
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 令和４年度（２０２２年度）  
 

第１回丹有地区中学校陸上競技記録会  
              （ 大 会 コ ー ド ： ２ ２ ２ ８ ３ ７ ７ ９ ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          日  時      令和４年  ５月５日（木）  

              ９時００分  競技開始  
場  所      加古川運動公園陸上競技場    

（ 競 技 場 コ ー ド ２ ８ １ ０ ６ ０ ）  

 

主    催    
丹  波  市  陸  上  競  技  協  会  
篠  山  市  陸  上  競  技  協  会  
三  田  市  陸  上  競  技  協  会  
兵  庫  県  陸  上  競  技  協  会  

 

主    管   

丹 有 地 区 中 体 連 陸 上 競 技 部                                  
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令和４年度  

第１回  丹有地区中学校陸上競技記録会要項  

 １，主  催       丹波市陸上競技協会  篠山市陸上競技協会  三田市陸上競技協会  

    （ 一 財 ） 兵 庫 陸 上 競 技 協 会  

 ２，主  管               丹有地区中体連陸上競技部  

  

 ３，日  時        令和４年  ５月５日（木）   午前９：００競技開始  

              

 ４，場  所        加古川運動公園陸上競技場  

                         〒 675-0047 加古川市西神吉町鼎  TEL 0794-33-2662 

 ５，競技種目  

   （男子）１４種目  

    １００ｍ  ２００ｍ  ４００ｍ  ８００ｍ  １５００ｍ   ３０００ｍ  

       １１０ｍＨ  ４×１００ｍＲ    

       走幅跳  走高跳  三段跳  砲丸投  円盤投（１．５Ｋ）  

    混成競技 （１１０ｍＨ  砲丸投  走高跳  ４００ｍ） 

 

   （女子）１２種目  

    １００ｍ  ２００ｍ  ８００ｍ  １５００ｍ  １００ｍＨ  ４×１００ｍＲ  

     走幅跳  走高跳  三段跳  砲丸投  円盤投                   

        混成競技 （１００ｍＨ  走高跳  砲丸投  ２００ｍ） 

 

 ６，出場資格  

 (1)（財）日本中学校体育連盟に加盟する中学校に在学している中学生である こと。  

 (2) 日本陸上競技連盟に登記登録している中学校に在学している中学生であること。  

 (3) 丹有地区と東播地区の中学生のみ参加できる。  

  (4) １名以上の競技役員を終日出せること。  

    (運営が困難になるため顧問全員参加を原則とします ) 

 ７，出場制限  

  (1) 丹有地区は１人２種目以内、東播地区は１人１種目以内とする。  

（リレー競技は含まない）  

  (2)  各校での１種目の出場制限は設けない。  

 (3)  リレーは 1 校 1 チームとする。  

 

 ８，競技方法  

    ・トラック競技では、一覧表に記載された記録に従って番組編成を行い、出場者の記       

録を計時する。  

    ・フィールド競技では、出場者全員の記録を３回ずつ計測する。  

    ・走高跳は、男子１ｍ２０、女子１ｍ１０より競技を始める。  
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 ９，申込方法       

兵庫県中体連陸上競技部申込み要領による  

「アスリートランキング  ホームページを利用」  

※  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。  

※  代表者名の欄に校長名を明記し、校長印を押印する。  

必 ず 申 込 み 種 目 に は タ イ ム を 入 力 し て く だ さ い 。 持 ち タ イ ム が な い 場  

合 は 予 想 タ イ ム を 必 ず 入 力 し て く だ さ い 。  

 

入 力 期 限 ： 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 （ 金 ） ～ ４ 月 １ ５ 日 （ 金 ）  

 

10，申込締切   令和４年  ４月１８日（月）一覧表を下記まで提出する。  

                             

11，申込先    〒 669-3301 丹波市柏原町１２２６  柏原中学校内  

                            菊  地  和  宏  

                              TEL 0795-72-0077   FAX 0795-72-1015 

                  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： kikuchi.kazuhiro@tamba.ed.jp   

12，申込料  ・１人１種目４００円（リレー・混成競技は５００円）  

              ※いずれも個人申込票１枚についての料金です。  

              ※大会当日現金にて集める  

13，その他  

   (1)選手の参加については、十分な健康管理の上、学校長の承認を得ること。  

 (2)競技中の疾病・事故については、応急処置のみおこなう。大会期間中の事故の補償は

独立行政法人日本スポーツ戦振興センター法の定めを適用する。出場者は保険証また

は、その写しを持参すること。  

   (3)大会規定等については、プログラム記載の競技注意事項を熟読の上、円滑な競技運営

ができるよう協力すること。  

  (4)関係者以外のカメラ、ビデオでの撮影を禁止とする。尚、場合によっては、目的、身

分を確認することがある。  

(5)本競技会の結果はインタネット上で公開するので、その旨了承の上申し込みを行うこ

と。記録速報はアスリートランキングに掲載する。  

(6)プログラムは作成せず、プロ編以後に競技日程・競技注意事項・スタートリストを ア

スリートランキングに掲載します。参加校、参加選手にて印刷、ご持参ください。審

判編成についてもアスリートランキングに掲載しておきます。※パスワードは県のも

のと同じです。  

   (7)当日、競技の開催もしくは中止等についてはアスリートランキングに掲載する。  

   (8)競技場内のトイレについては、競技者、競技役員のみ使用を許可する。送迎で来場す

る保護者は、サブトラックトイレ、リザーブ駐車場トイレ、正面玄関外トイレを使用

すること。  

  (9)周辺道路への路上駐車は絶対にしないこと。  

  ＊大会開催にあたっての新型コロナウィルス感染拡大防止に関わる注意事項については、

別記の「第 1 回丹有地区中学校陸上競技記録会開催について」を必ず確認すること。  
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 競  技  者  注  意  事  項  

１．本大会は２０２２年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会規定に基づいて行なう。  

 

２．競技場入場について  

（１）１階エントランスで体調管理チェックシー ト・大会参加承諾書を提出し、リボンを受け取

る。  

（２）競技場の出入りの際はリボンを提示する。  

 

３．招集について  

（１）競技者の招集はすべて現地コールとし、招集時刻を下記のように定める。  

種   目  招集開始時刻  招集完了時刻  

トラック競技  競技開始２０分前  競技開始１０分前  

フィールド競技  競技開始３０分前  競技開始２０分前  

（２）招集の手順  

 ①競技者は招集開始時刻までに現地に集合し点呼を受ける。その際アスリートビブス・スパイ

ク・規定外シューズ・衣類および競技場内への持ち込み物品等の点検を受ける。  

 ②２種目に出場し、競技時間や招集時間がかさなっている場合は、トラック競技を優先し、も

う一方の種目は代理を立てること。  

 ③招集完了時刻に遅れた者は、該当種目を棄権したものとして処理する。  

 

４． TR5 競技用靴の対応について  

  日本中体連陸上競技部からの通知（県中体連陸上競技部 H P 掲載に従い、次のようにする。  

  ①トラック競技用シューズは、 W A 承認リストにあっても計測対象とする。  

  ②フィールド競技用シューズの TR５．５適用除外措置  

  ③シューズの計測等  

 

５．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、アスリートランキングで掲載されて

いる番号で示す。  

（２）「 On your  marks（位置について）」または「 Set（用意）」の合図の後、音声や動作、そ

の他の方法で他の競技者を妨害した時は不適切行為とみなす。  

（３）スタートにおける不適切行為は、競技規則第１６２条５を適用せず注意にとどめる。  

（４）リレーチームの編成メンバーは、どのランドにおいてもその協議会のリレーまたは他の種

目に申し込んでいる競技者であれば出場できる。ただし、少なくとも２人はリレーに申し

込んだ競技者でなければならない。  

（５）リレーチームの編成は、第１組目の招集完了時刻１時間前までに記録室に提出する。  

（６）短距離走では、競技者安全のため、フィニッシュライン到着後も自分に割り当てられた走

路を走ること。  

（７）競技場での競技前の跳躍・投てき練習は、競技役員の指示によって行うこと。  

（８）競技者は助走や踏切をしやすくするためにマーカー（主催者が準備したもの、または承認

したもの）を２個まで使うことができる。マーカーが準備されない場合、粘着テープを使

用してもよい。  

（９）サークルから行う投てき競技では、マーカーを１つだけ使用することができる。  

（ 10）審判長がやむを得ないと判断した場合に限りフィールド競技について競技順を変更して出

場することができる。  
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６．アスリートビブスについて  

（１）競技者は、競技中、胸と背にはっきり見えるように２枚のアスリートビブスをつけなけれ

ばならない。跳躍競技の競技者は、背または胸につけるだけでもい。アスリートビブスは

通常はアスリートランキングに記載のものと同じナンバーでなければならない。  

（２）アスリートビブス（腰）は個人で準備し、ランニングパンツ右側上部やや後方に貼り 付け

ること。ただし、８００ｍ以上のトラック競技については招集時に配布する。  

 

 

７．走高跳におけるバーの上げ方について  

種   目  性別  練習  競      技  

走高跳  男子  1m15  1m20～ 1m60 5cm ずつ  1m63 以上  3cm ずつ  

女子  1m05  1m10～ 1m45 5cm ずつ  1m48 以上  3cm ずつ  

  

 

８．競技場使用について  

（１）ウォーミングアップについては、 補助競技場を使用する。  

（２）選手・役員・補助員以外は競技場内に立ち入ることはできない。  

（３）貴重品の管理は各自で責任を 持って行い、ゴミは各校で持ち帰ること。また自分達の使用

した場所やその周辺の清掃も必ず責任をもって行うこと。  

（４）トイレはみんなが気持ちよく使えるように汚した時には自分がその場できれいにする こと。  

（５）新型コロナウィルス感染拡大防止のため、応援等はその一切を禁止する。  

（６）不審者や不審な行為をみつけた場合は、すみやかに近くの競技役員に連絡すること。  

 

９．その他  

（１）競技注意事項を熟読の上、円滑な競技運営ができるように協力すること。  

（２）競技場内・周辺ではルールやマナーを守ること。  

（３）主催者側でも消毒液を準備するが、各自除菌グッズを持参し、適宜感染防止に努めること。  

（４）選手は運動以外の場面、および招集時にも必ずマスクを着用すること。  

（５）下記の①～④に該当する場合は参加を認めない。  

   ①競技会当日の検温で 37.5 度を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。  

   ②発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。  

   ③過去２週間以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水など）で受診や服薬をした者。  

   ④同居者家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる者。  

（６）リザルトは Web に掲載する（掲示板への貼り出しはしない）。  

 

 

 



２０２２年４月１日 

丹有地区中体連陸上競技部 

  

令和４年度丹有記録会の開催について  

  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本陸上競技連盟の競技会再開におけるガイダンスおよび加古川

運動公園陸上競技場施設利用ガイドラインに沿って、安全・安心に配慮し開催します。  

概要については下記の通りです。  

  

【基本注意事項】  

１ 無観客開催  

   ・競技者、競技役員、チーム関係者（監督・顧問）のみ入場可能。  

２ 「３密」の回避  

   ・密閉（換気が悪い）・密集（多くの人が密集）・密接（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声） 

３ 感染症対策  

   ・手洗い（石けん）、手指消毒（アルコール消毒液）の徹底。  

   ・マスクの着用、咳エチケットの徹底。  

４ 参加者（競技者・審判員・チーム関係者）へのお願い  

   ・「３密」を避けた行動。  

   ・日頃からの検温、体調管理。  

   ・競技会終了後、２週間以内に発熱などの症状があった場合の報告。（最寄りの保健所、主催者へ）  

  

【大会参加について】  

 １ 競技者、チーム関係者には、所定の「体調管理チェックシート」の提出、検温を義務付ける。  

     また、保護者の参加承諾があること。  

２ 下記に該当する場合は大会に参加できない。  

   ①「体調管理チェックシート」の提出がない。  

   ②大会当日の朝の検温で３７．５℃を超え、強い倦怠感と息苦しさがある場合。  

   ③発熱がなくても風邪症状や体調不良がある者。  

   ④過去２週間以内に、風邪・感冒症状（発熱・せき・鼻水など）で受診や服薬をした者。  

   ⑤同居家族や知人・友人に感染が疑われる人がいる場合。  

  

【競技場への入場について】  

 １ 競技者、競技役員、チーム関係者の入場ゲートは正面玄関・メイングラウンド北側ゲートのみに限定す

る。受付は入口付近に設置する。  

２ 競技役員、競技者、チーム関係者には参加証を発行する。参加証の提示のない者は入場できない。 

３ 入場時に検温を実施する。 

    

【スタンド及び待機場所での注意事項】  

 １ 待機場所では、他の競技者との距離を十分確保し、使用不可表示のある座席は利用しないこと。  

 ２ 声を出しての応援、集団での応援は禁止する。  

 ３ 競技場外のコース付近での応援は自粛をお願いします。 

 

 【その他の注意事項】  

 １ リザルト、番組編成はＷebに掲載する。（掲示板への貼り出しはしない）  

 ２ 更衣室の利用については人数制限を行い短時間とする。また、シャワーの利用は禁止する。 

 ３ 競技場内全てのゴミ箱は撤収する。ゴミは各自でビニール袋に入れて持ち帰ること。  



開始
時刻

組数
人数

9:00 共通 男 四種１１０ｍＨ 8:40 ～ 8:50
１組
４名

開始
時刻

組数
人数

9:10 共通 男 　１１０ｍＨ（　1組・2組　） 8:50 ～ 9:00
２組

１７名
9:30 共通 男子 １組（18名） 9:00 ～ 9:10

１組
１８名

9:25 共通 女 四種１００ｍＨ 9:05 ～ 9:15
１組
８名

10:55 共通
女子
四種

１組（　名） 10:25 ～ 10:35
１組

　　名

9:35 共通 女 　１００ｍＨ（  １組～　３組　） 9:15 ～ 9:25
３組

２２名
12:40 共通

男子
四種

１組（　名） 12:10 ～ 12:20
１組

　　名

9:55 共通 男 　３０００ｍ（　1組　） 9:35 ～ 9:45
１組

２６名
14:40 共通 女子 １組（14名） 14:10 ～ 14:20

１組
１４名

10:15 共通 女 　１５００ｍ（　1組・2組　） 9:55 ～ 10:05
２組

３５名

10:35 共通 女 　１００ｍ（  １組～　5組　） 10:15 ～ 10:25

10:50 共通 女 　１００ｍ（　6組～　10組　） 10:30 ～ 10:40
開始
時刻

組数
人数

11:05 共通 女 　１００ｍ（  10組～　14組　） 10:45 ～ 10:55 9:30 共通 男子 １組（19名）Ａピット

11:35 共通 男 　１００ｍ（  １組～　5組　） 11:15 ～ 11:25 9:30 共通 男子 ２組（19名）Ｂピット

11:50 共通 男 　１００ｍ（　6組～　10組　） 11:30 ～ 11:40 12:30 共通 女子 １組（13名）Ａピット

12:05 共通 男 　１００ｍ（  11組～　15組　） 11:45 ～ 11:55 12:30 共通 女子 ２組（13名）Ｂピット

12:20 共通 男 　１００ｍ（  16組～　19組　） 12:00 ～ 12:10

開始
時刻

組数
人数

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

３８名
14:30 共通 男子 １組（11名）Aピット 14:00 ～ 14:10

１組
１１名

13:45 共通 女 　８００ｍ（　1組・2組　） 13:25 ～ 13:35 14:30 共通 女子 １組（2名） Bピット 14:00 ～ 14:10
１組
２名

