4.75] ニシコオリ　マサト シオセ [3.74]

5 12994 奥田　瑛斗(2) 大社 5 14236 錦織　雅斗(3) 塩瀬
ヤマシタ　ハルキ ミキヒガシ [4.80] イワテ　ジュンタロウ ユラ [3.88]

6 35673 山下　陽輝(2) 三木東 6 70430 岩手　洵太朗(2) 由良
キノシタ　ユウヤ ジユウガオカ [4.80] カナオ　スバル ミドリガオカ [4.00]

7 35563 木下　勇哉(2) 自由が丘 7 35454 金尾　昴(3) 緑が丘
クラモト　ソウシ ケヤキダイ [4.91] イマエダ　ケイタロウ ミドリガオカ [4.00]

8 60641 倉本　湊司(3) けやき台 8 35420 今枝　慶太郎(2) 緑が丘
タナカ　ユウゴ オノ [4.96] ヤナル　リンタロウ クロダショウ [4.06]

9 37123 田中　優剛(3) 小野 9 39137 矢鳴　凜大朗(3) 黒田庄
キシモト　ユウマ タイシャ [5.00] ツルミ　フウタ ミキヒガシ [4.13]

10 12952 岸本　祐真(3) 大社 10 35672 津留見　楓太(2) 三木東
ドイ　リュウセイ ミキヒガシ [5.04] ヤマモト　キヒロ ヒカミ [4.19]

11 35666 土井　流星(3) 三木東 11 64449 山本　基昊(2) 氷上
トミイ　ユウト ミドリガオカ [5.17] シライシ　タイガ カコガワチュウブ [4.20]

12 35459 冨井　悠翔(3) 緑が丘 12 33173 白石　大河(3) 加古川中部
カキモト　カズホ アリマコウコウ [5.23] ナス　コタロウ シオセ [4.23]

13 398 柿本　一帆(2) 有馬高校 13 14235 那須　琥太郎(3) 塩瀬
フキ　エイタ カスガ [5.24] フクダ　ヤマト ヤシロ [4.28]

14 65104 婦木　瑛太(3) 春日 14 38127 福田　大和(3) 社
ナカムラ　ハヤト サンダショウウンカン [5.25] ヨシオカ　シュン ミドリガオカ [4.32]

15 1373 中村　駿心(2) 三田祥雲館高 15 35471 吉岡　駿(3) 緑が丘
ツネハラ　ヒイロ クロダショウ [5.34] タケモト　シユウ ヤシロ [4.37]

16 39133 恒原　陽彩(3) 黒田庄 16 38117 竹本　愁(3) 社
カワモト　ケンシ ヤマダ [5.38] ダテ　タクマ ハサマ [4.38]

17 23112 川本　兼史(3) 山田 17 60542 伊達　匠晶(2) 狭間
マエダ　タイシ ヤシロ [5.44] ツノカワ　ケイジ ケヤキダイ [4.47]

18 38120 前田　泰志(3) 社 18 60656 角川　慶治(3) けやき台
スミヨシ　スバル シオセ [5.67] マツナガ　シュウゴ ユリノキダイ [4.59]

19 14232 住吉　昴瑠(3) 塩瀬 19 60967 松永　修悟(2) ゆりのき台
マエガワ　ツヨシ ヒカミコウコウ [5.90] ツジイ　ソラ カコガワチュウブ [4.62]

20 1093 前川　剛志(3) 氷上高校 20 33176 辻井　聡来(3) 加古川中部
トモガネ　ハルキ サンダガクエンコウコ [5.97] フジワラ　ソラ ニシワキ [4.63]

21 101 友金　晴樹(3) 三田学園高校 21 34563 藤原　空奏(2) 西脇
フジノ　ルイ サンダセイリョウコウ [6.02] ヒラマツ　ミズキ ユリノキダイ [4.66]

22 1224 藤野　琉維(3) 三田西陵高 22 60947 平松　瑞葵(3) ゆりのき台
イシヅ　タクマ ヒョウゴケンリツダイ [6.50] モリワキ　リュウト クロダショウ [4.69]

23 2225 石津　琢磨(2) 兵庫県立大 23 39136 森脇　琉斗(3) 黒田庄
ミヤタ　ハルト コウベダイ [6.50] フジタ　リョウセイ ミドリガオカ [4.69]

24 1046 宮田　晴人(1) 神戸大 24 35467 藤田　涼生(3) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子砲丸投  5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イズミ　ハルト ケヤキダイ [4.73]

1 60671 和泉　陽音(2) けやき台
ホリ　カズハル カイバラ [4.82]

2 64125 堀　一陽(2) 柏原
ナガイ　ユウヒ タイシャ [5.47]

3 12983 永井　悠陽(2) 大社
ナカニシ　ハクト ヨカワ [6.38]

4 35916 中西　珀人(3) 吉川
マツモト　コウガ ハサマ [6.66]

5 60528 松本　光雅(3) 狭間
ツツイ　ケンタ フジ [6.67]

6 60735 筒井　健太(3) 富士
ホウキ　タクト ユリノキダイ [6.90]

7 60966 法貴　逞人(2) ゆりのき台
オギノ　ソウマ イチジマ [7.16]

8 65361 荻野　壮馬(2) 市島
カナサキ　アオイ ササヤマヒガシ [7.38]

9 62213 金崎　蒼以(2) 篠山東
ウエナカ　ブンタ ハサマ [7.50]

10 60526 上仲　文太(3) 狭間
サカタ　ハヤト ケヤキダイ [7.65]

11 60653 坂田　隼人(3) けやき台
アサイ　ユウタ ミドリガオカ [7.70]

12 35450 浅井　結太(3) 緑が丘
フジタ　アモン カイバラ [7.71]

13 64113 藤田　亜紋(3) 柏原
ナカムラ　キリク ミキヒガシ [7.91]

14 35668 中村　葵利玖(3) 三木東
ヤマウチ　ルイ ヒカミ [8.27]

15 64448 山内　琉生(2) 氷上
アカマツ　ケンタ ミキヒガシ [8.34]

16 35660 赤松　健太(3) 三木東
オオキ　アユム ヒカミ [8.43]

17 64437 大木　歩(2) 氷上
キムラ　アキノリ ユリノキダイ [8.69]

18 60938 木村　陽昇(3) ゆりのき台
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ [9.08]

19 62251 西村　颯真(3) 篠山東
ニシダ　アツキ カスガ [9.22]

20 65108 西田　春葵(3) 春日
オノ　リク ヤマダ [9.28]

21 23111 小野　璃空(3) 山田
クニモト　ケイタ タイシャ [9.50]

22 12946 国本　啓汰(3) 大社

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子砲丸投  6k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タガ　ハルト サンダショウセイ [7.00]

1 413 多賀　遥太(3) 三田松聖
タカマツ　タケト サンダショウセイ [7.00]

