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：  令和4年11月27日（日） :

：  兵庫県南あわじ市近畿高校駅伝特設コース :

：  近畿高等学校体育連盟

 近畿陸上競技協会、兵庫県教育委員会 :

：  兵庫県高等学校体育連盟、兵庫陸上競技協会
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男子第73回近畿高等学校駅伝競走大会

女子第38回近畿高等学校駅伝競走大会

主　催:近畿高等学校体育連盟・近畿陸上競技協会・兵庫県教育委員会

競技場:南あわじ市（兵庫県）

主　管:兵庫高等学校体育連盟・兵庫陸上競技協会　後　援:毎日新聞社・南あわじ市

日付:2022-11-27 最終コール:10:00 競技開始:10:30

高 校 最 高 記 録　   2:01:59　洛　　南・京都(第72回全国高校駅伝)2021
高校国内国際最高記録　2:01:18　世　　羅・広島(第66回全国高校駅伝)2015
近 畿 最 高 記 録   　2:01:59　洛　　南・京都(第72回全国高校駅伝)2021 
大　 会   記   録　   2:02:43　洛　　南・京都(第72回)　　　　　　2021

総合成績リスト
順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区

(10km) (3.0km) (8.1075km) (8.0875km) (3.0km) (5.0km) (5.0km)
1 2:05:39 31 西脇工 新妻　玲旺(3) 江上　天晴(3) 長嶋　幸宝(3) 小田　伊織(3) 上田　翔大(1) 藤田　大智(3) 稲見　　峻(3)

ﾆｼﾜｷｺｳ ﾆｲﾂﾞﾏ ﾚｵ ｴｶﾞﾐ ﾃﾝｾｲ ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ ｵﾀﾞ ｲｵﾘ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ ｲﾅﾐ ｼｭﾝ
兵庫 (6) 30:24 (6) 38:58 (1) 1:02:44 (2) 1:27:24 (1) 1:35:58 (1) 1:50:38 (1) 2:05:39

(6) 30:24 (5) 8:34 (1) 23:46 (5) 24:40 (2) 8:34 (1) 14:40 (1) 15:01
2 2:06:45 32 須磨学園 福冨　　翔(2) 中谷　　隼(3) 堀野　正太(1) 熊井　渓人(3) 髙田　滉翔(2) 折田　壮太(2) 長谷川大翔(1)

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ ﾌｸﾄﾐ ｼｮｳ ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝ ﾎﾘﾉ ｼｮｳﾀ ｸﾏｲ ｹｲﾄ ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ ｵﾘﾀ ｿｳﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ
兵庫 (5) 30:20 (5) 38:54 (3) 1:03:33 (4) 1:27:55 (4) 1:36:44 (2) 1:51:36 (2) 2:06:45

(5) 30:20 (5) 8:34 (3) 24:39 (3) 24:22 (5) 8:49 (2) 14:52 (2) 15:09
3 2:07:18 19 智辯カレッジ 柏木　優希(2) 福田　海未(2) 植阪　嶺児(3) 滝本　朗史(3) 高橋　佑治(3) 和田　拓真(1) 近森　遥斗(3)

ﾁﾍﾞﾝｶﾚｯｼﾞ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾌﾐ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ
奈良 (11) 30:39 (8) 39:21 (2) 1:03:30 (3) 1:27:49 (3) 1:36:38 (4) 1:51:58 (3) 2:07:18

(11) 30:39 (9) 8:42 (2) 24:09 (2) 24:19 (5) 8:49 (4) 15:20 (4) 15:20
4 2:07:36 7 洛南 柴田　大地(3) 川口峻太朗(1) 原田　颯大(3) 並川　颯太(2) 岡田　開成(2) 髙木　崚平(2) 浅川　侑大(3)

ﾗｸﾅﾝ ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ ﾅﾐｶﾜ ｿｳﾀ ｵｶﾀﾞ ｶｲｾｲ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ
京都 (1) 30:11 (1) 38:45 (4) 1:03:35 (5) 1:28:16 (5) 1:36:44 (5) 1:52:20 (4) 2:07:36

(1) 30:11 (5) 8:34 (5) 24:50 (6) 24:41 (1) 8:28 (10) 15:36 (3) 15:16
5 2:07:49 33 報徳 大井　　廉(2) 山下　慶馬(3) 岩坂　蓮太(2) 前田　和摩(3) 鎌田　大輝(2) 前田　流星(2) 山元　颯真(1)