13:55 共通 女 　８００ｍ（　3組・4組　） 13:35 ～ 13:45

14:10 共通 男 　２００ｍ（  1組～　3組　） 13:50 ～ 14:00

14:20 共通 男 　２００ｍ（  4組～　6組　） 14:00 ～ 14:10
開始
時刻

組数
人数

14:30 共通 女 　２００ｍ（  １組～　3組　） 14:10 ～ 14:20
３組

２０名
9:30 共通 男子 １組（18名） 9:00 ～ 9:10

１組
１８名

14:40 共通 女 四種２００ｍ 14:20 ～ 14:30
１組

　　名
11:00 共通

男子
四種

１組（　名） 10:30 ～ 10:40
１組

　　名

14:50 共通 男 　４００ｍ（  1組・2組　） 14:30 ～ 14:40
２組

１６名
12:45 共通

女子
四種

１組（　名） 12:15 ～ 12:25
１組

　　名

15:00 共通 男 四種４００ｍ 14:40 ～ 14:50
１組

　　名
14:30 共通 女子 １組（20名） 14:00 ～ 14:10

１組
２０名

15:10 共通 男 　１５００ｍ（　1組・2組　） 14:50 ～ 15:00

15:30 共通 男 　１５００ｍ（　3組・4組　） 15:10 ～ 15:20

15:50 共通 男 　１５００ｍ（　5組・6組　） 15:30 ～ 15:40
開始
時刻

組数
人数

16:10 共通 女 　４×１００ｍＲ 15:50 ～ 16:00
３組

21チーム
9:30 共通 女子 １組（23名） 9:00 ～ 9:10

１組
２３名

16:20 共通 男 　４×１００ｍＲ 16:00 ～ 16:10
３組

23チーム
12:30 共通 男子 １組（24名） 12:00 ～ 12:10

１組
２４名

 9:00

16:30

招集時刻
開始 ～ 完了

走幅跳

６組
４６名

招集時刻
開始 ～ 完了

２組
３８名

２組
２６名

～ 9:10

砲丸投

競技開始

競技終了

【トラック競技】 【フィールド競技】

走高跳種　目

招集時刻
開始 ～ 完了

9:00

第１回　丹有地区中学校陸上競技記録会　５月５日（木・祝）

招集時刻
開始 ～ 完了

三段跳

６組
９１名 円盤投

12:00 ～ 12:10

招集時刻
開始 ～ 完了

招集時刻
開始 ～ 完了

１４組
１１２名

１９組
１５０名

昼休憩

４組
４３名



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
ヒライ　ダイチ ケヤキダイ [12.10] フルヤ　ソラ ヨカワ [12.43]

2 60624 平井　大智(3) けやき台 2 35911 古谷　颯良(3) 吉川
ヤハタ　ヒビキ ミキヒガシ [12.12] タケウチ　アラシ ホウジョウ [12.42]

3 35662 八幡　響(2) 三木東 3 37513 竹内　嵐史(3) 北条
シミズ　ヒロト ヒカミ [11.62] マエヤマ　マサノリ オノ [12.29]

4 64401 清水　尋斗(3) 氷上 4 37147 前山　正憲(3) 小野
コンドウ　ヒサヨシ カスガ [11.88] オカムラ　ユウマ ミドリガオカ [12.13]

5 65103 近藤　久貴(2) 春日 5 35418 岡村　優磨(3) 緑が丘
キタウチ　ユウキ ササヤマ [11.80] モリモト　ヒロヤ イチジマ [12.23]

6 62121 北内　裕喜(3) 篠山 6 65348 森本　皓也(3) 市島
イチジマ　ユウキ ジユウガオカ [11.86] コウミョウ　ショウ ハッケイ [12.19]

7 35534 市島　悠貴(3) 自由が丘 7 60337 光明　翔(3) 八景
スズキ　シュンスケ ミキヒガシ [12.05] イシカワ　カイリ ササヤマ [12.34]

8 35656 鈴木　駿介(3) 三木東 8 62131 石川　翔琳(2) 篠山
カドイシ　アツキ ミドリガオカ [12.06] タガワ　タケル カスガ [12.34]

9 35413 角石　淳貴(3) 緑が丘 9 65100 田川　驍(2) 春日

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
フクモト　フウタ ハッケイ [12.62] ヤマモト　ソラ ケヤキダイ [12.81]

2 60340 福元　風太(3) 八景 2 60648 山本　颯空(2) けやき台
ヤマウチ　シュウキ カスガ [12.64] コハマ　リオン ユリノキダイ [12.81]

3 65195 山内　柊希(3) 春日 3 60916 小濱　凛音(3) ゆりのき台
バンドウ　ヒロフミ ナガサカ [12.45] タナカ　ユウゴ オノ [12.68]

4 60436 坂東　博文(3) 長坂 4 37123 田中　優剛(2) 小野
ニシワキ　リュウト イチジマ [12.50] フクイ　ショウマ ササヤマ [12.75]

5 65347 西脇　隆人(3) 市島 5 62133 福井　翔真(2) 篠山
マツシタ　サク タンナン [12.48] オオニシ　トモキ サンダガクエン [12.70]

6 62732 松下　朔久(3) 丹南 6 60122 大西　智樹(2) 三田学園
ナカノ　カズキ ヤシロ [12.52] キザキ　リョウ ユリノキダイ [12.75]

7 38118 中野　一稀(2) 社 7 60912 木崎　諒(3) ゆりのき台
トミイ　ハルト ミドリガオカ [12.56] ハシモト　カイト ヤシロ [12.79]

8 35458 冨井　晴翔(2) 緑が丘 8 38110 橋本　海音(3) 社
モリグチ　コウガ ユリノキダイ [12.54] フジイ　エイト ヤシロ [12.80]

9 60918 森口　煌雅(3) ゆりのき台 9 38101 藤井　瑛心(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
ナカガワ　ソウマ サンダガクエン [12.99] シンセイ　タカヤ アサヒガオカ [13.08]

2 60123 中川　颯真(2) 三田学園 2 37285 神生　嵩矢(3) 旭丘
ミゾバタ　ユウト ミキ [12.99] タニグチ　アイキ カイバラ [13.09]

3 35010 溝端　悠人(2) 三木 3 64111 谷口　愛希(2) 柏原
ムラカミ　タイヨウ サンナン [12.87] シミズ　ルキ ミキ [13.04]

4 64265 村上　太洋(3) 山南 4 35081 清水　琉煌(3) 三木
カキモト　ユウキ ホウジョウ [12.89] ハタナカ　シュウ ハサマ [13.03]

5 37525 柿本　悠貴(2) 北条 5 60509 畠中　志優(3) 狭間
タカイシ　ハルト ハサマ [12.84] イマサカ　リョウタ サンダガクエン [13.00]

6 60503 高石　陽士(3) 狭間 6 60106 今坂　瞭太(3) 三田学園
イマイ　シンノスケ ヨカワ [12.86] ヒオキ　アラン ササヤマ [13.00]

7 35906 今井　慎之介(3) 吉川 7 62122 火置　亜蘭(3) 篠山
アサクラ　カナタ ホウジョウ [12.95] ウエシマ　イオリ ヒカミ [13.07]

8 37515 朝倉　叶汰(3) 北条 8 64403 上島　伊織(3) 氷上
ナガサワ　レイヒト ヒカミ [12.97] コバ　ショウタ ジユウガオカ [13.06]

9 64425 長澤　礼仁(2) 氷上 9 35535 木場　翔太(3) 自由が丘
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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
ショロジ　トウマ ケヤキダイ [13.18] ムラタ　ケント タンナン [13.37]

2 60659 正呂地　斗真(2) けやき台 2 62704 村田　健斗(2) 丹南
イノウエ　ユウダイ オノ [13.20] ナガイ　ケイタ カスガ [13.36]

3 37142 井上　裕大(3) 小野 3 65105 長井　恵太(2) 春日
スズキ　ハヤト イズミ [13.14] フジエダ　レオ ヨカワ [13.29]

4 37823 鈴木　颯人(2) 泉 4 35920 藤枝　怜央(2) 吉川
アキヤマ　ユウタ サンダガクエン [13.10] キシモト　カイセイ ササヤマヒガシ [13.20]

5 60121 秋山　優太(2) 三田学園 5 62243 岸本　快晴(3) 篠山東
タケウチ　カブト イズミ [13.12] ヨコヤマ　ソラ ケヤキダイ [13.20]

6 37813 竹内　樺武斗(3) 泉 6 60657 横山　大空(2) けやき台
シダ　コウキ ミドリガオカ [13.09] ナカシマ　ユウキ タンナン [13.24]

7 35457 志田　煌來(2) 緑が丘 7 62701 中島　裕喜(2) 丹南
トミイ　ユウト ミドリガオカ [13.15] ニシサカ　タツキ ヒカミ [13.33]

8 35459 冨井　悠翔(2) 緑が丘 8 64413 西坂　竜希(3) 氷上
ニシナカ　アツシ ハッケイ [13.18] ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ [13.30]

9 60338 西中　篤史(3) 八景 9 62242 山本　匠人(3) 篠山東

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
フジモト　テッペイ サンナン [13.48] ニシヤマ　コウタ イチジマ [13.56]

2 64267 藤本　哲平(2) 山南 2 65353 西山　昊汰(2) 市島
ミツイ　ルイ カイバラ [13.48] サカタ　ハヤト ケヤキダイ [13.56]

3 64114 三井　琉生(2) 柏原 3 60653 坂田　隼人(2) けやき台
ヒロサカ　リンタロウ オノ [13.41] ゼンミョウ　ショウヤ サンナン [13.52]

4 37146 廣坂　倫太郎(3) 小野 4 64271 善明　翔也(2) 山南
イワタ　セイヤ ケヤキダイ [13.37] スワ　ユキト ハッケイ [13.52]

5 60620 岩田　征也(3) けやき台 5 60351 諏訪　勇希人(2) 八景
テラダ　ヒロキ ハサマ [13.40] ナカムラ　コウノスケ ハサマ [13.51]

6 60527 寺田　大輝(2) 狭間 6 60523 中村　恒之介(2) 狭間
ウエナカ　ブンタ ハサマ [13.43] オオガキ　タイセイ サンナン [13.55]

7 60526 上仲　文太(2) 狭間 7 64270 大垣　太誠(2) 山南
ヤマサキ　ハルヒ カミ [13.45] ツジ　コウヘイ イズミ [13.55]

8 38904 山﨑　春陽(2) 加美 8 37824 辻　晃平(2) 泉
アラキ　コウタ カミ [13.45] オガタ　ハルト ユリノキダイ [13.55]

9 38905 荒木　孝太(2) 加美 9 60935 緒方　遥斗(2) ゆりのき台

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
イワタ　カズキ ユリノキダイ [13.75] タナカ　ケンセイ アサヒガオカ [13.78]

2 60932 岩田　一喜(2) ゆりのき台 2 37287 田中　健聖(3) 旭丘
オカダ　ガク カスガ [13.70] イモト　コテツ タンナン [13.80]

3 65101 岡田　岳(2) 春日 3 62736 井本　虎鉄(3) 丹南
ナカムラ　キリク ミキヒガシ [13.57] マツナミ　シュリ ヒカミ [13.76]

4 35668 中村　葵利玖(2) 三木東 4 64424 松浪　朱璃(2) 氷上
ドイ　リュウセイ ミキヒガシ [13.57] センゴク　フウマ ユリノキダイ [13.75]

5 35666 土井　流星(2) 三木東 5 60940 千石　楓真(2) ゆりのき台
オギノ　ハルト サンナン [13.64] アシダ　ショウタ カイバラ [13.76]

6 64269 荻野　陽翔(2) 山南 6 64106 蘆田　翔太(2) 柏原
ウエノ　ユウト タンナン [13.60] コンドウ　ゼンタロウ ヒカミ [13.76]

7 62737 植野　優翔(3) 丹南 7 64428 近藤　禅太郎(2) 氷上
ミズグチ　ライト オノ [13.64] ヤスダ　タツキ ヤシロ [13.77]

8 37126 水口　来翔(2) 小野 8 38141 安田　樹生(2) 社
ナカノ　トウマ ハッケイ [13.68] アダチ　イブキ ヒカミ [13.76]

9 60352 仲野　斗眞(2) 八景 9 64429 足立　伊吹(2) 氷上
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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
ムラオカ　シンノスケ サンナン [13.93] イイジマ　タイキ ユリノキダイ [14.18]

2 64264 村岡　真之介(3) 山南 2 60931 飯島　大輝(2) ゆりのき台
ヤマシカ　シュンスケ ハッケイ [13.94] ミセ　ショウタ イズミ [14.18]

3 60333 山鹿　俊輔(3) 八景 3 37826 三瀬　翔太(2) 泉
センゴク　テッペイ イズミ [13.82] イノウエ　ショウタ ミドリガオカ [14.08]

4 37812 千石　哲平(3) 泉 4 35401 井上　翔太(3) 緑が丘
ナカオ　イオリ アサヒガオカ [13.90] ムラタ　シキ イズミ [14.12]

5 37211 中尾　伊織(2) 旭丘 5 37827 村田　獅来(2) 泉
ワダ　ユウヤ ヤシロ [13.83] コバシ　ジン ヒカミ [14.06]

6 38142 和田　悠哉(2) 社 6 64427 小橋　仁(2) 氷上
ツノカワ　ケイジ ケヤキダイ [13.88] ニシキ　ショウタ ヨカワ [14.01]

7 60656 角川　慶治(2) けやき台 7 35919 錦　将汰(2) 吉川
クラモト　コウキ ユリノキダイ [13.92] フジタ　リョウセイ ミドリガオカ [14.12]

8 60915 倉本　昊輝(3) ゆりのき台 8 35467 藤田　涼生(2) 緑が丘
フキ　エイタ カスガ [13.91] コウヅキ　ケンシン オノ [14.15]

9 65104 婦木　瑛太(2) 春日 9 37122 上月　兼臣(2) 小野

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
シオカワ　タイチ ハッケイ [14.42] サカイ　ソウスケ ササヤマ [14.74]

2 60342 塩川　太一(3) 八景 2 62132 酒井　宗介(2) 篠山
ヨシオカ　シュン ミドリガオカ [14.44] クラモト　ソウシ ケヤキダイ [14.77]

3 35471 吉岡　駿(2) 緑が丘 3 60641 倉本　湊司(2) けやき台
キダ　ダイゴ ミキヒガシ [14.24] アカマツ　ケンタ ミキヒガシ [14.46]

4 35654 木多　大鼓(3) 三木東 4 35660 赤松　健太(2) 三木東
アサクラ　アオイ ホウジョウ [14.33] トビナガ　ケイイチロウ ユリノキダイ [14.53]

5 37531 朝倉　碧生(2) 北条 5 60945 飛永　圭一郎(2) ゆりのき台
セガワ　トウマ カイバラ [14.19] フジワラ　ソウタ イズミ [14.55]

6 64110 瀬川　斗誠(2) 柏原 6 37825 藤原　颯大(2) 泉
コイズミ　ライド イズミ [14.31] イモト　アキヒロ タンナン [14.50]

7 37821 小泉　頼斗(2) 泉 7 62703 井本　陽大(2) 丹南
カワギシ　センジュ ヒカミ [14.36] カキウチ　リョウスケ ユリノキダイ [14.58]

8 64421 川岸　宜樹(2) 氷上 8 60936 垣内　崚佑(2) ゆりのき台
カワイ　ユウマ ミドリガオカ [14.36] オオエ　リツキ ユリノキダイ [14.70]

9 35407 河井　祐真(3) 緑が丘 9 60951 大江　琉月(2) ゆりのき台

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
フジイ　ケイト ハッケイ [14.93] タタラ　ハクエイ ユリノキダイ [15.94]

2 60354 藤井　慶仁(2) 八景 3 60941 多田羅　白瑛(2) ゆりのき台
サイトウ　ソラ ミドリガオカ [14.98] ノモト　ソウスケ ヒカミ [15.11]