2 430 髙松　剛大(2) 三田松聖
カミヤマ　リョウマ サンダショウセイ [7.00]

3 436 神山　凌馬(2) 三田松聖
ナカムラ　リョウスケ サンダガクエンコウコ [7.00]

4 111 中村　遼介(2) 三田学園高校
ワダ　タツヤ サンダショウセイ [10.00]

5 417 和田　樹弥(3) 三田松聖
ミヤモト　ゲンキ ホクセツサンダコウ [12.58]

6 277 宮本　拳気(3) 北摂三田高

Powerd by AthleteRanking.com



中学男子円盤投  1.5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤタ　ナルヤ ユリノキダイ

1 60968 宮田　成陽(2) ゆりのき台
ツジ　オウダイ ユリノキダイ

2 60944 辻　桜大(3) ゆりのき台
サトウ　テツ ハサマ [11.88]

3 60543 佐藤　哲(2) 狭間
ホリ　カズハル カイバラ [15.23]

4 64125 堀　一陽(2) 柏原
アサイ　ユウタ ミドリガオカ [15.40]

5 35450 浅井　結太(3) 緑が丘
ニシハタ　ワタル ケヤキダイ [17.90]

6 60681 西畑　航(2) けやき台
カナサキ　アオイ ササヤマヒガシ [17.97]

7 62213 金崎　蒼以(2) 篠山東
ツツイ　ケンタ フジ [19.23]

8 60735 筒井　健太(3) 富士
マツモト　コウガ ハサマ [19.83]

9 60528 松本　光雅(3) 狭間
オギノ　ソウマ イチジマ [20.17]

10 65361 荻野　壮馬(2) 市島
ヤノ　ムウガ ユラ [20.37]

11 70428 矢野　夢河(3) 由良
ミヤザキ　シンジ ケヤキダイ [22.59]

12 60651 宮崎　真治(3) けやき台
フジタ　アモン カイバラ [22.97]

13 64113 藤田　亜紋(3) 柏原
キムラ　アキノリ ユリノキダイ [23.56]

14 60938 木村　陽昇(3) ゆりのき台
オオキ　アユム ヒカミ [24.79]

15 64437 大木　歩(2) 氷上
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ [24.90]

16 62251 西村　颯真(3) 篠山東
ヤマウチ　ルイ ヒカミ [25.33]

17 64448 山内　琉生(2) 氷上
ニシダ　アツキ カスガ [26.27]

18 65108 西田　春葵(3) 春日

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子円盤投  1.75k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシハタ　トオル サンダセイリョウコウ [25.00]

1 1239 西畑　透(2) 三田西陵高
イワサキ　コウセイ サンダショウウンカン [25.00]

2 1376 岩﨑　光晟(2) 三田祥雲館高
ミヤモト　ゲンキ ホクセツサンダコウ [34.74]

3 277 宮本　拳気(3) 北摂三田高

Powerd by AthleteRanking.com



高校男子やり投  700g 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イワイ　ユウト サンダセイリョウコウ [36.47]

1 1230 岩井　佑斗(2) 三田西陵高
ナカムラ　リョウスケ サンダガクエンコウコ [38.00]

2 111 中村　遼介(2) 三田学園高校
オダ　タケシ ホクセツサンダコウ [46.33]

3 201 織田　健(2) 北摂三田高
サトウ　ショウエイ ホクセツサンダコウ [46.69]

4 281 佐藤　翔永(3) 北摂三田高
カシワギ　シュウヤ サンダガクエンコウコ [48.00]

5 189 柏木　秀也(4) 三田学園高校

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オカダ　ヒナキ シオセ [13.21] ヤスイ　フウカ ユリノキダイ [13.37]

1 14242 岡田　雛妃(3) 塩瀬 1 60930 安井　風歌(3) ゆりのき台
ヤマシタ　メイカ タカツカサ [13.22] トモフジ　ミユ キタコウベ [13.42]

2 16620 山下　芽歌(3) 高司 2 24151 友藤　美優(4) 北神戸
ハヤシ　ユア タカツカサ [13.20] フジイ　マコ ハッケイ [13.54]

3 16623 林　佑亜(3) 高司 3 60362 藤井　真心(3) 八景
ニシオカ　ハナ ヨカワ [13.00] カワサキ　ミナ スハマ [13.34]

4 35937 西岡　花菜(2) 吉川 4 70015 河崎　未奈(3) 洲浜
サイトウ　アカリ ホクセツサンダコウ [12.60] リュウモン　サホ ナガサカ [13.31]

5 274 齋藤　朱里(2) 北摂三田高 5 60440 竜門　紗帆(2) 長坂
シミズ　アイリ サンダガクエンコウコ [12.59] アオキ　ホノカ アリマコウコウ [13.23]

6 129 清水　あいり(3) 三田学園高校 6 394 青木　穂乃花(3) 有馬高校
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ [12.68] タダ　ユイカ シオセ [13.26]

7 60922 小林　流歌(3) ゆりのき台 7 14244 多田　優衣香(3) 塩瀬
カメタキ　ノノ ヤマダ [13.09] マツモト　アヤリ ケヤキダイ [13.35]

8 23130 亀滝　のの(3) 山田 8 60649 松本　彩里(3) けやき台
ワカサ　ミク ホクセツサンダコウ [13.09] ヒラヤマ　アイリ スハマ [13.34]

9 275 若狭　弥玖(2) 北摂三田高 9 70017 平山　愛琳(3) 洲浜

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカノ　ユウリ ハサマ [13.66] コオリ　アオイ ニシワキミナミ [14.00]

1 60501 中野　由梨(3) 狭間 1 34703 郡　碧衣(2) 西脇南
ホシ　ナゴミ サンダショウウンカン [13.75] フジイ　キラ クロダショウ [14.00]

2 1313 保子　和(2) 三田祥雲館高 2 39188 藤井　稀羅(3) 黒田庄
タナカ　ハル ソノダヒガシ [13.70] フジモト　フタバ ヒカミ [13.99]

3 11830 田中　はる(3) 園田東 3 64469 藤本　二葉(3) 氷上
タカマツ　シホ サンダショウウンカン [13.60] イナガキ　サワ ケヤキダイ [13.81]

4 1315 高松　志帆(2) 三田祥雲館高 4 60662 稲垣　紗和(2) けやき台
フジモト　アリサ ミキヒガシ [13.55] シマダ　サヤ サンダガクエンコウコ [13.90]

5 35615 藤本　有彩(3) 三木東 5 128 島田　紗彩(3) 三田学園高校
ヨシモト　コユキ アリマコウコウ [13.56] タジカ　メイ オノ [13.77]

6 395 吉本　こゆき(3) 有馬高校 6 37106 多鹿　芽生(3) 小野
ハマナカ　メイ ミドリガオカ [13.58] フジモト　ララカ ナルオミナミ [13.88]