ﾎｳﾄｸ ｵｵｲ ﾚﾝ ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾏ ｲﾜｻｶ ﾚﾝﾀ ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ
兵庫 (10) 30:34 (3) 38:49 (5) 1:03:40 (1) 1:27:15 (2) 1:36:17 (3) 1:51:54 (5) 2:07:49

(10) 30:34 (1) 8:15 (6) 24:51 (1) 23:35 (13) 9:02 (11) 15:37 (12) 15:55
6 2:08:41 8 京都外大西 山田　琉斗(3) 安部爽仁朗(2) 髙倉　侃斗(2) 大西　裕翔(3) 植村　来登(3) 髙木　志朗(3) 西山　修平(2)

ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ｱﾍﾞ ｿｳｼﾞﾛｳ ﾀｶｸﾗ ｶﾝﾄ ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ ｳｴﾑﾗ ﾗｲﾄ ﾀｶｷﾞ ｼﾛｳ ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
京都 (4) 30:19 (4) 38:52 (7) 1:04:24 (6) 1:28:53 (6) 1:37:41 (6) 1:53:16 (6) 2:08:41

(4) 30:19 (4) 8:33 (10) 25:32 (4) 24:29 (4) 8:48 (9) 15:35 (5) 15:25
7 2:09:11 9 洛北 三宅　勇希(2) 大西　功起(1) 坂元南紬太(2) 永井　孝明(2) 服部　由羅(2) 山本　琉生(1) 野木　琉平(1)

ﾗｸﾎｸ ﾐﾔｹ ﾕｳｷ ｵｵﾆｼ ｺｳｷ ｻｶﾓﾄ ﾅﾕﾀ ﾅｶﾞｲ ﾀｶｱｷ ﾊｯﾄﾘ ﾕﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ ﾉｷﾞ ﾘｭｳﾍｲ
京都 (2) 30:12 (7) 39:07 (6) 1:03:52 (7) 1:28:54 (7) 1:37:52 (7) 1:53:21 (7) 2:09:11

(2) 30:12 (13) 8:55 (4) 24:45 (8) 25:02 (9) 8:58 (7) 15:29 (10) 15:50
8 2:10:07 15 関大北陽 七枝　　直(2) 湯田陽平兵(3) 野間　黎矢(2) 糟谷　源太(2) 杉本　　結(3) 大槻　涼人(3) 大濵　優輝(2)

ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖｳ ﾅﾅﾂｴ ﾅｵ ﾕﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾉﾏ ﾚｲﾔ ｶｽﾔ ｹﾞﾝﾀ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾄ ｵｵﾊﾏ ﾕｳｷ
大阪 (3) 30:17 (2) 38:48 (8) 1:04:29 (8) 1:30:06 (8) 1:39:03 (8) 1:54:28 (8) 2:10:07

(3) 30:17 (3) 8:31 (11) 25:41 (15) 25:37 (7) 8:57 (5) 15:25 (6) 15:39
9 2:10:57 1 滋賀学園 安原　海晴(3) 落合　　晃(1) 柴田　　侑(3) 田井中悠成(3) 前田　涼太(3) 宮地　大哉(3) 杉本　　春(2)

ｼｶﾞｶﾞｸｴﾝ ﾔｽﾊﾗ ｶｲｾｲ ｵﾁｱｲ ｺｳ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ ﾀｲﾅｶ ﾕｳｾｲ ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲﾔ ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙ
滋賀 (19) 31:14 (13) 39:58 (13) 1:05:52 (13) 1:31:15 (11) 1:39:58 (9) 1:55:06 (9) 2:10:57

(19) 31:14 (10) 8:44 (14) 25:54 (12) 25:23 (3) 8:43 (3) 15:08 (11) 15:51
10 2:11:10 2 比叡山 中西慶士郎(2) 渡　　大希(1) 竹村　明人(2) 石田　崇人(1) 大西　峻平(2) 海老原　光(1) 小池　太壱(2)

ﾋｴｲｻﾞﾝ ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾛｳ ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾄ ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋｶﾙ ｺｲｹ ﾀｲﾁ
滋賀 (9) 30:32 (12) 39:47 (10) 1:05:04 (10) 1:30:36 (9) 1:39:35 (10) 1:55:14 (10) 2:11:10