3 35456 斉藤　蒼空(2) 緑が丘 4 64426 野本　蒼介(2) 氷上
マエカワ　ヤマト ミドリガオカ [14.80] ヒロオカ　ソウタ カイバラ [15.03]

4 35414 前川　大和(3) 緑が丘 5 64112 廣岡　颯太(2) 柏原
オカ　ヨウタ ホウジョウ [14.83] ナカタニ　ユウセイ イチジマ [15.07]

5 37521 岡　要汰(2) 北条 6 65346 中谷　友星(3) 市島
ミヤノ　コウイチ カイバラ [14.78] イケダ　ケンユウ ヨカワ [15.28]

6 64115 宮野　幸一(2) 柏原 7 35915 池田　絹悠(2) 吉川
サイメン　イツキ イズミ [14.87] フジタ　シュウゴ カミ [15.65]

7 37822 西面　樹(2) 泉 8 38917 藤田　宗梧(3) 加美
カドイシ　セイジロウ ユリノキダイ [14.90] マツモト　コウガ ハサマ [15.49]

8 60937 角石　清仁朗(2) ゆりのき台 9 60528 松本　光雅(2) 狭間
ツジ　オウダイ ユリノキダイ [14.87]

9 60944 辻　桜大(2) ゆりのき台
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共通男子100m

〈〈 決勝 〉〉

19組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウ　キョウタロウ タンナン [17.05]

3 62705 伊納　恭太郎(2) 丹南
アサノ　ケント カミ [16.18]

4 38900 浅野　健斗(2) 加美
カナオ　スバル ミドリガオカ [16.63]

5 35454 金尾　昴(2) 緑が丘
コンドウ　ソウタ タンナン [16.17]

6 62706 近藤　颯太(2) 丹南
ミヤジマ　ダイゴ ハサマ [15.99]

7 60521 宮島　大剛(2) 狭間
ツキオ　セラ カイバラ [16.64]

8 64109 月尾　惺良(2) 柏原
ヤブタ　オウキ ナガサカ [16.64]

9 60441 藪田　旺希(2) 長坂

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
マツシタ　サク タンナン [25.31] タカハシ　イッサ カミ [26.56]

2 62732 松下　朔久(3) 丹南 2 38915 髙橋　一咲(3) 加美
イシカワ　カイリ ササヤマ [25.44] ワタナベ　コウセイ カミ [26.68]

3 62131 石川　翔琳(2) 篠山 3 38920 渡邉　皓清(3) 加美
タノウエ　ダイキ ケヤキダイ [24.98] ナカタニ　ユウト アサヒガオカ [25.92]

4 60623 田上　大貴(3) けやき台 4 37284 中谷　悠人(3) 旭丘
シミズ　ヒロト ヒカミ [24.01] バンドウ　ヒロフミ ナガサカ [26.03]

5 64401 清水　尋斗(3) 氷上 5 60436 坂東　博文(3) 長坂
コンドウ　ヒサヨシ カスガ [24.75] ウエシマ　イオリ ヒカミ [26.00]

6 65103 近藤　久貴(2) 春日 6 64403 上島　伊織(3) 氷上
キタウチ　ユウキ ササヤマ [24.14] ヒラタ　コタロウ オノ [25.84]

7 62121 北内　裕喜(3) 篠山 7 37145 平田　琥大朗(3) 小野
ヒライ　ダイチ ケヤキダイ [25.23] タガワ　タケル カスガ [26.06]

8 60624 平井　大智(3) けやき台 8 65100 田川　驍(2) 春日
コウミョウ　ショウ ハッケイ [25.23] フクイ　ショウマ ササヤマ [26.50]

9 60337 光明　翔(3) 八景 9 62133 福井　翔真(2) 篠山

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
ヨノ　ユウスケ サンダガクエン [27.00] スワ　ユキト ハッケイ [28.38]

2 60105 與ノ　釉祐(3) 三田学園 2 60351 諏訪　勇希人(2) 八景
ハヤシ　ユウマ タンナン [27.00] エノモト　ソウイチロウ フジ [28.30]

3 62741 林　悠真(3) 丹南 3 60731 榎本　壮一郎(2) 富士
タニグチ　アイキ カイバラ [26.76] ニシナカ　アツシ ハッケイ [27.44]

4 64111 谷口　愛希(2) 柏原 4 60338 西中　篤史(3) 八景
ワダ　ユウキ ユリノキダイ [26.72] アダチ　イブキ ヒカミ [27.00]

5 60911 和田　悠生(3) ゆりのき台 5 64429 足立　伊吹(2) 氷上
フジワラ　ユウト カミ [26.99] ゼンミョウ　ショウヤ サンナン [27.63]

6 38918 藤原　悠人(3) 加美 6 64271 善明　翔也(2) 山南
ナガサワ　レイヒト ヒカミ [27.00] ミツイ　ルイ カイバラ [27.45]

7 64425 長澤　礼仁(2) 氷上 7 64114 三井　琉生(2) 柏原
ヤモチ　リュウダイ タンナン [27.00] ナカムラ　コウノスケ ハサマ [28.23]

8 62733 矢持　龍大(3) 丹南 8 60523 中村　恒之介(2) 狭間
コンドウ　ゼンタロウ ヒカミ [27.00] タカオカ　ヒロト ケヤキダイ [28.25]

9 64428 近藤　禅太郎(2) 氷上 9 60647 髙岡　大豊(2) けやき台

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
マツザキ　リキヤ フジ [31.79] ショロジ　トウマ ケヤキダイ

3 60708 松崎　力也(3) 富士 3 60659 正呂地　斗真(2) けやき台
シミズ　カムイ サンダガクエン [29.00] オオノ　マサキ カミ [26:00.00]

4 60103 清水　神衣(3) 三田学園 4 38914 大野　真旗(3) 加美
モリ　コウタロウ ヤシロ [28.83] ツキオ　セラ カイバラ [32.00]

5 38104 森　恒太朗(3) 社 5 64109 月尾　惺良(2) 柏原
ウラノ　ジュダイ ケヤキダイ [29.09] オクムラ　リュウセイ ヨカワ [32.36]

6 60646 浦野　寿大(2) けやき台 6 35910 奥村　龍生(3) 吉川
オオガミ　トモキ サンダガクエン [29.50] モリヤス　コウタ カミ [26:00.00]

7 60101 大上　智輝(3) 三田学園 7 38919 森安　康太(3) 加美
アダチ　ユウト アオガキ [29.95] ヤブタ　オウキ ナガサカ

8 64852 足立　悠斗(3) 青垣 8 60441 藪田　旺希(2) 長坂
ヒロオカ　ソウタ カイバラ [31.00] ウエナカ　ブンタ ハサマ

9 64112 廣岡　颯太(2) 柏原 9 60526 上仲　文太(2) 狭間
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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
タニ　ユウマ ユリノキダイ [1:04.42] タカオカ　ヒロト ケヤキダイ

2 60942 谷　夢真(2) ゆりのき台 2 60647 髙岡　大豊(2) けやき台
クスノセ　コウヘイ ユリノキダイ [1:04.00] フジノ　アオイ タンナン [1:15.00]

3 60913 楠瀬　航平(3) ゆりのき台 3 62708 藤野　碧海(2) 丹南
ハセガワ　ダイ ハッケイ [1:00.21] ナカモリ　コウタ ヒカミ [1:06.47]

4 60339 長谷川　大愛(3) 八景 4 64411 中森　康太(3) 氷上
ヤモチ　リュウダイ タンナン [53.68] ナガイ　ケイタ カスガ [1:04.69]

5 62733 矢持　龍大(3) 丹南 5 65105 長井　恵太(2) 春日
オギノ　リョウヘイ カスガ [1:00.05] ニシヤマ　コウタ イチジマ [1:06.00]

6 65192 荻野　稜平(3) 春日 6 65353 西山　昊汰(2) 市島
ニシワキ　リュウト イチジマ [1:00.19] ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ [1:05.00]

7 65347 西脇　隆人(3) 市島 7 62252 吉田　卓也(2) 篠山東
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ [1:02.35] オオガキ　タイセイ サンナン [1:15.00]

8 60904 夛川　琳太朗(3) ゆりのき台 8 64270 大垣　太誠(2) 山南
ヨコヤマ　ソラ ケヤキダイ [1:03.87] スミダ　ショウタ ユリノキダイ [1:08.66]

9 60657 横山　大空(2) けやき台 9 60903 住田　祥太(3) ゆりのき台
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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
タガシラ　コウノスケ ユリノキダイ [2:20.78] マツバラ　チヒロ アオガキ [2:29.30]

1 60908 田頭　昊之助(3) ゆりのき台 1 64813 松原　千紘(2) 青垣
タニ　ユウマ ユリノキダイ [2:20.00] アダチ　ユウゴ アオガキ [2:29.30]

2 60942 谷　夢真(2) ゆりのき台 2 64851 足立　雄悟(3) 青垣
ヤマモト　ハルト ハッケイ [2:20.00] クワノ　ユウセイ ミキ [2:29.89]

3 60355 山本　遥大(2) 八景 3 35080 桑野　友誠(3) 三木
フジモト　タカアキ イズミ [2:19.91] ヒガシラ　アキト ハッケイ [2:28.01]

4 37811 藤本　宇瑛(3) 泉 4 60353 東良　輝翔(2) 八景
アカサカ　ユウスケ ハッケイ [2:03.47] イバ　ハヤト カイバラ [2:24.39]

5 60331 赤坂　勇輔(3) 八景 5 64107 射場　果椰人(2) 柏原
ヤマモト　レン ミドリガオカ [2:11.48] カンナン　トモキ タンナン [2:25.39]

6 35410 山本　蓮(3) 緑が丘 6 62739 河南　知希(3) 丹南
コンドウ　リョウタ カスガ [2:09.93] タカハラ　ソウタ アサヒガオカ [2:24.58]

7 65193 近藤　涼太(3) 春日 7 37281 髙原　颯大(3) 旭丘
ヤマモト　タカミチ ササヤマ [2:15.00] オカダ　ヒロユキ ミキ [2:21.40]

8 62123 山本　昂導(3) 篠山 8 35079 岡田　祐幸(3) 三木
オオキ　テルキ ヒカミ [2:14.89] アシダ　ワタル カスガ [2:27.15]

9 64409 大木　輝星(3) 氷上 9 65112 芦田　航(2) 春日
タニ　ケイタ ユリノキダイ [2:07.48] ヨコタ　ユウト ホウジョウ [2:27.06]

10 60905 谷　佳汰(3) ゆりのき台 10 37512 横田　悠斗(3) 北条
サカイ　レント タンナン [2:18.39] ナカモリ　コウタ ヒカミ [2:28.72]

11 62742 酒井　蓮斗(3) 丹南 11 64411 中森　康太(3) 氷上
ホソミ　タイシ カスガ [2:16.14] ニシモト　テッペイ アオガキ [2:27.24]

12 65194 細見　大志(3) 春日 12 64812 西本　徹平(2) 青垣
ナカミチ　ユウキ カミ [2:16.84] キリタニ　ソウ タンナン [2:25.98]

13 38916 中道　湧己(3) 加美 13 62731 桐谷　創(3) 丹南

3組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
エノモト　カイト ミドリガオカ

1 35452 榎本　海斗(2) 緑が丘
イトウ　ソウマ ハサマ [2:43.58]

2 60525 伊藤　聡馬(2) 狭間
ヨシダ　タクヤ ササヤマヒガシ [2:30.27]

3 62252 吉田　卓也(2) 篠山東
クロダ　コウキ サンナン [2:30.00]

4 64268 黒田　昂樹(2) 山南
ワダ　リュウタ サンナン [2:30.00]

5 64272 和田　琉汰(2) 山南
フクオカ　ハル アサヒガオカ [2:32.15]

6 37286 福岡　晴流(3) 旭丘
ヤマモト　タイヨウ ササヤマ [2:35.08]

7 62134 山本　太陽(2) 篠山
オオヒラ　ミチト ユリノキダイ [2:32.87]

8 60934 大平　路人(2) ゆりのき台
テラダ　タクヤ ヒカミ [2:40.20]

9 64402 寺田　拓也(3) 氷上
マエカワ　リク ヒカミ [2:32.43]

10 64422 前川　凛空(2) 氷上
ナガサキ　カンタ ハサマ [2:32.57]

11 60522 長崎　勘太(2) 狭間
オオツキ　ユウト カイバラ [2:40.00]

12 64108 大槻　優翔(2) 柏原
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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
フクヅミ　キイチ ケヤキダイ [4:35.31] ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ [4:46.86]

1 60625 福積　輝一(3) けやき台 1 62241 波部　尚樹(3) 篠山東
フジタ　ルア ミキ [4:38.18] コヤマ　リョウガ ナガサカ [4:47.67]

2 35082 藤多　琉碧(3) 三木 2 60439 小山　諒月(3) 長坂
ウスイ　タツキ ヒカミ [4:37.09] タナカ　ケイタ カイバラ [4:51.89]

3 64417 臼井　樹生(3) 氷上 3 64100 田中　敬大(3) 柏原
ヤマモト　タカミチ ササヤマ [4:40.00] ウノ　リョウゴ ニシワキ [4:49.82]

4 62123 山本　昂導(3) 篠山 4 34520 宇野　僚悟(3) 西脇
ヨシダ　ユキヒロ アサヒガオカ [4:36.50] カネイ　マサモリ ササヤマヒガシ [4:49.47]

5 37283 吉田　幸弘(3) 旭丘 5 62253 兼井　勝盛(2) 篠山東
イワサキ　カナデ ミドリガオカ [4:36.59] スガワラ　トシヤ ケヤキダイ [4:41.37]

6 35451 岩崎　奏(2) 緑が丘 6 60622 菅原　俊哉(3) けやき台
サエキ　ユヅキ ニシワキミナミ [4:20.00] ツチモチ　アサヒ ユリノキダイ [4:41.66]

7 34710 佐伯　優月(3) 西脇南 7 60906 土持　朝陽(3) ゆりのき台
アカサカ　ユウスケ ハッケイ [4:16.79] ヨコヤマ　タツキ ミドリガオカ [4:42.42]

8 60331 赤坂　勇輔(3) 八景 8 35406 横山　達己(3) 緑が丘
カワイ　ジナン オノ [4:27.91] ミマ　ケイト ヒカミ [4:40.05]

9 37144 河合　仁楠(3) 小野 9 64405 美馬　慶斗(3) 氷上
ミゾモト　チカト ナガサカ [4:30.06] ウライ　ソウタ ミキヒガシ [4:45.02]

10 60437 溝本　慎斗(3) 長坂 10 35667 浦井　蒼太(2) 三木東
コバヤシ　タイガ タンナン [4:35.12] ナカオ　ヒナタ ミキヒガシ [4:45.01]

11 62744 小林　大河(3) 丹南 11 35665 中尾　陽向(2) 三木東
カナイ　ユウマ ヒカミ [4:33.96] オオキ　テルキ ヒカミ [4:46.10]

12 64404 金井　悠真(3) 氷上 12 64409 大木　輝星(3) 氷上
ウジハラ　キョウシロウ ハサマ [4:32.01] クスノキ　カツユキ ミキヒガシ [4:45.00]

13 60501 氏原　京志郎(3) 狭間 13 35664 楠　克元(2) 三木東
イシイ　ソウア ミキヒガシ [4:33.07] コンドウ　リョウタ カスガ [4:43.99]

14 35663 石井　颯亜(2) 三木東 14 65193 近藤　涼太(3) 春日
アベ　アツヒサ オノ [4:33.94] ツジ　テッセイ サンダガクエン [4:45.22]

15 37141 阿部　篤尚(3) 小野 15 60104 辻　哲成(3) 三田学園
スギオカ　シノブ ニシワキミナミ [4:35.00]