7 35401 濱中　芽依(2) 緑が丘 7 14359 藤本　楽々花(3) 鳴尾南
フジタ　ナツキ ミキヒガシ [13.65] タチバナ　リサ カコガワチュウブ [13.94]

8 35617 藤田　夏希(3) 三木東 8 33186 橘　里紗(3) 加古川中部
ヤマダ　ハルナ サンダショウウンカン [13.60] ダイコク　サキ サクラガオカ [13.95]

9 1308 山田　遥菜(3) 三田祥雲館高 9 27442 大黒　幸紀(2) 桜が丘

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカギ　ルカ ユリノキダイ [14.07] イノシマ　モモコ アサヒガオカ [14.17]

1 60923 高木　琉花(3) ゆりのき台 1 37222 猪島　桃子(3) 旭丘
ホリイ　ヒヨリ アサヒガオカ [14.06] イトウ　ニコ ミドリガオカ [14.15]

2 37221 掘井　ひより(3) 旭丘 2 35421 伊藤　丹来(3) 緑が丘
ヨシダ　ミウ ケヤキダイ [14.09] ハタセ　アヤナ ケヤキダイ [14.18]

3 60671 吉田　みう(2) けやき台 3 60668 畑瀬　絢那(2) けやき台
ナカニシ　ノア ヤマダ [14.01] カジタニ　ココア ハッケイ [14.13]

4 23132 中西　乃愛(3) 山田 4 60371 梶谷　心歩(2) 八景
オオツボ　ナノハ サンダセイリョウコウ [14.00] カツラガワ　ヒマリ ケヤキダイ [14.10]

5 1226 大坪　夏葉(3) 三田西陵高 5 60665 桂川　ひまり(2) けやき台
サトウ　ミサキ タカトリ [14.04] クボ　アヤカ サンダセイリョウコウ [14.09]

6 25187 佐藤　心咲(3) 鷹取 6 1222 久保　彩歌(3) 三田西陵高
ババ　アヤナ サンダショウセイ [14.00] フジワラ　チサキ ヒカミ [14.12]

7 403 馬場　彩名(3) 三田松聖 7 64470 藤原　知咲(3) 氷上
ヤマウチ　マリエ ササヤマヒガシ [14.05] ウチムラ　ナオ ヒカミ [14.14]

8 62224 山内　真利瑛(2) 篠山東 8 64481 内村　南朋(2) 氷上
ニシタニ　マホ ヨカワ [14.05] テラノ　ユウリ ミドリガオカ [14.14]

9 35926 西谷　真穂(3) 吉川 9 35427 寺野　友梨(3) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシヤマ　カホ ナガサカ [14.39] アンドウ　ノノカ サクラガオカ [14.47]

1 60439 西山　春歩(2) 長坂 1 27411 安東　ののか(3) 桜が丘
フジモト　コトリ ニシワキミナミ [14.40] ホウジョウ　モカ シオセ [14.49]

2 34706 藤本　小鳥(2) 西脇南 2 14274 北條　百咲(2) 塩瀬
イノウエ　モモ ヤシロ [14.34] オオグチ　カホ シオセ [14.50]

3 38149 井上　もも(3) 社 3 14241 大口　華歩(3) 塩瀬
アカマツ　ホノカ ミキヒガシ [14.23] フジワラ　ユウア オノ [14.43]

4 35611 赤松　穂香(3) 三木東 4 37132 藤原　有杏(2) 小野
フジモト　ヒナノ ヤシロ [14.23] ヤマサキ　コトネ タカツカサ [14.41]

5 38150 藤本　陽菜乃(3) 社 5 16624 山﨑　琴音(3) 高司
サトウ　アヤカ ホクセツサンダコウ [14.18] ヤマシタ　リオナ ヒカミ [14.42]

6 279 佐藤　綾華(2) 北摂三田高 6 64479 山下　里桜梛(2) 氷上
オガワ　カホ サクラガオカ [14.21] クリヤマ　カンナ ユリノキダイ [14.41]

7 27441 小川　夏穂(2) 桜が丘 7 60943 栗山　寛菜(2) ゆりのき台
イマルオカ　レイナ タカトリ [14.34] モリノ　マヒロ タカトリ [14.47]

8 25183 伊丸岡　伶奈(3) 鷹取 8 25190 森野　真瑞(3) 鷹取
コバヤシ　ユヅキ サンダショウセイ [14.30] ヨシカワ　ユウカ ニシワキ [14.45]

9 405 小林　優月(3) 三田松聖 9 34503 吉川　侑花(3) 西脇

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アカギ　リノア オシベダニ [14.59] タカハシ　アコ ミドリガオカ [14.80]

1 27536 赤木　凛乃杏(2) 押部谷 1 35426 高橋　亜湖(3) 緑が丘
ヤナギ　ユナ タカトリ [14.65] サエキ　リコ カコガワチュウブ [14.78]

2 25184 柳　侑那(3) 鷹取 2 33184 佐伯　梨琴(3) 加古川中部
ニシムラ　ヒナ ミキヒガシ [14.66] アマノ　シイナ ケヤキダイ [14.81]

3 35612 西村　姫花(3) 三木東 3 60661 天野　詩菜(2) けやき台
オオイシ　コトミ サンダセイリョウコウ [14.50] モリワキ　チアキ クロダショウ [14.70]

4 1229 大石　呼幸(2) 三田西陵高 4 39186 森脇　千晶(3) 黒田庄
ロクカルゲ　マオリタッツサリー ヤシロ [14.52] ナカツマ　トモカ サンダセイリョウコウ [14.70]

5 38143 ロクカルゲ　真桜里タッツサリー(3) 社 5 1225 中妻　朋香(3) 三田西陵高
コニシ　ユウキ クロダショウ [14.50] クラサコ　ラン ミドリガオカ [14.72]

6 39183 小西　悠妃(3) 黒田庄 6 35422 藏迫　蘭(3) 緑が丘
タナカ　ユラ ジユウガオカ [14.52] フジイ　ユキノ ハッケイ [14.72]

7 35551 田中　悠徠(3) 自由が丘 7 60372 藤井　孝乃(2) 八景
ミナミ　ネネ タカトリ [14.58] ハラ　タマキ ミキヒガシ [14.75]

8 25181 南　峯々(3) 鷹取 8 35613 原　瑶葵(3) 三木東
ヌノサワ　ツグミ アリマコウコウ [14.56] コジマ　チサト カコガワチュウブ [14.77]

9 397 布澤　つぐみ(2) 有馬高校 9 33183 小島　千聖(3) 加古川中部

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タカベ　マイ サクラガオカ [15.15] アライ　リノ ハサマ [15.32]

1 27414 髙部　真衣(3) 桜が丘 2 60541 新井　璃乃(2) 狭間
イシダ　アオイ ヨカワ [15.12] アダチ　ミク ニシワキ [15.31]