(9) 30:32 (24) 9:15 (7) 25:17 (13) 25:32 (10) 8:59 (14) 15:39 (13) 15:56
11 2:11:37 10 京産大附 西村　光矢(3) 村上　碩哉(1) 清水　柊汰(2) 野田　晶斗(3) 神保　皓介(2) 新谷　遼平(2) 中山　太惺(2)

ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲﾌ ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾔ ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾔ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾀ ﾉﾀﾞ ｱｷﾄ ｼﾞﾝﾎﾞ ｺｳｽｹ ｼﾝﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ
京都 (7) 30:26 (9) 39:26 (12) 1:05:45 (11) 1:30:37 (12) 1:39:59 (11) 1:55:54 (11) 2:11:37

(7) 30:26 (17) 9:00 (20) 26:19 (7) 24:52 (22) 9:22 (20) 15:55 (7) 15:43
12 2:11:50 34 神港学園 日数谷隼人(2) 米澤　　輝(3) 山本　侑輝(2) 京川　大真(3) 河端　麗桜(3) 藤本　嵩統(1) 橋本　魁斗(3)

ｼﾝｺｳｶﾞｸｴﾝ ﾋｶｽﾞﾀﾆ ﾊﾔﾄ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ｷｮｳｶﾜ ﾀｲｼﾞ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾚｵ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳﾄ ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ
兵庫 (18) 31:12 (17) 40:10 (15) 1:06:01 (12) 1:31:12 (13) 1:40:25 (12) 1:56:06 (12) 2:11:50

(18) 31:12 (14) 8:58 (13) 25:51 (9) 25:11 (15) 9:13 (15) 15:41 (8) 15:44
13 2:12:15 20 奈良育英 松尾　侍弦(2) 竹ノ下虎瞳(2) 葛城　　渚(2) 門脇　睦樹(3) 叶井　暖人(3) 福西　颯太(3) 中嶋　和羽(3)

ﾅﾗｲｸｴｲ ﾏﾂｵ ｼﾞｹﾞﾝ ﾀｹﾉｼﾀ ｺﾄﾞｳ ｶﾂﾗｷﾞ ﾅｷﾞｻ ｶﾄﾞﾜｷ ﾑﾂｷ ｶﾉｲ ﾊﾙﾄ ﾌｸﾆｼ ｿｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾊ
奈良 (8) 30:28 (10) 39:33 (9) 1:05:00 (9) 1:30:32 (10) 1:39:57 (13) 1:56:13 (13) 2:12:15

(8) 30:28 (20) 9:05 (8) 25:27 (13) 25:32 (25) 9:25 (23) 16:16 (14) 16:02
14 2:13:18 25 智辯和歌山 山本　悠人(2) 森岡　篤史(3) 佐野　　圭(3) 宮本　優希(3) 福居　京弥(1) 合川　歩輝(3) 福島　直樹(2)

ﾁﾍﾞﾝﾜｶﾔﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾓﾘｵｶ ｱﾂｼ ｻﾉ ｹｲ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ ﾌｸｲ ｷｮｳﾔ ｱｲｶﾜ ｲﾌﾞｷ ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ
和歌山 (27) 32:37 (24) 41:37 (21) 1:07:25 (16) 1:32:40 (15) 1:41:37 (14) 1:57:04 (14) 2:13:18

(27) 32:37 (17) 9:00 (12) 25:48 (10) 25:15 (7) 8:57 (6) 15:27 (20) 16:14
15 2:13:21 26 和歌山北 澳　　彰吾(2) 安東　海音(1) 上野山拳士朗(1) 生駒　　蓮(3) 惠中　春斗(3) 三栖　滉介(3) 太田　　煌(1)

ﾜｶﾔﾏｷﾀ ｵｷ ｼｮｳｺﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ ｳｴﾉﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ ｲｺﾏ ﾚﾝ ｴﾅｶ ﾊﾙﾄ ﾐｽ ｺｳｽｹ ｵｵﾀ ｺｳ
和歌山 (22) 31:52 (20) 40:30 (17) 1:06:38 (17) 1:32:47 (16) 1:41:48 (16) 1:57:33 (15) 2:13:21