16 34720 杉岡　志信(2) 西脇南

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
イケダ　リョウマ ミドリガオカ [4:57.96] ヤマモト　タイヨウ ササヤマ [5:07.85]

1 35412 池田　燎真(3) 緑が丘 1 62134 山本　太陽(2) 篠山
ワキミズ　コウスケ ケヤキダイ [4:56.29] アリマ　ダイキ アオガキ [5:06.11]

2 60644 脇水　康佑(2) けやき台 2 64854 有馬　大喜(3) 青垣
ホソミ　タイシ カスガ [4:56.24] アダチ　ユウゴ アオガキ [5:05.33]

3 65194 細見　大志(3) 春日 3 64851 足立　雄悟(3) 青垣
ナカニシ　ユウト ハサマ [4:56.85] イド　ソウタ カスガ [5:08.18]

4 60504 中西　優人(3) 狭間 4 65109 井土　颯大(2) 春日
ウツノミヤ　リク ケヤキダイ [4:57.75] コバヤシ　ソウタ ヤシロ [5:07.77]

5 60640 宇都宮　陸(2) けやき台 5 38115 小林　蒼汰(2) 社
カタヤマ　ユウリ カスガ [4:52.29] ニシモト　テッペイ アオガキ [5:00.40]

6 65191 片山　悠里(3) 春日 6 64812 西本　徹平(2) 青垣
タカミ　オアシ イズミ [4:52.62] フジワラ　ノゾム オノ [5:00.98]

7 37810 高見　蒼士(3) 泉 7 37125 藤原　希(2) 小野
カミオク　コウダイ オノ [4:52.67] ムカイ　ハルキ ケヤキダイ [4:58.23]

8 37143 上奥　航大(3) 小野 8 60629 向井　春生(3) けやき台
マツモト　レイ ハサマ [4:52.71] マツモト　カナト ニシワキミナミ [5:00.00]

9 60524 松本　怜維(2) 狭間 9 34723 松本　奏音(2) 西脇南
イバ　ハヤト カイバラ [4:54.18] マエカワ　リク ヒカミ [5:04.61]

10 64107 射場　果椰人(2) 柏原 10 64422 前川　凛空(2) 氷上
アダチ　タカトシ ヒカミ [4:56.08] マツバラ　チヒロ アオガキ [5:01.50]

11 64416 足立　昂駿(3) 氷上 11 64813 松原　千紘(2) 青垣
ミナミ　タイセイ ナガサカ [4:53.48] ニシ　ユズキ ヤシロ [5:05.00]

12 60438 南　大晴(3) 長坂 12 38119 西　祐澄哉(2) 社
ハヤシ　ユウマ タンナン [4:53.06] ヒガシラ　アキト ハッケイ [5:01.48]

13 62741 林　悠真(3) 丹南 13 60353 東良　輝翔(2) 八景
シライ　ヒロト ハッケイ [4:55.27] オカダ　ジュン ミドリガオカ [5:02.40]

14 60332 白井　大翔(3) 八景 14 35453 岡田　潤(2) 緑が丘
オギノ　リョウヘイ カスガ [4:55.36] ナンペイ　ユウスケ ミドリガオカ [5:03.71]

15 65192 荻野　稜平(3) 春日 15 35462 南平　悠介(2) 緑が丘
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共通男子1500m

〈〈 決勝 〉〉

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
マツモト　シュウセイ カスガ [5:23.03] オカダ　トウマ イチジマ [5:52.44]

1 65111 松本　秀成(2) 春日 1 65351 岡田　柊真(2) 市島
キムラ　タイチ ヤシロ [5:17.31] ミツイ　テルト ユリノキダイ [6:09.84]

2 38125 木村　太一(2) 社 2 60949 三井　輝人(2) ゆりのき台
アシダ　ワタル カスガ [5:24.50] ワダ　リュウタ サンナン [5:33.37]

3 65112 芦田　航(2) 春日 3 64272 和田　琉汰(2) 山南
クロダ　コウキ サンナン [5:15.71] キラ　ソウマ ユリノキダイ [5:54.64]

4 64268 黒田　昂樹(2) 山南 4 60939 吉良　颯真(2) ゆりのき台
タカシマ　ユウタ ケヤキダイ [5:26.48] タムラ　ナオハル ユリノキダイ [6:10.53]

5 60655 高嶋　悠太(2) けやき台 5 60943 田村　尚晴(2) ゆりのき台
ナガサキ　カンタ ハサマ [5:09.37] イトウ　ソウマ ハサマ [5:27.14]

6 60522 長崎　勘太(2) 狭間 6 60525 伊藤　聡馬(2) 狭間
ケンザカ　ツバサ ホウジョウ [5:10.00] テラダ　タクヤ ヒカミ [5:27.77]

7 37526 見坂　翼(2) 北条 7 64402 寺田　拓也(3) 氷上
ホマエ　リョウ ニシワキ [5:10.00] ヤマシタ　ユウ ケヤキダイ [5:27.69]

8 34527 帆前　亮(3) 西脇 8 60642 山下　悠(2) けやき台
オカミ　マナブ ケヤキダイ [5:08.22] ホリ　コウタロウ ユリノキダイ [5:28.14]

9 60621 岡見　学(3) けやき台 9 60948 堀　浩太朗(2) ゆりのき台
シモムラ　ハルヤ ヤシロ [5:14.00] トダ　ユキト アサヒガオカ [5:31.59]

10 38116 下山　晴也(2) 社 10 37212 戸田　侑杜(2) 旭丘
ナカオ　レク ニシワキ [5:10.00] ワダ　ジオ ケヤキダイ [5:28.15]

11 34529 中尾　漣玖(3) 西脇 11 60645 和田　ジオ(2) けやき台
ニシムラ　タケル ミドリガオカ [5:11.51] モリタ　ケイスケ ミドリガオカ [5:28.99]

12 35463 西村　武琉(2) 緑が丘 12 35468 森田　啓介(2) 緑が丘
サワイズミ　コウ ケヤキダイ [5:11.23] オオツキ　ユウト カイバラ [5:32.79]

13 60654 澤泉　光(2) けやき台 13 64108 大槻　優翔(2) 柏原
キタノ　ヒデアキ オノ [5:12.42] ヨコイ　リョウダイ ケヤキダイ [5:33.05]

14 37121 北野　秀明(2) 小野 14 60643 横井　亮大(2) けやき台
ナス　タイガ ユリノキダイ [5:13.88] アズキ　コウマ ササヤマヒガシ [5:30.63]

15 60946 那須　大河(2) ゆりのき台 15 62240 小豆　晄真(3) 篠山東

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子3000m

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
カシハラ　ヒロト サンダガクエン [11:50.10]

1 60126 樫原　優斗(2) 三田学園
コウダ　カイシ ミドリガオカ [11:03.45]

2 35455 幸田　海心(2) 緑が丘
マツモト　レイ ハサマ [10:51.00]

3 60524 松本　怜維(2) 狭間
アダチ　タカトシ ヒカミ [10:28.66]

4 64416 足立　昂駿(3) 氷上
タナカ　ケイタ カイバラ [11:45.00]

5 64100 田中　敬大(3) 柏原
キシダ　イツキ ケヤキダイ [10:21.26]

6 60652 岸田　樹(2) けやき台
カナイ　ユウマ ヒカミ [10:14.15]

7 64404 金井　悠真(3) 氷上
マツモト　ミズキ オノ [10:10.40]

8 37148 松本　瑞輝(3) 小野
イナムラ　ユウタ ヤシロ [10:05.79]

9 38111 稲村　優汰(2) 社
カシワラ　ユウイチ ホウジョウ [10:00.00]

10 37511 柏原　悠一(3) 北条
ミゾモト　チカト ナガサカ [9:52.12]

11 60437 溝本　慎斗(3) 長坂
ウジハラ　キョウシロウ ハサマ [9:46.14]

12 60501 氏原　京志郎(3) 狭間
キタザワ　ソウマ サンダガクエン [9:40.41]

13 60102 北澤　宗馬(3) 三田学園
サエグサ　コハク ホウジョウ [9:34.85]

14 37510 三枝　琥珀(3) 北条
ヤノ　ショウゴ ジユウガオカ [9:41.81]

15 35530 矢野　将梧(3) 自由が丘
コバヤシ　タイガ タンナン [9:47.65]

16 62744 小林　大河(3) 丹南
ウスイ　タツキ ヒカミ [9:59.21]

17 64417 臼井　樹生(3) 氷上
スガワラ　トシヤ ケヤキダイ [10:04.49]

18 60622 菅原　俊哉(3) けやき台
フクオカ　ユウマ サンダガクエン [10:08.40]

19 60124 福岡　雄馬(2) 三田学園
ミマ　ケイト ヒカミ [10:12.26]

20 64405 美馬　慶斗(3) 氷上
ハベ　ナオキ ササヤマヒガシ [10:20.37]

21 62241 波部　尚樹(3) 篠山東
フクモト　カズマ オノ [10:23.53]

22 37124 福本　一真(2) 小野
コヤマ　リョウガ ナガサカ [10:24.86]

23 60439 小山　諒月(3) 長坂
ナカニシ　ユウト ハサマ [10:45.11]

24 60504 中西　優人(3) 狭間
カネイ　マサモリ ササヤマヒガシ [10:57.00]

25 62253 兼井　勝盛(2) 篠山東
ミナミ　タイセイ ナガサカ [10:24.30]

26 60438 南　大晴(3) 長坂
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共通男子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
キシモト　カイセイ ササヤマヒガシ [20.13] ヤマウチ　シュウキ カスガ [26.26]

1 62243 岸本　快晴(3) 篠山東 2 65195 山内　柊希(3) 春日
ニシムラ　エイシン タンナン [20.35] カワギシ　センジュ ヒカミ [23.00]

2 62740 西村　瑛心(3) 丹南 3 64421 川岸　宜樹(2) 氷上
ニシダ　ユウイ ヒカミ [20.06] セガワ　トウマ カイバラ [21.04]

3 64418 西田　侑生(3) 氷上 4 64110 瀬川　斗誠(2) 柏原
イシダ　シュウヤ イチジマ [16.22] アラキ　リョウガ タンナン [20.45]

4 65342 石田　柊哉(3) 市島 5 62738 荒木　稜河(3) 丹南
ナガイ　キリト イチジマ [18.00] フジモト　カズホ ヒカミ [20.67]

5 65352 永井　葵里斗(2) 市島 6 64412 藤本　一歩(3) 氷上
ヒライ　ユウキ ニシワキミナミ [18.19] ヤマモト　ソラ ケヤキダイ [21.12]

6 34711 平井　佑樹(3) 西脇南 7 60648 山本　颯空(2) けやき台
マツイ　アキト ミドリガオカ [17.66] アシダ　ショウタ カイバラ [21.47]

7 35409 松居　暉大(3) 緑が丘 8 64106 蘆田　翔太(2) 柏原
キシ　ユウスケ ニシワキ [19.50] ナカヒガシ　トワ ハッケイ [21.00]

8 34534 来住　侑亮(2) 西脇 9 60336 中東　斗我(3) 八景
タカセ　イチカ ニシワキ [19.50]

9 34538 高瀬　伊周(2) 西脇
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共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ニシワキ [49.50] カスガ [48.00]

2 西脇 6 春日
[  ] ウノ　リョウゴ [  ] フカセ　コウキ [  ] ナカオ　レク [  ] タガワ　タケル [  ] オカダ　ガク [  ] コンドウ　ヒサヨシ

34520 宇野 僚悟(3) 34525 深瀬 光貴(3) 34529 中尾 漣玖(3) 65100 田川 驍(2) 65101 岡田 岳(2) 65103 近藤 久貴(2)

[  ] キシ　ユウスケ [  ] サカグチ　フウヤ [  ] タカセ　イチカ [  ] ナガイ　ケイタ [  ] ゴトウ　サク [  ] ヤマウチ　シュウキ

34534 来住 侑亮(2) 34536 阪口 楓弥(2) 34538 高瀬 伊周(2) 65105 長井 恵太(2) 65106 後藤 朔(2) 65195 山内 柊希(3)

ミキヒガシ [49.50] イチジマ [46.50]

3 三木東 7 市島
[  ] キダ　ダイゴ [  ] スズキ　シュンスケ [  ] アカマツ　ケンタ [  ] ミズシマ　セイノスケ [  ] イシダ　シュウヤ [  ] キノシタ　ヨウタ

35654 木多 大鼓(3) 35656 鈴木 駿介(3) 35660 赤松 健太(2) 65341 水嶋 誠之介(3) 65342 石田 柊哉(3) 65343 木下 鷹大(3)

[  ] ミナミ　ユウスケ [  ] ヤハタ　ヒビキ [  ] ナカムラ　キリク [  ] ニシワキ　リュウト [  ] モリモト　ヒロヤ [  ] ナガイ　キリト

35661 南 友介(2) 35662 八幡 響(2) 35668 中村 葵利玖(2) 65347 西脇 隆人(3) 65348 森本 皓也(3) 65352 永井 葵里斗(2)

ササヤマ [48.00] ヒカミ [49.00]

4 篠山 8 氷上
[  ] キタウチ　ユウキ [  ] ヒオキ　アラン [  ] ヤマモト　タカミチ [  ] シミズ　ヒロト [  ] ウエシマ　イオリ [  ] ニシサカ　タツキ

62121 北内 裕喜(3) 62122 火置 亜蘭(3) 62123 山本 昂導(3) 64401 清水 尋斗(3) 64403 上島 伊織(3) 64413 西坂 竜希(3)

[  ] イシカワ　カイリ [  ] サカイ　ソウスケ [  ] フクイ　ショウマ [  ] ニシダ　ユウイ [  ] マツナミ　シュリ [  ] ナガサワ　レイヒト

62131 石川 翔琳(2) 62132 酒井 宗介(2) 62133 福井 翔真(2) 64418 西田 侑生(3) 64424 松浪 朱璃(2) 64425 長澤 礼仁(2)

ケヤキダイ [47.50] タンナン [49.50]

5 けやき台 9 丹南
[  ] タノウエ　ダイキ [  ] ヒライ　ダイチ [  ] ミゾバタ　ワタル [  ] マツシタ　サク [  ] ヤモチ　リュウダイ [  ] アラトウ　ショウタ

60623 田上 大貴(3) 60624 平井 大智(3) 60628 溝端 航(3) 62732 松下 朔久(3) 62733 矢持 龍大(3) 62735 荒東 翔太(3)

[  ] ヤマモト　ソラ [  ] サカタ　ハヤト [  ] ヨコヤマ　ソラ [  ] イモト　コテツ [  ] ウエノ　ユウト [  ] タニゴ　キラ

60648 山本 颯空(2) 60653 坂田 隼人(2) 60657 横山 大空(2) 62736 井本 虎鉄(3) 62737 植野 優翔(3) 62743 谷後 煌(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
アオガキ [51.20] ユリノキダイ [49.80]

2 青垣 6 ゆりのき台
[  ] アダチ　カズマ [  ] ニシモト　テッペイ [  ] マツバラ　チヒロ [  ] ワダ　ユウキ [  ] キザキ　リョウ [  ] オダ　ナオヤ

64811 足立 一真(2) 64812 西本 徹平(2) 64813 松原 千紘(2) 60911 和田 悠生(3) 60912 木崎 諒(3) 60914 小田 直弥(3)

[  ] アダチ　ユウト [  ] アダチ　ライガ [  ] イソガワ　カイト [  ] コハマ　リオン [  ] モリグチ　コウガ [  ] オガタ　ハルト

64852 足立 悠斗(3) 64853 足立 頼河(3) 64855 五十川 櫂斗(3) 60916 小濱 凛音(3) 60918 森口 煌雅(3) 60935 緒方 遥斗(2)