2 35934 石田　あおい(2) 吉川 3 34511 安達　心紅(2) 西脇
カサハラ　ユナ オシベダニ [15.10] ヨデン　ホノカ イチジマ [15.22]

3 27516 笠原　由捺(3) 押部谷 4 65314 余田　帆香(3) 市島
タケムラ　アヤメ カスガ [15.00] キタモト　イツキ フジ [15.16]

4 65123 竹村　采梅(2) 春日 5 60751 北本　樹(2) 富士
ナカイ　サエ カイバラ [14.84] オダ　ナツキ タカトリ [15.15]

5 64162 中井　咲恵(2) 柏原 6 25180 小田　夏希(3) 鷹取
ノブトキ　アカリ ササヤマヒガシ [14.85] タカミ　ミトモ ヤシロ [15.22]

6 62221 信時　あかり(2) 篠山東 7 38147 高見　美友(3) 社
ワタナベ　ユウカ イチジマ [14.97] タブキ　サエ ケヤキダイ [15.30]

7 65321 渡辺　悠加(2) 市島 8 60667 田吹　紗依(2) けやき台
ヨコヤマ　コノカ ニシワキ [15.03] ナカダ　ユラ サンダガクエンコウコ [15.30]

8 34515 横山　心乃花(2) 西脇 9 130 中田　悠良(2) 三田学園高校
ナカネ　ユキノ ユリノキダイ [15.03]

9 60928 中根　結希乃(3) ゆりのき台
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共通女子100m

〈〈 決勝 〉〉

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナガミツ　エナ アサヒガオカ [15.44] ヒロノ　リン ユリノキダイ [15.82]

2 37231 長光　恵那(2) 旭丘 2 60946 廣野　凜(2) ゆりのき台
モロオカ　ミア ユリノキダイ [15.43] マスダ　リズ ヒカミ [15.97]

3 60929 諸岡　美亜(3) ゆりのき台 3 64480 増田　梨珠(2) 氷上
タケオ　スミレ ユリノキダイ [15.35] マツオカ　モエ ハサマ [15.62]

4 60924 竹尾　菫(3) ゆりのき台 4 60546 松岡　萌(2) 狭間
モリタ　マホ サンダガクエン [15.40] オオシオ　サワ ヤシロ [15.71]

5 60126 森田　真帆(3) 三田学園 5 38156 大塩　桜和(2) 社
ハセガワ　メルモ ニシワキミナミ [15.40] ゴトウ　リン ヒカミ [15.72]

6 34792 長谷川　めるも(3) 西脇南 6 64478 後藤　凛(2) 氷上
タテナカ　ミユ ユリノキダイ [15.39] アラシ　アオイ サンダガクエン [15.60]

7 60925 立中　美優(3) ゆりのき台 7 60131 嵐　蒼唯(2) 三田学園
マエノ　アヤネ ユリノキダイ [15.41] ミナミヤマ　サユ サンダガクエン [15.80]

8 60947 前野　綾音(2) ゆりのき台 8 60138 南山　咲友(2) 三田学園
ウエダ　マオ クロダショウ [15.40] カナガワ　サラ ヤシロ [15.77]

9 39191 上田　麻央(2) 黒田庄 9 38155 金川　桜愛(2) 社

15組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アラキ　キズナ ヒカミ

2 64476 荒木　絆(2) 氷上
アキラ　リオ ケヤキダイ [16.34]

3 60660 審　りお(2) けやき台
オバタ　メルナ シオセ [15.97]

4 14271 小畑　愛月(2) 塩瀬
ヤマナカ　ルナ ヨカワ [16.03]

5 35939 山中　琉那(2) 吉川
フジイ　ミレイ ジユウガオカ [16.08]

6 35560 藤井　美玲(2) 自由が丘
タマムラ　チサト サンダガクエン [16.00]

7 60135 玉村　知怜(2) 三田学園
マスシタ　モモ ヒカミ [16.22]

8 64477 増下　文萌(2) 氷上
カゲヤマ　ノドカ ケヤキダイ [16.18]

9 60664 蔭山　和花(2) けやき台

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子200m

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カワサキ　ミナ スハマ [28.00] ナカニシ　ノア ヤマダ [29.18]

2 70015 河崎　未奈(3) 洲浜 2 23132 中西　乃愛(3) 山田
リュウモン　サホ ナガサカ [27.83] フジモト　ララカ ナルオミナミ [29.30]

3 60440 竜門　紗帆(2) 長坂 3 14359 藤本　楽々花(3) 鳴尾南
アオキ　ホノカ アリマコウコウ [27.21] フジモト　アリサ ミキヒガシ [28.67]

4 394 青木　穂乃花(3) 有馬高校 4 35615 藤本　有彩(3) 三木東
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ [26.61] タダ　ユイカ シオセ [28.85]

5 60922 小林　流歌(3) ゆりのき台 5 14244 多田　優衣香(3) 塩瀬
サイトウ　アカリ ホクセツサンダコウ [26.22] ヤマグチ　マヒロ サンダショウウンカン [28.50]

6 274 齋藤　朱里(2) 北摂三田高 6 1309 山口　茉優(3) 三田祥雲館高
オカダ　ヒナキ シオセ [27.21] フジイ　マコ ハッケイ [28.61]

7 14242 岡田　雛妃(3) 塩瀬 7 60362 藤井　真心(3) 八景
モリタ　カレン サンダセイリョウコウ [27.50] シマダ　サヤ サンダガクエンコウコ [28.96]

8 1224 森田　華蓮(3) 三田西陵高 8 128 島田　紗彩(3) 三田学園高校
ハヤシ　ユア タカツカサ [27.52] イオロイ　アリサ ホクセツサンダコウ [29.00]

9 16623 林　佑亜(3) 高司 9 271 五百蔵　有沙(3) 北摂三田高

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハマナカ　メイ ミドリガオカ [29.96] マスダ　リズ ヒカミ [33.25]

3 35401 濱中　芽依(2) 緑が丘 3 64480 増田　梨珠(2) 氷上
ウチムラ　ナオ ヒカミ [29.65] ヤマワキ　マイサ サンダガクエン [31.70]

4 64481 内村　南朋(2) 氷上 4 60139 山脇　舞紗(2) 三田学園
フジモト　ヒナノ ヤシロ [29.82] センザイ　セン サンダガクエン [32.00]

5 38150 藤本　陽菜乃(3) 社 5 60133 千才　千(2) 三田学園
テラノ　ユウリ ミドリガオカ [29.59] ヤマサキ　コトネ タカツカサ [30.04]

6 35427 寺野　友梨(3) 緑が丘 6 16624 山﨑　琴音(3) 高司
ヤマモト　ユメハ カコガワチュウブ [29.63] サエキ　リコ カコガワチュウブ [31.09]

7 33190 山本　夢羽(3) 加古川中部 7 33184 佐伯　梨琴(3) 加古川中部
サエキ　レルム ソノダヒガシ [29.90] ツジモト　コモモ シオセ [32.84]