(22) 31:52 (8) 8:38 (16) 26:08 (17) 26:09 (11) 9:01 (16) 15:45 (9) 15:48
16 2:13:37 17 大阪桐蔭 粟野　　紡(2) 山下　航海(3) 粟野　　揺(2) 津島　慶季(3) 柴田　清佑(3) 大上廉太郎(2) 中島　陸斗(3)

ｵｵｻｶﾄｳｲﾝ ｱﾜﾉ ﾂﾑｷﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾜﾀﾙ ｱﾜﾉ ﾕﾗｷﾞ ﾂｼﾏ ﾖｼｷ ｼﾊﾞﾀ ｾｲｽｹ ｵｵｶﾞﾐ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸﾄ
大阪 (14) 30:46 (11) 39:44 (14) 1:05:54 (14) 1:32:04 (14) 1:41:17 (15) 1:57:23 (16) 2:13:37

(14) 30:46 (14) 8:58 (18) 26:10 (18) 26:10 (15) 9:13 (22) 16:06 (20) 16:14
17 2:14:33 36 東播磨 吉田　　翔(3) 畠山　真白(2) 岡村　和真(3) 貞平　春陽(1) 髙橋　立輝(2) 青木　陽良(3) 新井　準人(2)

ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏ ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾛ ｵｶﾑﾗ ﾜｼﾝ ｻﾀﾞﾋﾗ ﾊﾙﾋ ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｷ ｱｵｷ ﾀｶﾗ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾄ
兵庫 (16) 30:51 (16) 40:02 (16) 1:06:02 (15) 1:32:10 (17) 1:41:58 (18) 1:58:20 (17) 2:14:33

(16) 30:51 (21) 9:11 (15) 26:00 (16) 26:08 (29) 9:48 (24) 16:22 (18) 16:13
18 2:14:43 37 長田 磯部煌太郎(2) 藤原　慶人(1) 古川　翔夢(3) 井上　　悠(2) 前田　大貴(2) 木村　友信(1) 中川　颯太(3)

ﾅｶﾞﾀ ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾄﾑ ｲﾉｳｴ ﾕｳ ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾀ
兵庫 (15) 30:49 (15) 40:01 (11) 1:05:32 (18) 1:32:59 (18) 1:42:20 (17) 1:58:14 (18) 2:14:43

(15) 30:49 (22) 9:12 (9) 25:31 (30) 27:27 (20) 9:21 (19) 15:54 (26) 16:29
19 2:14:59 11 桂 松山誠之介(3) 土井　航大(3) 西川　侑李(2) 小池　千樹(1) 兒玉　琥珀(2) 森田　えん(3) 小島　瑠晟(1)

ｶﾂﾗ ﾏﾂﾔﾏ ｾｲﾉｽｹ ﾄﾞｲ ｺｳﾀﾞｲ ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾘ ｺｲｹ ｾﾝｼﾞｭ ｺﾀﾞﾏ ｺﾊｸ ﾓﾘﾀ ｴﾝ ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ
京都 (20) 31:38 (21) 40:42 (20) 1:07:02 (21) 1:33:50 (20) 1:43:05 (19) 1:58:42 (19) 2:14:59

(20) 31:38 (19) 9:04 (21) 26:20 (23) 26:48 (18) 9:15 (11) 15:37 (23) 16:17
20 2:15:08 13 清風 林　　祐正(3) 武市　颯太(1) 角川夢有人(2) 竹口　　遼(2) 嶋田　　樹(2) 金銅　友雅(1) 西田　良太(2)

ｾｲﾌｳ ﾘﾝ ﾕｳｾｲ ﾀｹｲﾁ ｿｳﾀ ｽﾐｶﾜ ﾕｳﾄ ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｮｳ ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
大阪 (28) 32:43 (23) 41:37 (25) 1:08:01 (24) 1:34:24 (21) 1:43:25 (20) 1:59:02 (20) 2:15:08

(28) 32:43 (12) 8:54 (23) 26:24 (19) 26:23 (11) 9:01 (11) 15:37 (16) 16:06
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
(10km) (3.0km) (8.1075km) (8.0875km) (3.0km) (5.0km) (5.0km)

区間記録 北村　聡(西脇工) 仁木　崇寛(西脇工) ｱﾝﾄﾆｰ ﾏｲﾅ(興国) 佐藤圭汰(洛南) 森本　大策(洛南) 三浦　龍司(洛　南) 永井　大介(西脇工)
                                                                                    