アサヒガオカ [51.56] ヤシロ [50.00]

3 旭丘 7 社
[  ] ナカオ　イオリ [  ] ナカタニ　ユウト [  ] モリ　コウタロウ [  ] ハシモト　カイト [  ] ナカノ　カズキ

37211 中尾 伊織(2) 37284 中谷 悠人(3) 38104 森 恒太朗(3) 38110 橋本 海音(3) 38118 中野 一稀(2)

[  ] シンセイ　タカヤ [  ] タナカ　ケンセイ [  ] ニシ　ユズキ [  ] マエダ　タイシ [  ] ミズノ　ヒカル

37285 神生 嵩矢(3) 37287 田中 健聖(3) 38119 西 祐澄哉(2) 38120 前田 泰志(2) 38130 水野 光(2)
オノ [49.93] ジユウガオカ [50.24]

4 小野 8 自由が丘
[  ] コウヅキ　ケンシン [  ] タナカ　ユウゴ [  ] イノウエ　ユウダイ [  ] イチジマ　ユウキ [  ] コバ　ショウタ [  ] スミダ　ヒナト

37122 上月 兼臣(2) 37123 田中 優剛(2) 37142 井上 裕大(3) 35534 市島 悠貴(3) 35535 木場 翔太(3) 35536 角田 陽翔(3)

[  ] ヒラタ　コタロウ [  ] ヒロサカ　リンタロウ [  ] マエヤマ　マサノリ [  ] タナカ　ハル [  ] ミズモト　コウタ

37145 平田 琥大朗(3) 37146 廣坂 倫太郎(3) 37147 前山 正憲(3) 35537 田中 温琉(3) 35550 水本 昊汰(2)

ササヤマヒガシ [50.12] ヨカワ [50.89]

5 篠山東 9 吉川
[  ] ハベ　ナオキ [  ] ヤマモト　タクト [  ] キシモト　カイセイ [  ] イマイ　シンノスケ [  ] オクムラ　リュウセイ [  ] フルヤ　ソラ

62241 波部 尚樹(3) 62242 山本 匠人(3) 62243 岸本 快晴(3) 35906 今井 慎之介(3) 35910 奥村 龍生(3) 35911 古谷 颯良(3)

[  ] ニシムラ　ソウマ [  ] ヨシダ　タクヤ [  ] カネイ　マサモリ [  ] イケダ　ケンユウ [  ] タバタ　ユウシ [  ] フジエダ　レオ

62251 西村 颯真(2) 62252 吉田 卓也(2) 62253 兼井 勝盛(2) 35915 池田 絹悠(2) 35917 田畑 遊史(2) 35920 藤枝 怜央(2)
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共通男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ハッケイ サンナン [53.63]

3 八景 7 山南
[  ] オギハラ　ソウスケ [  ] コウミョウ　ショウ [  ] ニシナカ　アツシ [  ] ムラオカ　シンノスケ [  ] ムラカミ　タイヨウ [  ] フジモト　テッペイ

60334 荻原 奏介(3) 60337 光明 翔(3) 60338 西中 篤史(3) 64264 村岡 真之介(3) 64265 村上 太洋(3) 64267 藤本 哲平(2)

[  ] フクモト　フウタ [  ] シオカワ　タイチ [  ] スワ　ユキト [  ] オギノ　ハルト [  ] オオガキ　タイセイ [  ] ゼンミョウ　ショウヤ

60340 福元 風太(3) 60342 塩川 太一(3) 60351 諏訪 勇希人(2) 64269 荻野 陽翔(2) 64270 大垣 太誠(2) 64271 善明 翔也(2)

ハサマ イズミ

4 狭間 8 泉
[  ] タカイシ　ハルト [  ] ナクイ　トシヒコ [  ] ハタナカ　シュウ [  ] センゴク　テッペイ [  ] タケウチ　カブト [  ] コイズミ　ライド

60503 高石 陽士(3) 60508 名久井 俊彦(3) 60509 畠中 志優(3) 37812 千石 哲平(3) 37813 竹内 樺武斗(3) 37821 小泉 頼斗(2)

[  ] ナカムラ　コウノスケ [  ] ウエナカ　ブンタ [  ] テラダ　ヒロキ [  ] スズキ　ハヤト [  ] ツジ　コウヘイ [  ] ムラタ　シキ

60523 中村 恒之介(2) 60526 上仲 文太(2) 60527 寺田 大輝(2) 37823 鈴木 颯人(2) 37824 辻 晃平(2) 37827 村田 獅来(2)

サンダガクエンエー [52.00] カミ

5 三田学園 9 加美
[  ] オオガミ　トモキ [  ] シミズ　カムイ [  ] アラキ　コウタ [  ] オオノ　マサキ [  ] タカハシ　イッサ

60101 大上 智輝(3) 60103 清水 神衣(3) 38905 荒木 孝太(2) 38914 大野 真旗(3) 38915 髙橋 一咲(3)

[  ] ヨノ　ユウスケ [  ] イマサカ　リョウタ [  ] フジワラ　ユウト [  ] モリヤス　コウタ [  ] ワタナベ　コウセイ

60105 與ノ 釉祐(3) 60106 今坂 瞭太(3) 38918 藤原 悠人(3) 38919 森安 康太(3) 38920 渡邉 皓清(3)

カイバラ [53.17]

6 柏原
[  ] スガイ　マサタカ [  ] アシダ　ショウタ [  ] セガワ　トウマ

64101 菅井 正高(3) 64106 蘆田 翔太(2) 64110 瀬川 斗誠(2)

[  ] タニグチ　アイキ [  ] フジタ　アモン [  ] ミツイ　ルイ

64111 谷口 愛希(2) 64113 藤田 亜紋(2) 64114 三井 琉生(2)

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走高跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウメジマ　ユウイチロウ ケヤキダイ

1 60658 梅島　悠一郎(2) けやき台
カワベ　トモチカ ケヤキダイ

2 60650 川邊　大眞(2) けやき台
アカイケ　ハルミ ケヤキダイ [1.30]

3 60649 赤池　春海(2) けやき台
ニシダ　ユウイ ヒカミ [1.30]

4 64418 西田　侑生(3) 氷上
フジモト　カズホ ヒカミ [1.30]

5 64412 藤本　一歩(3) 氷上
ゴトウ　サク カスガ [1.30]

6 65106 後藤　朔(2) 春日
ミナミ　ユウスケ ミキヒガシ [1.35]

7 35661 南　友介(2) 三木東
キリタニ　ソウ タンナン [1.35]

8 62731 桐谷　創(3) 丹南
フカセ　コウキ ニシワキ [1.40]

9 34525 深瀬　光貴(3) 西脇
シマダ　カズキ ミドリガオカ [1.40]

10 35404 島田　和希(3) 緑が丘
シオカワ　タイチ ハッケイ [1.40]

11 60342 塩川　太一(3) 八景
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [1.45]

12 60628 溝端　航(3) けやき台
ヤマシタ　ノリユキ ミドリガオカ [1.45]

13 35470 山下　徳幸(2) 緑が丘
ナガイ　キリト イチジマ [1.45]

14 65352 永井　葵里斗(2) 市島
ハセガワ　ソラ ミドリガオカ [1.50]

15 35465 長谷川　蒼空(2) 緑が丘
アラトウ　ショウタ タンナン [1.55]

16 62735 荒東　翔太(3) 丹南
スミダ　ヒナト ジユウガオカ [1.55]

17 35536 角田　陽翔(3) 自由が丘
モリモト　ヒロヤ イチジマ [1.71]

18 65348 森本　皓也(3) 市島

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
ウラノ　ジュダイ ケヤキダイ [4.45] ヒラマツ　ミズキ ユリノキダイ

1 60646 浦野　寿大(2) けやき台 1 60947 平松　瑞葵(2) ゆりのき台
フキ　エイタ カスガ [4.66] ナカツジ　ハルヒト タンナン [3.60]

2 65104 婦木　瑛太(2) 春日 2 62702 中辻　陽仁(2) 丹南
マツナミ　シュリ ヒカミ [4.70] ミヤノ　コウイチ カイバラ [3.66]

3 64424 松浪　朱璃(2) 氷上 3 64115 宮野　幸一(2) 柏原
ヤマモト　タクト ササヤマヒガシ [4.75] イノウ　キョウタロウ タンナン [3.70]

4 62242 山本　匠人(3) 篠山東 4 62705 伊納　恭太郎(2) 丹南
ヒオキ　アラン ササヤマ [4.75] ナカタニ　ユウセイ イチジマ [3.72]

5 62122 火置　亜蘭(3) 篠山 5 65346 中谷　友星(3) 市島
ミズシマ　セイノスケ イチジマ [4.78] テラダ　ヒロキ ハサマ [3.88]

6 65341 水嶋　誠之介(3) 市島 6 60527 寺田　大輝(2) 狭間
オカダ　ガク カスガ [4.82] サカグチ　フウヤ ニシワキ [3.97]

7 65101 岡田　岳(2) 春日 7 34536 阪口　楓弥(2) 西脇
モリグチ　コウガ ユリノキダイ [4.83] ツノカワ　ケイジ ケヤキダイ [3.97]

8 60918 森口　煌雅(3) ゆりのき台 8 60656 角川　慶治(2) けやき台
アダチ　カズマ アオガキ [4.87] コバシ　ジン ヒカミ [4.00]

9 64811 足立　一真(2) 青垣 9 64427 小橋　仁(2) 氷上
ムラカミ　タイヨウ サンナン [4.89] タケモト　シユウ ヤシロ [4.00]

10 64265 村上　太洋(3) 山南 10 38117 竹本　愁(2) 社
マエダ　タイシ ヤシロ [5.00] アダチ　ユウト アオガキ [4.16]

11 38120 前田　泰志(2) 社 11 64852 足立　悠斗(3) 青垣
オギハラ　ソウスケ ハッケイ [5.10] モリオカ　リュウタ サンダガクエン [4.20]

12 60334 荻原　奏介(3) 八景 12 60125 森岡　琉大(2) 三田学園
ハタナカ　シュウ ハサマ [5.14] コワカ　ゲンタ ヨカワ [4.24]

13 60509 畠中　志優(3) 狭間 13 35909 小若　源太(3) 吉川
キノシタ　ヨウタ イチジマ [5.16] ミズモト　コウタ ジユウガオカ [4.27]

14 65343 木下　鷹大(3) 市島 14 35550 水本　昊汰(2) 自由が丘
ミズノ　ヒカル ヤシロ [5.20] フクダ　ヤマト ヤシロ [4.28]

15 38130 水野　光(2) 社 15 38127 福田　大和(2) 社
スガイ　マサタカ カイバラ [5.30] サカイ　ソウスケ ササヤマ [4.30]

16 64101 菅井　正高(3) 柏原 16 62132 酒井　宗介(2) 篠山
タナカ　ハル ジユウガオカ [5.31] クラモト　ソウシ ケヤキダイ [4.32]

17 35537 田中　温琉(3) 自由が丘 17 60641 倉本　湊司(2) けやき台
ウエノ　ユウト タンナン [5.52] ヤマシカ　シュンスケ ハッケイ [4.37]

18 62737 植野　優翔(3) 丹南 18 60333 山鹿　俊輔(3) 八景
タノウエ　ダイキ ケヤキダイ [5.95] タバタ　ユウシ ヨカワ [4.41]

19 60623 田上　大貴(3) けやき台 19 35917 田畑　遊史(2) 吉川

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
クラモト　コウキ ユリノキダイ

1 60915 倉本　昊輝(3) ゆりのき台
オダ　ナオヤ ユリノキダイ

2 60914 小田　直弥(3) ゆりのき台
タガワ　リンタロウ ユリノキダイ

3 60904 夛川　琳太朗(3) ゆりのき台
ニシサカ　タツキ ヒカミ [9.58]

4 64413 西坂　竜希(3) 氷上
アダチ　カズマ アオガキ [9.60]

5 64811 足立　一真(2) 青垣
フジモト　レン ケヤキダイ [9.68]

6 60631 藤本　蓮(3) けやき台
フジモト　テッペイ サンナン [9.78]

7 64267 藤本　哲平(2) 山南
ミズシマ　セイノスケ イチジマ [9.91]

8 65341 水嶋　誠之介(3) 市島
スガイ　マサタカ カイバラ [10.00]

9 64101 菅井　正高(3) 柏原
ミゾバタ　ワタル ケヤキダイ [10.16]

10 60628 溝端　航(3) けやき台
キノシタ　ヨウタ イチジマ [11.26]

11 65343 木下　鷹大(3) 市島

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子砲丸投  5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キッタ　エイイチ ミドリガオカ [4.65]

1 35472 橘田　鋭一(2) 緑が丘
ニシノ　ダイキ ヒカミ [5.70]

2 64414 西野　大輝(3) 氷上
ナクイ　トシヒコ ハサマ [5.93]

3 60508 名久井　俊彦(3) 狭間
ムラオカ　シンノスケ サンナン [6.12]

4 64264 村岡　真之介(3) 山南
フジタ　アモン カイバラ [6.21]

5 64113 藤田　亜紋(2) 柏原
ホソミ　アオイ アオガキ [6.57]

6 64857 細見　葵(3) 青垣
オギノ　ハルト サンナン [6.65]

7 64269 荻野　陽翔(2) 山南
アサイ　ユウタ ミドリガオカ [7.00]

8 35450 浅井　結太(2) 緑が丘
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ [7.30]

9 62251 西村　颯真(2) 篠山東
イソガワ　カイト アオガキ [7.45]

10 64855 五十川　櫂斗(3) 青垣
ニシダ　アツキ カスガ [7.53]

11 65108 西田　春葵(2) 春日
サカタ　ハヤト ケヤキダイ [7.65]

12 60653 坂田　隼人(2) けやき台
スミカワ　コトラ タンナン [7.66]

13 62707 澄川　彪(2) 丹南
カタヤマ　リオン ヨカワ [7.85]

14 35907 片山　璃音(3) 吉川
シムラ　ジン カスガ [8.06]

15 65110 志村　仁(2) 春日
キムラ　アキノリ ユリノキダイ [8.55]

16 60938 木村　陽昇(2) ゆりのき台
タナカ　ユウマ イチジマ [8.63]

17 65344 田中　悠真(3) 市島
トノムラ　シュン イチジマ [10.78]

18 65345 殿村　峻(3) 市島

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子円盤投  1.5k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イソガワ　カイト アオガキ [14.08]

1 64855 五十川　櫂斗(3) 青垣
ナクイ　トシヒコ ハサマ [14.31]

2 60508 名久井　俊彦(3) 狭間
マエカワ　カイト ケヤキダイ [14.54]

3 60626 前川　海斗(3) けやき台
ミヤザキ　シンジ ケヤキダイ [14.65]

4 60651 宮崎　真治(2) けやき台
ムラタ　ケント タンナン [15.56]

5 62704 村田　健斗(2) 丹南
ヨシマス　ハルヤ ケヤキダイ [15.66]

6 60630 吉益　温哉(3) けやき台
ニシノ　ダイキ ヒカミ [16.22]

7 64414 西野　大輝(3) 氷上
マツモト　コウガ ハサマ [16.28]

8 60528 松本　光雅(2) 狭間
カネモト　レオン ミキヒガシ [17.91]

9 35651 金本　礼恩(3) 三木東
フジタ　アモン カイバラ [17.93]

10 64113 藤田　亜紋(2) 柏原
スミカワ　コトラ タンナン [18.00]

11 62707 澄川　彪(2) 丹南
ホソミ　アオイ アオガキ [18.47]

12 64857 細見　葵(3) 青垣
タニゴ　キラ タンナン [18.75]

13 62743 谷後　煌(3) 丹南
イモト　コテツ タンナン [18.96]