8 11842 佐伯　麗夢(3) 園田東 8 14273 辻本　心桃(2) 塩瀬
ニシヤマ　カエデ ヤシロ [29.96] クボタ　ハナ ケヤキダイ [32.59]

9 38154 西山　楓(2) 社 9 60666 久保田　花(2) けやき台
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共通女子400m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ジョレ　エマ サンダショウウンカン [1:07.00]

3 1314 ジョレ　絵麻(2) 三田祥雲館高
ワカサ　ミク ホクセツサンダコウ [1:02.51]

4 275 若狭　弥玖(2) 北摂三田高
シミズ　アイリ サンダガクエンコウコ [1:03.00]

5 129 清水　あいり(3) 三田学園高校
シオダ　マリエ ホクセツサンダコウ [1:00.31]

6 269 塩田　珠恵(3) 北摂三田高
スギハラ　マオ サンダショウウンカン [1:04.50]

7 1307 杉原　麻央(3) 三田祥雲館高
クスダ　アヤネ サンダショウセイ [1:05.00]

8 404 楠田　綾音(3) 三田松聖
カワエ　マヤ サンダセイリョウコウ [1:05.00]

9 1223 川栄　真弥(3) 三田西陵高
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共通女子800m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ミヤガワ　ソラ サンダガクエン [2:40.00] フクイズミ　イトワ ハッケイ [2:49.03]

1 60124 宮川　宙(3) 三田学園 1 60361 福泉　愛輪(3) 八景
オクノ　ヒナ ホクセツサンダコウ [2:39.15] ヤギ　ミハル ミキヒガシ [2:48.90]

2 272 奥野　日菜(3) 北摂三田高 2 35620 八木　美春(2) 三木東
フクシマ　サクラ オノ [2:39.09] ハヤシ　アンズ ニシワキ [2:47.67]

3 37107 福島　さくら(3) 小野 3 34513 林　杏樹(2) 西脇
ミヤケ　ヒヨリ アリノ [2:39.00] モチヅキ　タマオ オノ [2:46.87]

4 29236 三宅　陽葵(2) 有野 4 37134 望月　珠央(2) 小野
オギノ　ナツキ カスガ [2:37.63] ヨデン　ホノカ イチジマ [2:46.43]

5 65120 荻野　那月(2) 春日 5 65314 余田　帆香(3) 市島
ヤシキ　ノリコ ミキヒガシ [2:27.87] モリワキ　アイル ハッケイ [2:44.46]

6 35621 屋敷　乃梨子(2) 三木東 6 60373 森脇　愛瑠(2) 八景
タケタニ　ホノ ミドリガオカ [2:23.90] フジタ　ヒナタ ミキヒガシ [2:41.43]

7 35402 竹谷　穂乃(2) 緑が丘 7 35616 藤田　陽菜(3) 三木東
イケマツ　イズミ オノ [2:27.18] クレタ　カノン ナルオミナミ [2:43.72]

8 37101 池松　いずみ(3) 小野 8 14355 呉田　花音(3) 鳴尾南
イグチ　アヤノ ナルオミナミ [2:22.60] ウオズミ　モモ オノ [2:41.09]

9 14305 井口　綾乃(4) 鳴尾南 9 37102 魚住　桃(3) 小野
カンベ　アミ ヤシロ [2:37.16] フジワラ　チサキ ヒカミ [2:40.09]

10 38153 神戸　亜美(2) 社 10 64470 藤原　知咲(3) 氷上
オオモリ　ツバキ ササヤマヒガシ [2:37.01] アダチ　ミク ニシワキ [2:44.59]

11 62220 大森　椿(2) 篠山東 11 34511 安達　心紅(2) 西脇
イタミ　ユリナ ケヤキダイ [2:37.13] フジタ　ユナ ヨカワ [2:45.13]

12 60640 伊丹　佑梨那(3) けやき台 12 35928 藤田　有南(3) 吉川
サカモト　ヒカル ユリノキダイ [2:35.82] ナカデ　ハヅキ ヨカワ [2:45.00]

13 60931 坂本　日花瑠(3) ゆりのき台 13 35936 中出　悠月(2) 吉川
イシイ　アヤメ ヤシロ [2:35.74] タケダ　カナ サンダガクエン [2:45.89]

14 38163 石井　あやめ(2) 社 14 60134 武田　佳那(2) 三田学園
ナカバリ　ユズノ ジユウガオカ [2:32.89] マエハナ　コトノ ケヤキダイ [2:46.34]

15 35562 中張　柚乃(2) 自由が丘 15 60669 前花　琴乃(2) けやき台

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
マツオカ　モエ ハサマ

1 60546 松岡　萌(2) 狭間
イナカミ　ユイ ミキヒガシ [3:07.88]

2 35623 稲上　由惟(2) 三木東
アラキ　キズナ ヒカミ [3:05.36]

3 64476 荒木　絆(2) 氷上
タカハシ　セリ ケヤキダイ [3:04.81]

4 60642 高橋　世莉(3) けやき台
トメダ　ミキ ナルオミナミ [3:00.11]

5 14356 留田　望希(3) 鳴尾南
マツイ　チヨミ ケヤキダイ [2:53.82]

6 60648 松井　千世美(3) けやき台
ヤマネ　マオ カイバラ [2:52.32]

7 64163 山根　真緒(2) 柏原
ヤマダ　カンナ ニシワキ [2:52.49]

8 34502 山田　栞愛(3) 西脇
ヤマシタ　リオナ ヒカミ [2:51.54]

9 64479 山下　里桜梛(2) 氷上
カジモト　ユキナ ニシワキミナミ [2:53.92]

10 34701 梶本　優希奈(2) 西脇南
フジタ　スミレ サンダガクエン [2:55.12]

11 60125 藤田　澄麗(3) 三田学園
アツミ　ユイカ アリノ [2:59.00]

12 29230 敦見　唯可(2) 有野
ナカイ　サユナ ナルオミナミ [2:58.59]

13 14322 中井　彩結菜(2) 鳴尾南
ホリ　ナツキ ササヤマヒガシ [2:59.50]

14 62223 堀　菜月(2) 篠山東
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共通女子1500m

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クレタ　カノン ナルオミナミ [5:33.67] コニシ　ココロ ハサマ

1 14355 呉田　花音(3) 鳴尾南 1 60504 小西　心(3) 狭間
フジタ　ヒナタ ミキヒガシ [5:31.99] ホリ　ナツキ ササヤマヒガシ [6:49.90]

2 35616 藤田　陽菜(3) 三木東 2 62223 堀　菜月(2) 篠山東
オオモリ　ツバキ ササヤマヒガシ [5:30.12] イナカミ　ユイ ミキヒガシ [6:31.17]