14 62736 井本　虎鉄(3) 丹南
タナカ　ユウマ イチジマ [19.08]

15 65344 田中　悠真(3) 市島
ニシムラ　ソウマ ササヤマヒガシ [19.10]

16 62251 西村　颯真(2) 篠山東
イワタ　セイヤ ケヤキダイ [19.74]

17 60620 岩田　征也(3) けやき台
コハマ　リオン ユリノキダイ [20.76]

18 60916 小濱　凛音(3) ゆりのき台
シムラ　ジン カスガ [20.86]

19 65110 志村　仁(2) 春日
キザキ　リョウ ユリノキダイ [20.98]

20 60912 木崎　諒(3) ゆりのき台
キムラ　アキノリ ユリノキダイ [21.32]

21 60938 木村　陽昇(2) ゆりのき台
ニシダ　アツキ カスガ [22.55]

22 65108 西田　春葵(2) 春日
タカイシ　ハルト ハサマ [27.18]

23 60503 高石　陽士(3) 狭間
トノムラ　シュン イチジマ [29.71]

24 65345 殿村　峻(3) 市島

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子四種競技 (110H-SP-HJ-400)

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ

1 35402 井上　俊哉(3) 緑が丘
キグチ　リュウタ ミドリガオカ

2 35417 木口　琉太(3) 緑が丘
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ

3 35403 片山　朝陽(3) 緑が丘
アダチ　ライガ アオガキ [1404]

4 64853 足立　頼河(3) 青垣

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02)

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ [19.51]

4 35402 井上　俊哉(3) 緑が丘
キグチ　リュウタ ミドリガオカ [17.72]

5 35417 木口　琉太(3) 緑が丘
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ [18.10]

6 35403 片山　朝陽(3) 緑が丘
アダチ　ライガ アオガキ [19.46]

7 64853 足立　頼河(3) 青垣

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ [1.25]

1 35402 井上　俊哉(3) 緑が丘
アダチ　ライガ アオガキ [1.35]

2 64853 足立　頼河(3) 青垣
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ [1.40]

3 35403 片山　朝陽(3) 緑が丘
キグチ　リュウタ ミドリガオカ [1.60]

4 35417 木口　琉太(3) 緑が丘

Powerd by AthleteRanking.com



共通男子砲丸投  4k 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
キグチ　リュウタ ミドリガオカ

1 35417 木口　琉太(3) 緑が丘
カタヤマ　アサヒ ミドリガオカ

2 35403 片山　朝陽(3) 緑が丘
イノウエ　シュンヤ ミドリガオカ

3 35402 井上　俊哉(3) 緑が丘
アダチ　ライガ アオガキ [8.08]

4 64853 足立　頼河(3) 青垣

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
ナカムラ　サナ カミ [13.66] コンドウ　モモ ヤシロ [13.85]

2 38904 中村　紗菜(3) 加美 2 38113 近藤　もも(3) 社
フジワラ　ナルミ オノ [13.63] ウラタ　ジュナ アサヒガオカ [13.83]

3 37142 藤原　成美(3) 小野 3 37292 浦田　樹愛(3) 旭丘
ナカオ　ミレイ カイバラ [13.39] ウメツ　サクラ ミドリガオカ [13.68]

4 64151 中尾　心玲(2) 柏原 4 35440 梅津　さくら(3) 緑が丘
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ [13.15] タカダ　ミオ ユリノキダイ [13.66]

5 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台 5 60901 高田　実桜(3) ゆりのき台
コンドウ　ユイ カスガ [13.11] クドウ　サクラ ヨカワ [13.75]

6 65191 近藤　優衣(3) 春日 6 35912 工藤　さくら(3) 吉川
オグラ　リア オノミナミ [13.12] ナガシマ　アミ ササヤマ [13.72]

7 37001 小倉　梨愛(3) 小野南 7 62145 長島　歩未(2) 篠山
カネツク　サナ オノミナミ [13.49] カイハラ　ナナエ ササヤマ [13.78]

8 37002 鐘撞　紗楠(3) 小野南 8 62132 貝原　那苗(3) 篠山
オオヤマ　アキ オノ [13.40] ヤスイ　フウカ ユリノキダイ [13.79]

9 37141 大山　璃姫(3) 小野 9 60930 安井　風歌(2) ゆりのき台

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
オオノ　イオリ オノ [14.04] オクノ　ココ フジ [14.22]

2 37103 大野　生織(2) 小野 2 60707 奥野　瑚子(3) 富士
ツオ　ナツキ ジユウガオカ [14.08] オオガミ　ココナ ケヤキダイ [14.20]

3 35540 津尾　菜月(3) 自由が丘 3 60602 大上　心々菜(3) けやき台
マツモト　アヤリ ケヤキダイ [13.95] サト　ミサキ ヒカミ [14.15]

4 60649 松本　彩里(2) けやき台 4 64462 里　美咲(3) 氷上
イシザキ　マコ タンナン [13.94] ナカノ　ユウリ ハサマ [14.14]

5 62785 石崎　真子(3) 丹南 5 60501 中野　由梨(2) 狭間
コバヤシ　アヤ ヨカワ [13.93] マツヤマ　アイ オノミナミ [14.09]

6 35904 小林　彩(3) 吉川 6 37015 松山　愛生(2) 小野南
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ [13.85] キシノ　ナツキ ケヤキダイ [14.12]

7 62250 大西　さえ(3) 篠山東 7 60603 岸野　夏葵(3) けやき台
イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ [14.02] ナイトウ　サララ イズミ [14.18]

8 60601 稲垣　泰羽(3) けやき台 8 37891 内藤　さらら(3) 泉
タジカ　メイ オノ [14.01] キダ　エミナ サンダガクエン [14.20]

9 37106 多鹿　芽生(2) 小野 9 60101 木田　えみな(3) 三田学園

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
ウエキ　アヤネ ヒカミ [14.40] ヤマハタ　アヤノ オノ [14.51]

2 64451 植木　綾音(3) 氷上 2 37109 山畠　綾乃(2) 小野
イトウ　フウロ ケヤキダイ [14.40] マエダ　フウカ ニシワキミナミ [14.50]

3 60600 伊藤　楓浪(3) けやき台 3 34783 前田　風夏(3) 西脇南
フジモト　フタバ ヒカミ [14.29] イトウ　レイ ササヤマ [14.44]

4 64469 藤本　二葉(2) 氷上 4 62142 伊藤　怜(2) 篠山
フジタ　ナツキ ミキヒガシ [14.25] ホリイ　ヒヨリ アサヒガオカ [14.46]

5 35617 藤田　夏希(2) 三木東 5 37221 掘井　ひより(2) 旭丘
ホリ　マナミ オノミナミ [14.28] スミヨシ　セイナ ジユウガオカ [14.44]

6 37013 堀　真奈美(2) 小野南 6 35533 住吉　聖菜(3) 自由が丘
フジイ　マコ ハッケイ [14.27] イノシマ　モモコ アサヒガオカ [14.45]

7 60362 藤井　真心(2) 八景 7 37222 猪島　桃子(2) 旭丘
ウスイ　サエ ヒカミ [14.35] イノウエ　モモ ヤシロ [14.50]

8 64458 臼井　彩恵(3) 氷上 8 38149 井上　もも(2) 社
キヨセ　ナミ ミキヒガシ [14.39] ムラオカ　サユキ ジユウガオカ [14.48]

9 35618 清瀬　七瑞(2) 三木東 9 35538 村岡　紗祐希(3) 自由が丘

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
ミキ　サリナ ユリノキダイ [14.66] フクダ　リン カイバラ [14.81]

2 60902 三木　紗里奈(3) ゆりのき台 2 64141 福田　鈴(3) 柏原
カミゴオリ　マオ カミ [14.66] ノムラ　シオリ ユリノキダイ [14.82]

3 38905 上郡　真緒(2) 加美 3 60906 野村　栞(3) ゆりのき台
カワカミ　サラ オノ [14.54] タカギ　ルカ ユリノキダイ [14.66]

4 37104 河上　紗羅(2) 小野 4 60923 高木　琉花(2) ゆりのき台
イデ　アヤカ ユリノキダイ [14.55] テラノ　ユウリ ミドリガオカ [14.70]

5 60908 井出　朱華(3) ゆりのき台 5 35427 寺野　友梨(2) 緑が丘
フジモト　アリサ ミキヒガシ [14.56] ヤマナカ　ユメ ハサマ [14.68]

6 35615 藤本　有彩(2) 三木東 6 60502 山中　優夢(2) 狭間
クロダ　トモカ ヨカワ [14.53] フジワラ　チサキ ヒカミ [14.78]

7 35902 黒田　智花(3) 吉川 7 64470 藤原　知咲(2) 氷上
ツジ　ナツキ タンナン [14.60] ミヤケ　マイコ サンダガクエン [14.80]

8 62791 辻　夏姫(2) 丹南 8 60123 三宅　舞子(2) 三田学園
ノダ　アヤノ ヤシロ [14.62] オオイ　モエカ タンナン [14.78]

9 38105 野田　彩乃(3) 社 9 62782 大井　萌花(3) 丹南

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
ワカバヤシ　セナ サンナン [14.90] マエダ　コユキ サンダガクエン [15.20]

2 64260 若林　星奈(2) 山南 2 60106 前田　こゆき(3) 三田学園
アダチ　キキ カスガ [14.95] ツネミ　アズサ ミキ [15.29]

3 65101 安達　綺々(2) 春日 3 35076 常深　梓沙(3) 三木
ミナミ　ユウカ ユリノキダイ [14.86] ナカバヤシ　ルア ササヤマ [15.00]

4 60910 南　有香(3) ゆりのき台 4 62147 中林　瑠愛(2) 篠山
スギモト　アンナ ケヤキダイ [14.85] シミズ　アンリ ハサマ [15.02]

5 60606 杉本　杏奈(3) けやき台 5 60503 志水　杏吏(2) 狭間
ニシタニ　マホ ヨカワ [14.87] タケヤス　リコ イチジマ [15.00]

6 35949 西谷　真穂(2) 吉川 6 65310 竹安　里胡(3) 市島
フジモト　ヒナノ ヤシロ [14.85] イワキ　ユズハ タンナン [15.07]

7 38150 藤本　陽菜乃(2) 社 7 62794 井脇　柚葉(2) 丹南
コテラ　アミ ミキ [14.88] タナカ　ユラ ジユウガオカ [15.19]

8 35075 小寺　杏実(3) 三木 8 35551 田中　悠徠(2) 自由が丘
ハラ　リオン ササヤマ [14.88] ナカオカ　アヤカ サンナン [15.16]

9 62149 原　莉音(2) 篠山 9 64259 中岡　彩夏(2) 山南

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
アラキ　チヒロ ササヤマ [15.47] ツネミ　ナツキ ミキ [15.78]

2 62141 荒木　千宙(2) 篠山 2 35010 常深　菜月(2) 三木
カジハラ　リア ミキ [15.50] トミタ　ユイ オノミナミ [15.73]

3 35012 梶原　梨愛(2) 三木 3 37011 冨田　優衣(2) 小野南
タナカ　アヤネ カミ [15.41] セタ　マイリ ヒカミ [15.61]

4 38903 田中　綾音(3) 加美 4 64467 瀬田　苺里(2) 氷上
ヨデン　ホノカ イチジマ [15.32] ヨシダ　スズカ ササヤマ [15.63]

5 65314 余田　帆香(2) 市島 5 62151 吉田　すず佳(2) 篠山
ゴトウ　チヨリ イズミ [15.33] オオニシ　リン ササヤマ [15.54]

6 37872 後藤　ちより(2) 泉 6 62143 大西　琳(2) 篠山
ウチハシ　カホ ニシワキミナミ [15.41] キド　ユウコ ササヤマ [15.58]

7 34780 内橋　香保(3) 西脇南 7 62144 木戸　佑有子(2) 篠山
ヤマシタ　シキ カイバラ [15.45] フジサワ　サナ ヒカミ [15.68]

8 64144 山下　梓妃(3) 柏原 8 64468 藤澤　紗菜(2) 氷上
ヤマモト　マオ タンナン [15.44] コムラサキ　ココナ ヤシロ [15.64]

9 62783 山本　真央(3) 丹南 9 38112 小紫　心々菜(3) 社
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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
アサダ　ユイ ユリノキダイ [16.28] ソン　チアイ ナガサカ

2 60921 淺田　結衣(2) ゆりのき台 2 60438 孫　祈愛(2) 長坂
ツチダ　ユヅキ ヨカワ [16.23] ソン　チハン ナガサカ

3 35947 土田　優月(2) 吉川 3 60437 孫　祈韓(3) 長坂
サエキ　ユウヒ ヒカミ [15.84] タテナカ　ミユ ユリノキダイ [16.31]

4 64466 佐伯　優妃(2) 氷上 4 60925 立中　美優(2) ゆりのき台
マエダ　リア ササヤマ [15.86] ハセガワ　メルモ ニシワキミナミ [16.48]

5 62134 前田　莉愛(3) 篠山 5 34792 長谷川　めるも(2) 西脇南
ウラサキ　アカネ ヨカワ [15.95] ヨデン　ミウ イチジマ [16.50]

6 35943 浦﨑　茜(2) 吉川 6 65312 余田　美羽(3) 市島
ナカイ　サワ ヨカワ [15.87] ゴトウ　カエデ サンナン [16.52]

7 35948 中井　砂羽(2) 吉川 7 64261 後藤　楓(2) 山南
タケオ　スミレ ユリノキダイ [16.11] ニシコオリ　チホ ササヤマ [17.23]

8 60924 竹尾　菫(2) ゆりのき台 8 62148 錦織　千穂(2) 篠山
ハシモト　カノン オノミナミ [16.20] シミズ　リオン タンナン [16.94]

9 37012 橋本　花音(2) 小野南 9 62792 清水　凛桜(2) 丹南
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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
オオガミ　ココナ ケヤキダイ [29.78] オオタ　ノア アオガキ [30.60]

3 60602 大上　心々菜(3) けやき台 3 64821 太田　乃愛(2) 青垣
イトウ　レイ ササヤマ [28.96] コタカ　マユ アオガキ [29.98]

4 62142 伊藤　怜(2) 篠山 4 64853 小高　万侑(3) 青垣
ナカオ　ミレイ カイバラ [28.32] サト　ミサキ ヒカミ [29.99]

5 64151 中尾　心玲(2) 柏原 5 64462 里　美咲(3) 氷上
コンドウ　ユイ カスガ [27.29] フジモト　フタバ ヒカミ [30.35]

6 65191 近藤　優衣(3) 春日 6 64469 藤本　二葉(2) 氷上
オカ　アオイ ホウジョウ [28.00] イシザキ　マコ タンナン [29.87]

7 37520 岡　蒼依(2) 北条 7 62785 石崎　真子(3) 丹南
シノザキ　コハル ケヤキダイ [29.05] ワダ　ナナミ オノミナミ [30.48]

8 60605 篠崎　心春(3) けやき台 8 37003 和田　菜々心(3) 小野南
コバヤシ　ルカ ユリノキダイ [29.00] イトウ　ニコ ミドリガオカ [30.54]

9 60922 小林　流歌(2) ゆりのき台 9 35421 伊藤　丹来(2) 緑が丘

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ニシコオリ　チホ ササヤマ

3 62148 錦織　千穂(2) 篠山
ミナミ　ユウカ ユリノキダイ [31.20]

4 60910 南　有香(3) ゆりのき台
ナカオカ　アヤカ サンナン [31.40]

5 64259 中岡　彩夏(2) 山南
フジサワ　サナ ヒカミ [33.86]

6 64468 藤澤　紗菜(2) 氷上
ワカバヤシ　セナ サンナン [32.33]