3 62220 大森　椿(2) 篠山東 3 35623 稲上　由惟(2) 三木東
オギノ　ナツキ カスガ [5:28.60] ハヤシ　アンズ ニシワキ [6:05.36]

4 65120 荻野　那月(2) 春日 4 34513 林　杏樹(2) 西脇
カンベ　アミ ヤシロ [5:28.35] ナカイ　サユナ ナルオミナミ [5:56.90]

5 38153 神戸　亜美(2) 社 5 14322 中井　彩結菜(2) 鳴尾南
モリワキ　アイル ハッケイ [5:27.99] タケダ　カナ サンダガクエン [5:55.00]

6 60373 森脇　愛瑠(2) 八景 6 60134 武田　佳那(2) 三田学園
シノハラ　ヤヨイ サンダガクエン [5:25.69] サエキ　リョウ ケヤキダイ [5:51.65]

7 60132 篠原　やよい(2) 三田学園 7 60644 佐伯　綾(3) けやき台
アタラシ　ナチ タイシャ [5:09.29] イマニシ　アヤカ ハサマ [5:40.22]

8 12918 新子　菜智(2) 大社 8 60542 今西　彩歌(2) 狭間
フジワラ　シオカ ヤシロ [5:08.65] タカラダ　ワカナ サンダショウウンカン [5:35.00]

9 38159 藤原　汐央香(2) 社 9 1305 財田　和奏(3) 三田祥雲館高
マエダ　ミノリ タイシャ [4:55.32] ヤギ　ミハル ミキヒガシ [5:34.71]

10 12991 前田　美詞(3) 大社 10 35620 八木　美春(2) 三木東
タキヤマ　ココナ ソノダヒガシ [5:01.50] サカグチ　モモ ケヤキダイ [5:36.53]

11 11837 瀧山　恋星(3) 園田東 11 60641 坂口　桃萌(3) けやき台
ヤシキ　ノリコ ミキヒガシ [5:00.86] フクチ　ユイカ ソノダヒガシ [5:36.58]

12 35621 屋敷　乃梨子(2) 三木東 12 11832 福地　結花(3) 園田東
ニシヤマ　カエデ ヤシロ [4:59.66] フジタ　ユナ ヨカワ [5:39.98]

13 38154 西山　楓(2) 社 13 35928 藤田　有南(3) 吉川
イトウ　アユナ タイシャ [4:55.45] ミヤガワ　ソラ サンダガクエン [5:45.11]

14 12912 伊藤 　彩由奈(2) 大社 14 60124 宮川　宙(3) 三田学園
ヨコエ　アカネ タイシャ [5:15.68] ヤマダ　カンナ ニシワキ [5:45.74]

15 12911 横江　紅音(2) 大社 15 34502 山田　栞愛(3) 西脇
フジモト　ナルネ オノ [5:13.09] ナガイ　ミズキ タカトリ [5:47.11]

16 37110 藤本　成音(3) 小野 16 25186 永井　泉葵(3) 鷹取
ミナミ　ハルヒ サンダショウウンカン [5:20.00] ミヤナガ　サヤ オノ [5:46.23]

17 1306 南　晴陽(3) 三田祥雲館高 17 37133 宮永　紗弥(2) 小野
ナカイ　ヒナタ ホクセツサンダコウ [5:22.09] カワミ　リコ タイシャ [5:48.71]

18 276 中井　向日葵(2) 北摂三田高 18 12901 川見　梨瑚(3) 大社
イシイ　アヤメ ヤシロ [5:21.24] ホリ　ヒヨリ ケヤキダイ [5:50.24]

19 38163 石井　あやめ(2) 社 19 60643 堀　ひより(3) けやき台
ヨシダ　モモ ソノダヒガシ [5:22.68]

20 11841 吉田　桃(3) 園田東
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中学女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシモト　ナナミ ヨカワ [16.33] サイトウ　リナ ケヤキダイ [18.05]

1 35940 吉本　七海(2) 吉川 2 60646 齊藤　里菜(3) けやき台
フジイ　キラ クロダショウ [16.20] カワカミ　サラ オノ [17.84]

2 39188 藤井　稀羅(3) 黒田庄 3 37104 河上　紗羅(3) 小野
サイカイ　ミズキ オシベダニ [15.94] ツバキヤマ　ルキア ソノダヒガシ [16.51]

3 27510 西海　瑞葵(3) 押部谷 4 11836 椿山　流季彩(3) 園田東
キモト　ユキノ キタコウベ [15.20] マエカワ　ノノハ ヤシロ [16.75]

4 24157 木元　雪乃(4) 北神戸 5 38158 前川　希羽(2) 社
カメタキ　ノノ ヤマダ [14.93] ヤマハタ　アヤノ オノ [16.74]

5 23130 亀滝　のの(3) 山田 6 37109 山畠　綾乃(3) 小野
イノウエ　ナギサ キタコウベ [13.70] フジタ　リノ ミキヒガシ [17.03]

6 24150 井上　凪紗(4) 北神戸 7 35614 藤田　凜乃(3) 三木東
ニカイドウ　サキ タカツカサ [15.08] イノウエ　モモ ヤシロ [17.61]

7 16621 二階堂　咲(3) 高司 8 38149 井上　もも(3) 社
ナカオ　ミレイ カイバラ [15.74] ヤマウチ　マリエ ササヤマヒガシ [17.60]

8 64151 中尾　心玲(3) 柏原 9 62224 山内　真利瑛(2) 篠山東
ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ [15.29]

9 33189 額田　初枝(3) 加古川中部

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タブキ　サエ ケヤキダイ [18.82] ダイコク　サキ サクラガオカ

2 60667 田吹　紗依(2) けやき台 2 27442 大黒　幸紀(2) 桜が丘
タカセ　イロ ニシワキミナミ [19.00] ウエバ　ユイナ フジ [21.89]

3 34790 髙瀬　七色(3) 西脇南 3 60753 上羽　結捺(2) 富士
イトウ　ニコ ミドリガオカ [18.44] ミナミ　ネネ タカトリ [19.24]

4 35421 伊藤　丹来(3) 緑が丘 4 25181 南　峯々(3) 鷹取
ナカムラ　ミユ スハマ [18.50] ヨシダ　ナナ ソノダヒガシ [19.00]

5 70016 中村　心優(3) 洲浜 5 11840 吉田　奈々(3) 園田東
ヤマナカ　ユメ ハサマ [18.16] フジモト　フタバ ヒカミ [19.07]

6 60502 山中　優夢(3) 狭間 6 64469 藤本　二葉(3) 氷上
ヤマグチ　エレナ ヤシロ [18.50] コニシ　ユウキ クロダショウ [19.33]

7 38145 山口　恵玲奈(3) 社 7 39183 小西　悠妃(3) 黒田庄
モリワキ　チアキ クロダショウ [18.80] カツラガワ　ヒマリ ケヤキダイ [20.69]