7 64260 若林　星奈(2) 山南
フジイ　マコ ハッケイ [34.00]

8 60362 藤井　真心(2) 八景
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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
オオイ　モエカ タンナン [2:37.73] サカイ　ユキネ ミドリガオカ [2:43.89]

1 62782 大井　萌花(3) 丹南 1 35442 酒井　幸音(3) 緑が丘
イノウエ　マイコ イズミ [2:36.14] ニシダ　リン ササヤマヒガシ [2:43.54]

2 37890 井上　舞衣子(3) 泉 2 62240 西田　琳(2) 篠山東
アダチ　ミフユ ササヤマ [2:37.53] マツイ　ハナエ カミ [2:42.44]

3 62131 足立　美歩悠(3) 篠山 3 38906 松井　花衣(2) 加美
タカイ　アユム ホウジョウ [2:31.73] シバタ　ユコ ササヤマ [2:38.25]

4 37527 高井　歩夢(2) 北条 4 62133 柴田　愉子(3) 篠山
サカモト　ヒカル ユリノキダイ [2:31.00] ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ [2:38.96]

5 60931 坂本　日花瑠(2) ゆりのき台 5 62251 西田　美月(3) 篠山東
ヤマウチ　リコ ホウジョウ [2:30.00] フルバヤシ　カホ タンナン [2:38.84]

6 37523 山内　莉瑚(2) 北条 6 62784 古林　可帆(3) 丹南
フジタ　コノア ホウジョウ [2:30.19] フジモト　ナルネ オノ [2:37.93]

7 37530 藤田　このあ(2) 北条 7 37110 藤本　成音(2) 小野
タケウチ　ルミ ナガサカ [2:32.47] フクシマ　サクラ オノ [2:39.09]

8 60435 竹内　瑠心(3) 長坂 8 37107 福島　さくら(2) 小野
ヤマシタ　ニコ カイバラ [2:33.69] セラダ　セナ オノ [2:41.08]

9 64145 山下　仁香(3) 柏原 9 37105 世良田　星菜(2) 小野
ナカミチ　ミユ カイバラ [2:32.30] ツジ　コマチ アオガキ [2:41.33]

10 64146 中道　美結(3) 柏原 10 64854 辻　こまち(3) 青垣
モリシタ　サラ アサヒガオカ [2:34.45] ハラ　リオン ササヤマ [2:42.24]

11 37291 森下　幸來(3) 旭丘 11 62149 原　莉音(2) 篠山

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
フクイズミ　イトワ ハッケイ [2:50.40] ミヤガワ　ソラ サンダガクエン

1 60361 福泉　愛輪(2) 八景 2 60124 宮川　宙(2) 三田学園
ミキ　ミナミ ハッケイ [2:50.16] タカハシ　セリ ケヤキダイ [3:24.48]

2 60354 三木　ミナミ(3) 八景 3 60642 高橋　世莉(2) けやき台
オギノ　アヤナ カスガ [2:50.89] ヤマシタ　ユウ ササヤマ [2:51.71]

3 65102 荻野　彩愛(2) 春日 4 62150 山下　ゆう(2) 篠山
キシノ　ナツキ ケヤキダイ [2:44.18] サカグチ　モモ ケヤキダイ [2:52.01]

4 60603 岸野　夏葵(3) けやき台 5 60641 坂口　桃萌(2) けやき台
ウオズミ　モモ オノ [2:44.40] ミヤモト　レナ タンナン [2:51.50]

5 37102 魚住　桃(2) 小野 6 62793 宮本　恋奈(2) 丹南
ヤマサカ　ミツル ハッケイ [2:44.62] ヨデン　ホノカ イチジマ [2:52.89]

6 60355 山坂　心絃(3) 八景 7 65314 余田　帆香(2) 市島
オギノ　カリン ヒカミ [2:44.12] ナカムラ　ユカコ ミキ [3:13.75]

7 64456 荻野　花林(3) 氷上 8 35011 中村　祐加子(2) 三木
ホリ　ヒヨリ ケヤキダイ [2:46.14] フジタ　トモカ ヤシロ [2:55.00]

8 60643 堀　ひより(2) けやき台 9 38151 藤田　朋花(2) 社
タカマツ　イオリ イズミ [2:45.0] カガノ　モモカ タンナン [2:53.87]

9 37892 高松　伊織(3) 泉 10 62786 加賀野　桃花(3) 丹南
フジワラ　チサキ ヒカミ [2:50.00] イタミ　ユリナ ケヤキダイ [2:56.09]

10 64470 藤原　知咲(2) 氷上 11 60640 伊丹　佑梨那(2) けやき台
ヒロサワ　マヤ フジ [2:45.71]

11 60712 廣澤　真弥(3) 富士
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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
ナカタニ　ユイナ イズミ [5:15.96] タナカ　アンナ ヒカミ [6:36.30]

1 37894 中谷　悠衣那(3) 泉 2 64460 田中　杏奈(3) 氷上
ニシダ　リン ササヤマヒガシ [5:28.36] ヤマグチ　ルナ ケヤキダイ [6:25.89]

2 62240 西田　琳(2) 篠山東 3 60647 山口　瑠波(2) けやき台
アダチ　タエ アオガキ [5:25.70] サエキ　リョウ ケヤキダイ [6:11.41]

3 64851 足立　多恵(3) 青垣 4 60644 佐伯　綾(2) けやき台
ウエサカ　ナツミ ジユウガオカ [5:27.08] タケムラ　アヤノ オノミナミ [5:54.54]

4 35532 上阪　夏実(3) 自由が丘 5 37010 竹村　朱乃(2) 小野南
アダチ　ミフユ ササヤマ [5:23.69] マツイ　チヨミ ケヤキダイ [6:14.26]

5 62131 足立　美歩悠(3) 篠山 6 60648 松井　千世美(2) けやき台
トシナ　ユイカ ハッケイ [5:18.59] ナカガワ　コウ ヤシロ [6:05.00]

6 60353 戸階　結衣花(3) 八景 7 38148 中河　倖(2) 社
ニシダ　ミツキ ササヤマヒガシ [5:24.62] シバタ　ユコ ササヤマ [5:31.41]

7 62251 西田　美月(3) 篠山東 8 62133 柴田　愉子(3) 篠山
キノシタ　アイラ ミキ [5:05.16] フルバヤシ　カホ タンナン [5:31.77]

8 35074 木下　愛羅(3) 三木 9 62784 古林　可帆(3) 丹南
イケマツ　イズミ オノ [5:03.61] オギノ　カリン ヒカミ [5:35.14]

9 37101 池松　いずみ(2) 小野 10 64456 荻野　花林(3) 氷上
ワシキタ　マユ ユリノキダイ [4:56.22] ヤマシタ　ユウ ササヤマ [5:35.00]

10 60903 鷲北　茉優(3) ゆりのき台 11 62150 山下　ゆう(2) 篠山
マエダ　ユウネ ミキヒガシ [4:59.97] ヨシオカ　サクラ ハッケイ [5:41.86]

11 35609 前田　優音(3) 三木東 12 60351 吉岡　さくら(3) 八景
オオシオ　レイ アサヒガオカ [5:05.19] フジタ　ヒナタ ミキヒガシ [5:40.17]

12 37293 大塩　澪(3) 旭丘 13 35616 藤田　陽菜(2) 三木東
ヤマモト　ココナ オノミナミ [5:14.05] ヤマダ　カンナ ニシワキ [5:50.11]

13 37004 山本　心愛(3) 小野南 14 34502 山田　栞愛(2) 西脇
アンドウ　モモカ ミキヒガシ [5:05.61] フジタ　ユナ ヨカワ [5:46.35]

14 35608 安藤　桃花(3) 三木東 15 35951 藤田　有南(2) 吉川
ヤマシタ　ニコ カイバラ [5:12.65] ミヤモト　レナ タンナン [5:51.61]

15 64145 山下　仁香(3) 柏原 16 62793 宮本　恋奈(2) 丹南
ナカミチ　ミユ カイバラ [5:11.11] アイザワ　ハナ タンナン [5:43.87]

16 64146 中道　美結(3) 柏原 17 62781 相澤　花奈(3) 丹南
タカセ　イロ ニシワキミナミ [5:15.00] ニシハタ　サトミ ミキ [5:38.12]

17 34790 髙瀬　七色(2) 西脇南 18 35077 西畑　里美(3) 三木
タケウチ　ルミ ナガサカ [5:15.69]

18 60435 竹内　瑠心(3) 長坂

Powerd by AthleteRanking.com



共通女子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
イワナミ　コナツ ヨカワ [18.32] フジワラ　シオリ ケヤキダイ [19.33]

2 35905 岩波　小夏(3) 吉川 3 60608 藤原　汐里(3) けやき台
キダ　エミナ サンダガクエン [18.33] タカタ　ユイカ ニシワキミナミ [18.74]

3 60101 木田　えみな(3) 三田学園 4 34781 高田　優衣花(3) 西脇南
イナガキ　ヤスハ ケヤキダイ [17.53] ウマコシ　ヒカリ ミキヒガシ [18.96]

4 60601 稲垣　泰羽(3) けやき台 5 35607 馬越　ひかり(3) 三木東
マエカワ　ヒマリ ヤシロ [16.50] ナガシマ　アミ ササヤマ [18.50]

5 38108 前川　羽葵(3) 社 6 62145 長島　歩未(2) 篠山
シノザキ　コハル ケヤキダイ [17.48] オクノ　ココ フジ [18.64]

6 60605 篠崎　心春(3) けやき台 7 60707 奥野　瑚子(3) 富士
カタオカ　ナナ ニシワキ [16.00] カイハラ　ナナエ ササヤマ [19.29]

7 34584 片岡　奈菜(3) 西脇 8 62132 貝原　那苗(3) 篠山
ウエキ　アヤネ ヒカミ [18.23] ハラ　タマキ ミキヒガシ [19.31]

8 64451 植木　綾音(3) 氷上 9 35613 原　瑶葵(2) 三木東
ミヤタ　アカリ ケヤキダイ [17.81]

9 60609 宮田　あかり(3) けやき台

3組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ゴトウ　カエデ サンナン [25.00]

3 64261 後藤　楓(2) 山南
アラキ　チヒロ ササヤマ [20.73]

4 62141 荒木　千宙(2) 篠山
テラニシ　リオ アオガキ [20.26]

5 64823 寺西　莉緒(2) 青垣
サキ　ミユウ ケヤキダイ [20.21]

6 60604 﨑　美結(3) けやき台
オオニシ　リン ササヤマ [19.46]

7 62143 大西　琳(2) 篠山
オオタ　ノア アオガキ [20.94]

8 64821 太田　乃愛(2) 青垣
マツモト　アヤリ ケヤキダイ [20.97]

9 60649 松本　彩里(2) けやき台
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
サンダガクエン [54.22] オノ [53.51]

3 三田学園 7 小野
[  ] キダ　エミナ [  ] ニノミヤ　ナナ [  ] ホリサワ　ツグミ [  ] オオノ　イオリ [  ] カワカミ　サラ [  ] タジカ　メイ

60101 木田 えみな(3) 60104 二宮 菜名(3) 60105 堀澤 承未(3) 37103 大野 生織(2) 37104 河上 紗羅(2) 37106 多鹿 芽生(2)

[  ] マエダ　コユキ [  ] ミヤケ　マイコ [  ] ミヤガワ　ソラ [  ] マエヤマ　ハルカ [  ] オオヤマ　アキ [  ] フジワラ　ナルミ

60106 前田 こゆき(3) 60123 三宅 舞子(2) 60124 宮川 宙(2) 37108 前山 晴華(2) 37141 大山 璃姫(3) 37142 藤原 成美(3)

タンナン [54.00] ヤシロ [54.00]

4 丹南 8 社
[  ] オオイ　モエカ [  ] ヤマモト　マオ [  ] イシザキ　マコ [  ] マエカワ　ヒマリ [  ] コンドウ　モモ [  ] ナカヤマ　ユナ

62782 大井 萌花(3) 62783 山本 真央(3) 62785 石崎 真子(3) 38108 前川 羽葵(3) 38113 近藤 もも(3) 38114 中山 夢梛(3)

[  ] ツジ　ナツキ [  ] イワキ　ユズハ [  ] ヤマグチ　エレナ [  ] イノウエ　モモ [  ] フジモト　ヒナノ

62791 辻 夏姫(2) 62794 井脇 柚葉(2) 38145 山口 恵玲奈(2) 38149 井上 もも(2) 38150 藤本 陽菜乃(2)

カイバラ [53.16] ササヤマ [54.00]

5 柏原 9 篠山
[  ] フクダ　リン [  ] ヤマシタ　メイビ [  ] ナカムラ　メイ [  ] アダチ　ミフユ [  ] カイハラ　ナナエ [  ] マエダ　リア

64141 福田 鈴(3) 64142 山下 萌妃(3) 64143 中村 芽生(3) 62131 足立 美歩悠(3) 62132 貝原 那苗(3) 62134 前田 莉愛(3)

[  ] ヤマシタ　シキ [  ] フクダ　ユナ [  ] ナカオ　ミレイ [  ] イトウ　レイ [  ] ナガシマ　アミ [  ] ナカバヤシ　ルア

64144 山下 梓妃(3) 64147 福田 結菜(3) 64151 中尾 心玲(2) 62142 伊藤 怜(2) 62145 長島 歩未(2) 62147 中林 瑠愛(2)

ニシワキ [53.50]

6 西脇
[  ] オオシマ　カレン [  ] オカザキ　リオ [  ] カタオカ　ナナ

34582 大嶋 可恋(3) 34583 岡﨑 莉緒(3) 34584 片岡 奈菜(3)

[  ] キシ　ヒナノ [  ] ササガワ　アヤカ [  ] ヒルタ　アイカ

34585 來住 ひなの(3) 34586 篠川 彩華(3) 34589 比留田 愛香(3)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
アサヒガオカ [56.28] ヨカワ [54.82]

3 旭丘 7 吉川
[  ] ホリイ　ヒヨリ [  ] イノシマ　モモコ [  ] クロダ　トモカ [  ] コバヤシ　アヤ [  ] イワナミ　コナツ

37221 掘井 ひより(2) 37222 猪島 桃子(2) 35902 黒田 智花(3) 35904 小林 彩(3) 35905 岩波 小夏(3)

[  ] ウラタ　ジュナ [  ] オオシオ　レイ [  ] タナカ　アオイ [  ] クドウ　サクラ [  ] ニシタニ　マホ

37292 浦田 樹愛(3) 37293 大塩 澪(3) 35911 田中 葵(3) 35912 工藤 さくら(3) 35949 西谷 真穂(2)

オノミナミ [55.02] ミキヒガシ [56.00]

4 小野南 8 三木東
[  ] オグラ　リア [  ] カネツク　サナ [  ] ワダ　ナナミ [  ] イノウエ　アジュ [  ] アカマツ　ホノカ [  ] ニシムラ　ヒナ

37001 小倉 梨愛(3) 37002 鐘撞 紗楠(3) 37003 和田 菜々心(3) 35606 井上 亜珠(3) 35611 赤松 穂香(2) 35612 西村 姫花(2)

[  ] ホリ　マナミ [  ] マツノ　リンセ [  ] マツヤマ　アイ [  ] フジタ　リノ [  ] フジモト　アリサ [  ] フジタ　ナツキ

37013 堀 真奈美(2) 37014 松野 凛星(2) 37015 松山 愛生(2) 35614 藤田 凜乃(2) 35615 藤本 有彩(2) 35617 藤田 夏希(2)

ヒカミ [55.00] ジユウガオカ [55.63]

5 氷上 9 自由が丘
[  ] ウエキ　アヤネ [  ] ウメガキ　ハナ [  ] アシダ　ホノカ [  ] スミヨシ　セイナ [  ] ムラオカ　サユキ [  ] ウダ　ホノカ

64451 植木 綾音(3) 64452 梅垣 花菜(3) 64457 芦田 ほのか(3) 35533 住吉 聖菜(3) 35538 村岡 紗祐希(3) 35539 宇田 暖乃香(3)

[  ] ウスイ　サエ [  ] サト　ミサキ [  ] フジモト　フタバ [  ] ツオ　ナツキ [  ] タナカ　ユラ

64458 臼井 彩恵(3) 64462 里 美咲(3) 64469 藤本 二葉(2) 35540 津尾 菜月(3) 35551 田中 悠徠(2)

ケヤキダイ [55.18]

6 けやき台
[  ] イトウ　フウロ [  ] イナガキ　ヤスハ [  ] オオガミ　ココナ

60600 伊藤 楓浪(3) 60601 稲垣 泰羽(3) 60602 大上 心々菜(3)

[  ] スギモト　アンナ [  ] フジワラ　シオリ [  ] マツモト　アヤリ

60606 杉本 杏奈(3) 60608 藤原 汐里(3) 60649 松本 彩里(2)
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共通女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

3組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
ユリノキダイ ハサマ

3 ゆりのき台 7 狭間
[  ] タカダ　ミオ [  ] ミキ　サリナ [  ] イデ　アヤカ [  ] ナカノ　ユウリ [  ] ヤマナカ　ユメ [  ] シミズ　アンリ

60901 高田 実桜(3) 60902 三木 紗里奈(3) 60908 井出 朱華(3) 60501 中野 由梨(2) 60502 山中 優夢(2) 60503 志水 杏吏(2)

[  ] ミナミ　ユウカ [  ] コバヤシ　ルカ [  ] ヤスイ　フウカ [  ] アライ　ルカ [  ] ハラダ　マコ

60910 南 有香(3) 60922 小林 流歌(2) 60930 安井 風歌(2) 60532 新井 琉加(3) 60533 原田 眞子(3)

イチジマ [59.00] イズミ

4 市島 8 泉
[  ] タケヤス　リコ [  ] ナガタ　マイア [  ] ヨデン　ミウ [  ] オカジマ　コハル [  ] ゴトウ　チヨリ [  ] ナガタ　ナツキ

65310 竹安 里胡(3) 65311 永田 まいあ(3) 65312 余田 美羽(3) 37871 岡嶋 こはる(2) 37872 後藤 ちより(2) 37873 長田 夏妃(2)

[  ] ツノギ　ナツネ [  ] ヨデン　ホノカ [  ] ヤマネ　ウララ [  ] ナイトウ　サララ

65313 角木 夏音(3) 65314 余田 帆香(2) 37874 山根 麗(2) 37891 内藤 さらら(3)

アオガキ [59.30] カミ

5 青垣 9 加美
[  ] オオタ　ノア [  ] タケヤス　トアジーナ [  ] テラニシ　リオ [  ] タナカ　アヤネ [  ] ナカムラ　サナ

64821 太田 乃愛(2) 64822 竹安 叶愛ジーナ(2) 64823 寺西 莉緒(2) 38903 田中 綾音(3) 38904 中村 紗菜(3)

[  ] ヒロセ　モエ [  ] コタカ　マユ [  ] トクオカ　ミオナ [  ] カミゴオリ　マオ [  ] マツイ　ハナエ

64824 廣瀬 萌(2) 64853 小高 万侑(3) 64855 徳岡 澪奈(3) 38905 上郡 真緒(2) 38906 松井 花衣(2)

カスガ [1:00.00]

6 春日
[  ] アダチ　キキ [  ] オギノ　アヤナ

65101 安達 綺々(2) 65102 荻野 彩愛(2)

[  ] ヒガシマエ　モエナ [  ] コンドウ　ユイ

65103 東前 萌奈(2) 65191 近藤 優衣(3)
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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
モロオカ　ミア ユリノキダイ

1 60929 諸岡　美亜(2) ゆりのき台
スギモト　アンナ ケヤキダイ

2 60606 杉本　杏奈(3) けやき台
ナカネ　ユキノ ユリノキダイ

3 60928 中根　結希乃(2) ゆりのき台
ナカジマ　ヒマリ ユリノキダイ

4 60927 中嶋　日茉莉(2) ゆりのき台
タニグチ　リオナ ユリノキダイ

5 60926 谷口　莉緒菜(2) ゆりのき台
マエダ　リア ササヤマ [1.20]

6 62134 前田　莉愛(3) 篠山
セタ　マイリ ヒカミ [1.20]

7 64467 瀬田　苺里(2) 氷上
タナカ　アオイ ヨカワ [1.25]

8 35911 田中　葵(3) 吉川
タカミ　ミトモ ヤシロ [1.30]

9 38147 高見　美友(2) 社
ホリサワ　ツグミ サンダガクエン [1.30]

10 60105 堀澤　承未(3) 三田学園
アシダ　ホノカ ヒカミ [1.30]

11 64457 芦田　ほのか(3) 氷上
フクダ　リン カイバラ [1.30]

12 64141 福田　鈴(3) 柏原
オカザキ　リオ ニシワキ [1.35]

13 34583 岡﨑　莉緒(3) 西脇
アカマツ　ホノカ ミキヒガシ [1.40]

14 35611 赤松　穂香(2) 三木東
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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
ニノミヤ　ナナ サンダガクエン [4.00] ヨシカワ　ユウカ ニシワキ [2.64]

1 60104 二宮　菜名(3) 三田学園 1 34503 吉川　侑花(2) 西脇
アシダ　ホノカ ヒカミ [4.10] ヨデン　ミウ イチジマ [3.25]

2 64457 芦田　ほのか(3) 氷上 2 65312 余田　美羽(3) 市島
イノウエ　アジュ ミキヒガシ [4.15] ミヤモト　ユイ ミキヒガシ [3.35]

3 35606 井上　亜珠(3) 三木東 3 35619 宮本　結依(2) 三木東
ウエダ　ワカ フジ [4.17] ニシムラ　ヒナ ミキヒガシ [3.45]

4 60706 上田　和果(3) 富士 4 35612 西村　姫花(2) 三木東
イデ　アヤカ ユリノキダイ [4.25] ヤマシタ　シキ カイバラ [3.50]

5 60908 井出　朱華(3) ゆりのき台 5 64144 山下　梓妃(3) 柏原
ヒルタ　アイカ ニシワキ [4.30] フジタ　リノ ミキヒガシ [3.55]

6 34589 比留田　愛香(3) 西脇 6 35614 藤田　凜乃(2) 三木東
ウスイ　サエ ヒカミ [4.30] ナカヤマ　ユナ ヤシロ [3.56]

7 64458 臼井　彩恵(3) 氷上 7 38114 中山　夢梛(3) 社
オオシマ　カレン ニシワキ [4.31] マツノ　リンセ オノミナミ [3.62]

8 34582 大嶋　可恋(3) 西脇 8 37014 松野　凛星(2) 小野南
ウダ　ホノカ ジユウガオカ [4.38] タケヤス　リコ イチジマ [3.63]

9 35539 宇田　暖乃香(3) 自由が丘 9 65310 竹安　里胡(3) 市島
タケヤス　トアジーナ アオガキ [4.43] ノセ　ヒナタ フジ [3.68]

10 64822 竹安　叶愛ジーナ(2) 青垣 10 60711 能勢　陽向(3) 富士
ヤマグチ　エレナ ヤシロ [4.52] アライ　ルカ ハサマ [3.79]

11 38145 山口　恵玲奈(2) 社 11 60532 新井　琉加(3) 狭間
オオニシ　サエ ササヤマヒガシ [4.60] ハラダ　マコ ハサマ [3.86]

12 62250 大西　さえ(3) 篠山東 12 60533 原田　眞子(3) 狭間
フクダ　ユナ カイバラ [4.76] コタカ　マユ アオガキ [3.86]

13 64147 福田　結菜(3) 柏原 13 64853 小高　万侑(3) 青垣
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共通女子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
タケヤス　トアジーナ アオガキ [8.00]

1 64822 竹安　叶愛ジーナ(2) 青垣
フクダ　ユナ カイバラ [9.00]

2 64147 福田　結菜(3) 柏原
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共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
オオハタ　カオ ヨカワ [4.50]

1 35945 大畑　花音(2) 吉川
イシダ　ヒナ ミドリガオカ [4.97]

2 35420 石田　妃那(2) 緑が丘
ハシモト　コヨミ ケヤキダイ [5.42]

3 60607 橋本　暦(3) けやき台
ナガタ　ナツキ イズミ [5.64]

4 37873 長田　夏妃(2) 泉
ミチモト　シュリ ヒカミ [5.66]

5 64461 道本　珠鈴(3) 氷上
カワサキ　ウミ フジ [6.09]

6 60709 川﨑　羽美(3) 富士
テラニシ　リオ アオガキ [6.15]

7 64823 寺西　莉緒(2) 青垣
オオガキ　サキ ヒカミ [6.88]

8 64459 大垣　咲季(3) 氷上
タカハシ　アコ ミドリガオカ [7.00]

9 35426 高橋　亜湖(2) 緑が丘
ナカバヤシ　ルア ササヤマ [7.00]

10 62147 中林　瑠愛(2) 篠山
フジワラ　シオリ ケヤキダイ [7.17]

11 60608 藤原　汐里(3) けやき台
カワノ　ミオ ユリノキダイ [7.42]

12 60905 川野　未央(3) ゆりのき台
ヤオ　アズ ヒカミ [7.63]

13 64455 八尾　愛珠(3) 氷上
ソワ　ミユ フジ [7.83]

14 60710 曽和　心結(3) 富士
タツカ　クルミ ニシワキミナミ [8.00]

15 34791 達可　くるみ(2) 西脇南
マエヤマ　ハルカ オノ [8.24]

16 37108 前山　晴華(2) 小野
イシモト　カナ カイバラ [8.51]

17 64150 石本　加菜(2) 柏原
ツノギ　ナツネ イチジマ [8.91]

18 65313 角木　夏音(3) 市島
ナガタ　マイア イチジマ [8.95]

19 65311 永田　まいあ(3) 市島
トクオカ　ミオナ アオガキ [10.69]

20 64855 徳岡　澪奈(3) 青垣
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共通女子円盤投  1.0k 

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒガシマエ　モエナ カスガ

1 65103 東前　萌奈(2) 春日
ヤマモト　マオ タンナン [10.89]

2 62783 山本　真央(3) 丹南
カタヤマ　ホノカ ユリノキダイ [12.00]

3 60904 片山　穂ノ香(3) ゆりのき台
ヨシダ　スズカ ササヤマ [12.22]

4 62151 吉田　すず佳(2) 篠山
カガノ　モモカ タンナン [12.52]

5 62786 加賀野　桃花(3) 丹南
キド　ユウコ ササヤマ [13.06]

6 62144 木戸　佑有子(2) 篠山
アサダ　ユイ ユリノキダイ [13.50]

7 60921 淺田　結衣(2) ゆりのき台
ミチモト　シュリ ヒカミ [14.00]

8 64461 道本　珠鈴(3) 氷上
サキ　ミユウ ケヤキダイ [14.13]

9 60604 﨑　美結(3) けやき台
シミズ　アンリ ハサマ [14.38]

10 60503 志水　杏吏(2) 狭間
イトウ　フウロ ケヤキダイ [14.97]

11 60600 伊藤　楓浪(3) けやき台
クボ　アキハ ニシワキ [15.00]

12 34501 久保　彩羽(2) 西脇
ミヤケ　マイコ サンダガクエン [15.00]

13 60123 三宅　舞子(2) 三田学園
オオガキ　サキ ヒカミ [15.41]

14 64459 大垣　咲季(3) 氷上
ヤオ　アズ ヒカミ [17.62]

15 64455 八尾　愛珠(3) 氷上
カワサキ　ウミ フジ [18.29]

16 60709 川﨑　羽美(3) 富士
イシモト　カナ カイバラ [18.45]

17 64150 石本　加菜(2) 柏原
ササガワ　アヤカ ニシワキ [19.50]

18 34586 篠川　彩華(3) 西脇
ソワ　ミユ フジ [19.99]

19 60710 曽和　心結(3) 富士
イワナガ　ユナ ニシワキ [21.50]

20 34581 岩永　優和(3) 西脇
ツノギ　ナツネ イチジマ [21.67]

21 65313 角木　夏音(3) 市島
ナガタ　マイア イチジマ [24.88]

22 65311 永田　まいあ(3) 市島
トクオカ　ミオナ アオガキ [25.14]

23 64855 徳岡　澪奈(3) 青垣
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共通女子四種競技 (100H-HJ-SP-200)

〈〈 決勝 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒロセ　モエ アオガキ

1 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ナカノ　ユウリ ハサマ

2 60501 中野　由梨(2) 狭間
ナカムラ　メイ カイバラ [2384]

3 64143 中村　芽生(3) 柏原
ヤマシタ　メイビ カイバラ [1868]

4 64142 山下　萌妃(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [2120]

5 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
キシ　ヒナノ ニシワキ [1969]

6 34585 來住　ひなの(3) 西脇
ウメツ　モモカ ミドリガオカ

7 35441 梅津　ももか(3) 緑が丘
ヤマナカ　ユメ ハサマ

8 60502 山中　優夢(2) 狭間
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共通女子100mH (76.2:13-8-15)

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒロセ　モエ アオガキ [21.50]

2 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ナカノ　ユウリ ハサマ [20.65]

3 60501 中野　由梨(2) 狭間
ナカムラ　メイ カイバラ [15.21]

4 64143 中村　芽生(3) 柏原
ヤマシタ　メイビ カイバラ [15.99]

5 64142 山下　萌妃(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [17.31]

6 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
キシ　ヒナノ ニシワキ [16.26]

7 34585 來住　ひなの(3) 西脇
ウメツ　モモカ ミドリガオカ [17.54]

8 35441 梅津　ももか(3) 緑が丘
ヤマナカ　ユメ ハサマ [19.23]

9 60502 山中　優夢(2) 狭間
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共通女子走高跳

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ヒロセ　モエ アオガキ [1.15]

1 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ウメツ　モモカ ミドリガオカ [1.25]

2 35441 梅津　ももか(3) 緑が丘
ナカノ　ユウリ ハサマ [1.25]

3 60501 中野　由梨(2) 狭間
ヤマナカ　ユメ ハサマ [1.25]

4 60502 山中　優夢(2) 狭間
キシ　ヒナノ ニシワキ [1.35]

5 34585 來住　ひなの(3) 西脇
ヤマシタ　メイビ カイバラ [1.42]

6 64142 山下　萌妃(3) 柏原
ウメガキ　ハナ ヒカミ [1.48]

7 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
ナカムラ　メイ カイバラ [1.48]

8 64143 中村　芽生(3) 柏原
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共通女子砲丸投  2.72k(6#) 

〈〈 四種競技 〉〉

1組

ﾚｰﾝ Bibs 競技者名 所属 記録
ウメツ　モモカ ミドリガオカ

1 35441 梅津　ももか(3) 緑が丘
ナカノ　ユウリ ハサマ

2 60501 中野　由梨(2) 狭間
ヤマナカ　ユメ ハサマ

3 60502 山中　優夢(2) 狭間
ヒロセ　モエ アオガキ [5.60]

4 64824 廣瀬　萌(2) 青垣
ヤマシタ　メイビ カイバラ [7.41]

5 64142 山下　萌妃(3) 柏原
キシ　ヒナノ ニシワキ [7.64]

6 34585 來住　ひなの(3) 西脇
ウメガキ　ハナ ヒカミ [8.85]

7 64452 梅垣　花菜(3) 氷上
ナカムラ　メイ カイバラ [9.25]

8 64143 中村　芽生(3) 柏原
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