8 39186 森脇　千晶(3) 黒田庄 8 60665 桂川　ひまり(2) けやき台
ハラ　タマキ ミキヒガシ [18.69] クラサコ　ラン ミドリガオカ [20.36]

9 35613 原　瑶葵(3) 三木東 9 35422 藏迫　蘭(3) 緑が丘
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高校女子100mH (84.0:13-8.5-10.5)

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヤマザキ　イチカ サンダガクエンコウコ [18.00]

3 131 山﨑　維花(2) 三田学園高校
ヤマダ　ハルナ サンダショウウンカン [16.80]

4 1308 山田　遥菜(3) 三田祥雲館高
オオモリ　ミオ サンダショウウンカン [17.00]

5 1311 大森　澪(2) 三田祥雲館高
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高校女子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
シンケ　アヤネ ホクセツサンダコウ [11:14.70]

20 270 新家　礼響(3) 北摂三田高
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共通女子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
アマノ　シイナ ケヤキダイ

1 60661 天野　詩菜(2) けやき台
ヤマネ　サヤ タカトリ

2 25101 山根　沙綾(2) 鷹取
マスシタ　モモ ヒカミ

3 64477 増下　文萌(2) 氷上
マツモト　ミチカ ケヤキダイ [1.10]

4 60670 松本　迪花(2) けやき台
ウエバ　ユイナ フジ [1.15]

5 60753 上羽　結捺(2) 富士
ヒロタ　コノカ ニシワキミナミ [1.15]

6 34705 広田　心乃香(2) 西脇南
ヨコヤマ　コノカ ニシワキ [1.20]

7 34515 横山　心乃花(2) 西脇
ウエキ　チナツ ケヤキダイ [1.20]

8 60663 植木　千夏(2) けやき台
オカダ　ウミル オウツカダイ [1.20]

9 27702 岡田　海美瑠(3) 王塚台
イマルオカ　レイナ タカトリ [1.20]

10 25183 伊丸岡　伶奈(3) 鷹取
セタ　マイリ ヒカミ [1.20]

11 64467 瀬田　苺里(3) 氷上
ナカジマ　ヒマリ ユリノキダイ [1.25]

12 60927 中嶋　日茉莉(3) ゆりのき台
タニグチ　リオナ ユリノキダイ [1.28]

13 60926 谷口　莉緒菜(3) ゆりのき台
イシカワ　アキナ アリマコウコウ [1.30]

14 396 石川　晶菜(2) 有馬高校
サヌキ　カナネ ソノダヒガシ [1.30]

15 11833 讃岐　奏音(3) 園田東
スズキ　サエラ タカトリ [1.30]

16 25103 鈴木　紗衣良(2) 鷹取
フジタ　リノ ミキヒガシ [1.30]

17 35614 藤田　凜乃(3) 三木東
ヤナギ　ユナ タカトリ [1.33]

18 25184 柳　侑那(3) 鷹取
アカマツ　ホノカ ミキヒガシ [1.38]

19 35611 赤松　穂香(3) 三木東
タチバナ　リサ カコガワチュウブ [1.40]

20 33186 橘　里紗(3) 加古川中部
タカミ　ミトモ ヤシロ [1.40]

21 38147 高見　美友(3) 社
ロクカルゲ　マオリタッツサリー ヤシロ [1.40]

22 38143 ロクカルゲ　真桜里タッツサリー(3) 社
エハラ　リナ ヨカワ [1.40]

23 35921 榎原　理菜(3) 吉川
ヒラヤマ　アイリ スハマ [1.40]

24 70017 平山　愛琳(3) 洲浜
ハルナ　ホノリ ホクセツサンダコウ [1.45]

25 277 春名　ほのり(2) 北摂三田高
ヤマザキ　イチカ サンダガクエンコウコ [1.45]

26 131 山﨑　維花(2) 三田学園高校
キモト　ユキノ キタコウベ [1.47]

27 24157 木元　雪乃(4) 北神戸
ヨシモト　ナナミ ヨカワ [1.48]

28 35940 吉本　七海(2) 吉川
ニカイドウ　サキ タカツカサ [1.51]

29 16621 二階堂　咲(3) 高司
ヌカダ　ハツエ カコガワチュウブ [1.54]

30 33189 額田　初枝(3) 加古川中部
サイカイ　ミズキ オシベダニ [1.54]

31 27510 西海　瑞葵(3) 押部谷
イノウエ　ナギサ キタコウベ [1.65]

32 24150 井上　凪紗(4) 北神戸
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共通女子走幅跳

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカイ　ユズハ ソノダヒガシ [4.00] トメダ　ミキ ナルオミナミ

1 11831 仲井　柚葉(3) 園田東 1 14356 留田　望希(3) 鳴尾南
ハタセ　アヤナ ケヤキダイ [4.08] オカダ　マユカ ユリノキダイ

2 60668 畑瀬　絢那(2) けやき台 2 60941 岡田　真優花(2) ゆりのき台
フジタ　ナツキ ミキヒガシ [4.09] オオクボ　ヒマリ ニシワキミナミ [2.36]

3 35617 藤田　夏希(3) 三木東 3 34700 大久保　陽愛里(2) 西脇南
ニシヤマ　カホ ナガサカ [4.11] ミヤモト　ユイ ミキヒガシ [3.36]

4 60439 西山　春歩(2) 長坂 4 35619 宮本　結依(3) 三木東
モリノ　マヒロ タカトリ [4.11] フジイ　ミレイ ジユウガオカ [3.57]

5 25190 森野　真瑞(3) 鷹取 5 35560 藤井　美玲(2) 自由が丘
ノブトキ　アカリ ササヤマヒガシ [4.13] ミョウジン　ユウミ クロダショウ [3.62]

6 62221 信時　あかり(2) 篠山東 6 39185 明神　優心(3) 黒田庄
クリヤマ　カンナ ユリノキダイ [4.19] ニシムラ　ヒナ ミキヒガシ [3.64]

7 60943 栗山　寛菜(2) ゆりのき台 7 35612 西村　姫花(3) 三木東
ヨシカワ　ユウカ ニシワキ [4.19] ハラ　シオリ ケヤキダイ [3.67]

8 34503 吉川　侑花(3) 西脇 8 60645 原　汐璃(3) けやき台
イナガキ　サワ ケヤキダイ [4.26] クロハ　サキ ユリノキダイ [3.70]

9 60662 稲垣　紗和(2) けやき台 9 60945 黒羽　咲希(2) ゆりのき台
タカオヤマ　ホノカ シオセ [4.27] ゴトウ　リン ヒカミ [3.73]

10 14272 高尾山　ほのか(2) 塩瀬 10 64478 後藤　凛(2) 氷上
ナカムラ　ミユ スハマ [4.30] キヨセ　ナミ ミキヒガシ [3.75]

11 70016 中村　心優(3) 洲浜 11 35618 清瀬　七瑞(3) 三木東
ヤマシタ　メイカ タカツカサ [4.47] ワタナベ　ユウカ イチジマ [3.79]

12 16620 山下　芽歌(3) 高司 12 65321 渡辺　悠加(2) 市島
アオヤマ　キサ クロダショウ [4.61] カナガワ　サラ ヤシロ [3.80]

13 39181 青山　希咲(3) 黒田庄 13 38155 金川　桜愛(2) 社
ヤマグチ　エレナ ヤシロ [4.70] オガワ　カホ サクラガオカ [3.80]

14 38145 山口　恵玲奈(3) 社 14 27441 小川　夏穂(2) 桜が丘
サトウ　ミサキ タカトリ [4.78] オオシオ　サワ ヤシロ [3.83]

15 25187 佐藤　心咲(3) 鷹取 15 38156 大塩　桜和(2) 社
タカマツ　シホ サンダショウウンカン [4.80] タナカ　シヅキ シオセ [3.96]

16 1315 高松　志帆(2) 三田祥雲館高 16 14245 田中　志津妃(3) 塩瀬
マエカワ　ノノハ ヤシロ [4.82] オダ　ナツキ タカトリ [3.97]

17 38158 前川　希羽(2) 社 17 25180 小田　夏希(3) 鷹取
トモフジ　ミユ キタコウベ [4.90] イシカワ　アヤミ サンダショウウンカン [4.00]

18 24151 友藤　美優(4) 北神戸 18 1312 石川　彩泉(2) 三田祥雲館高
ヨシモト　コユキ アリマコウコウ [4.98] ササキ　ソラ ソノダヒガシ [4.00]

19 395 吉本　こゆき(3) 有馬高校 19 11835 佐々木　空(3) 園田東
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中学女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　サユ オシベダニ

1 27535 長谷川　紗夕(2) 押部谷
ナカイ　サワ ヨカワ [3.00]

2 35925 中井　砂羽(3) 吉川
ウラサキ　アカネ ヨカワ [3.00]

3 35920 浦﨑　茜(3) 吉川
マツモト　ハスカ ニシワキ [5.00]

4 34514 松本　芙香(2) 西脇
オバタ　ノドカ ニシワキ [5.39]

5 34512 小畑　のどか(2) 西脇
タケウチ　コトリ カイバラ [5.51]

6 64160 竹内　琴梨(2) 柏原
アサダ　ユイ ユリノキダイ [6.52]

7 60921 淺田　結衣(3) ゆりのき台
ミヤケ　マイコ サンダガクエン [7.00]

8 60123 三宅　舞子(3) 三田学園
ヤマナカ　ユメ ハサマ [7.02]

9 60502 山中　優夢(3) 狭間
ナカノ　ユウリ ハサマ [7.17]

10 60501 中野　由梨(3) 狭間
トモガネ　ミヅキ サンダガクエン [7.20]

11 60136 友金　美月(2) 三田学園
モリ　ソナ オシベダニ [8.00]

12 27513 森　颯菜(3) 押部谷
サエキ　ユウヒ ヒカミ [8.07]

13 64466 佐伯　優妃(3) 氷上
タカハシ　アコ ミドリガオカ [8.18]

14 35426 高橋　亜湖(3) 緑が丘
ナカオ　ミレイ カイバラ [8.19]

15 64151 中尾　心玲(3) 柏原
タカタ　カノン ソノダヒガシ [8.27]

16 11834 高田　愛音(3) 園田東
マエヤマ　ハルカ オノ [8.92]

17 37108 前山　晴華(3) 小野
タツカ　クルミ ニシワキミナミ [9.60]

18 34791 達可　くるみ(3) 西脇南
イシモト　カナ カイバラ [9.85]

19 64150 石本　加菜(3) 柏原
ヤマダ　アオイ オシベダニ [10.65]

20 27514 山田　蒼空(3) 押部谷
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高校女子砲丸投  4k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
コセ　アスカ サンダセイリョウコウ [6.45]

1 1232 古瀬　明日椛(2) 三田西陵高校
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中学女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ハセガワ　サユ オシベダニ

1 27535 長谷川　紗夕(2) 押部谷
クボタ　ハナ ケヤキダイ

2 60666 久保田　花(2) けやき台
カゲヤマ　ノドカ ケヤキダイ

3 60664 蔭山　和花(2) けやき台
タケウチ　コトリ カイバラ [10.59]

4 64160 竹内　琴梨(2) 柏原
アキラ　リオ ケヤキダイ [10.63]

5 60660 審　りお(2) けやき台
フジイ　ユキノ ハッケイ [11.72]

6 60372 藤井　孝乃(2) 八景
モリ　ソナ オシベダニ [13.37]

7 27513 森　颯菜(3) 押部谷
マツモト　ハスカ ニシワキ [15.00]

8 34514 松本　芙香(2) 西脇
ミヤケ　マイコ サンダガクエン [15.00]

9 60123 三宅　舞子(3) 三田学園
シミズ　アンリ ハサマ [15.25]

10 60503 志水　杏吏(3) 狭間
キタモト　イツキ フジ [15.89]

11 60751 北本　樹(2) 富士
ヤマダ　アオイ オシベダニ [16.35]

12 27514 山田　蒼空(3) 押部谷
オバタ　ノドカ ニシワキ [18.00]

13 34512 小畑　のどか(2) 西脇
アサダ　ユイ ユリノキダイ [19.04]

14 60921 淺田　結衣(3) ゆりのき台
サエキ　ユウヒ ヒカミ [19.89]

15 64466 佐伯　優妃(3) 氷上
タカタ　カノン ソノダヒガシ [22.00]

16 11834 高田　愛音(3) 園田東
イシモト　カナ カイバラ [24.04]

17 64150 石本　加菜(3) 柏原
タツカ　クルミ ニシワキミナミ [27.16]

18 34791 達可　くるみ(3) 西脇南
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高校女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ナカダ　ユラ サンダガクエンコウコ [16.50]

1 130 中田　悠良(2) 三田学園高校
ホキモト　ソラ サンダセイリョウコウ [20.00]

2 1230 保木本　想良(2) 三田西陵高
モリ　ミナミ ホクセツサンダコウ [20.84]

3 278 森　美波(2) 北摂三田高
オオモリ　ミオ サンダショウウンカン [22.00]

4 1311 大森　澪(2) 三田祥雲館高
イシカワ　アキナ アリマコウコウ [22.38]

5 396 石川　晶菜(2) 有馬高校
イケウチ　ミサキ サンダショウウンカン [24.72]

6 1310 池内　美咲(3) 三田祥雲館高
コセ　イブキ サンダセイリョウコウ [26.26]

7 1227 古瀬　伊吹(2) 三田西陵高
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高校女子やり投  600g 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
モリ　ミナミ ホクセツサンダコウ [23.94]

1 278 森　美波(2) 北摂三田高
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