28:56  8:10 22:36 23:01  8:02 14:00 14:10  
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男子第 73 回兵庫県高等学校駅伝競走大会、女子第 38 回近畿高等学校駅伝競走大会 R4.11.27（日）  南あわじ市             P12  

    

男子第73回近畿高等学校駅伝競走大会

女子第38回近畿高等学校駅伝競走大会

主　催:近畿高等学校体育連盟・近畿陸上競技協会・兵庫県教育委員会

競技場:南あわじ市（兵庫県）

主　管:兵庫高等学校体育連盟・兵庫陸上競技協会　後　援:毎日新聞社・南あわじ市

日付:2022-11-27 最終コール:10:00 競技開始:10:40

高 校 最 高 記 録　   1:06:26　埼　玉　栄・埼玉(第８回全国高校駅伝)1996
近 畿 最 高 記 録   　1:07:06　立命館宇治・京都(第19回全国高校駅伝)2007
大   会   記   録　   1:07:17　立命館宇治・京都(第23回)　　　　　　2007

総合成績リスト
順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

(6.0km) (4.0975km) (3.0km) (3.0km) (5.0km)
1 1:09:51 7 立命館宇治 山本　釉未(2) 太田　咲雪(3) 大西　桃花(1) 廣瀬　　梛(2) 瀨川　　藍(3)

ﾘﾂﾒｲｶﾝｳｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ ｵｵﾀ ｻﾕｷ ｵｵﾆｼ ﾓﾓｶ ﾋﾛｾ ﾅｷﾞ ｾｶﾞﾜ ｱｲ
京都 (1) 19:49 (1) 33:02 (2) 43:10 (2) 53:00 (1) 1:09:51

(1) 19:49 (2) 13:13 (6) 10:08 (2) 9:50 (1) 16:51
2 1:10:09 13 薫英女学院 塚本　夕藍(1) 水本　佳菜(3) 向井　友希(2) 西澤　茉鈴(3) 薮谷　奈瑠(3)

ｸﾝｴｲｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ ﾂｶﾓﾄ ﾕｱ ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ ﾑｶｲ ﾕｳｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ
大阪 (6) 20:22 (2) 33:06 (1) 43:02 (1) 52:49 (2) 1:10:09

(6) 20:22 (1) 12:44 (1) 9:56 (1) 9:47 (3) 17:20
3 1:11:14 32 須磨学園 大西　文香(3) 生田　　翠(2) 関本　　遥(2) 宮宅　ひな(1) 黒田　奈那(2)

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ ｵｵﾆｼ ﾌﾐｶ ｲｸﾀ ｽｲ ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾐﾔｹ ﾋﾅ ｸﾛﾀﾞ ﾅﾅ
兵庫 (2) 20:12 (3) 33:51 (3) 43:52 (3) 53:47 (3) 1:11:14

(2) 20:12 (6) 13:39 (2) 10:01 (3) 9:55 (4) 17:27
4 1:11:21 31 西脇工 塩﨑　彩理(2) 吉田　優音(3) 井澤　奈甫(3) 陰山悠実乃(1) 飯塚　菜月(3)

ﾆｼﾜｷｺｳ ｼｵｻﾞｷ ｱﾔﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾈ ｲｻﾞﾜ ﾅﾎ ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾐﾉ ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾂｷ
兵庫 (3) 20:13 (5) 34:04 (4) 44:14 (4) 54:25 (4) 1:11:21

(3) 20:13 (9) 13:51 (7) 10:10 (7) 10:11 (2) 16:56
5 1:12:22 1 比叡山 荒田　悠良(3) 山中　彩愛(1) 川端　愛実(2) 大原　瑚子(2) 肥後　彩羽(1)

ﾋｴｲｻﾞﾝ ｱﾗﾀ ﾕﾗ ﾔﾏﾅｶ ｱﾔﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾅﾐ ｵｵﾊﾗ ｺｺ ﾋｺﾞ ｲﾛﾊ
滋賀 (7) 20:23 (4) 33:59 (6) 44:28 (6) 54:45 (5) 1:12:22

(7) 20:23 (4) 13:36 (13) 10:29 (10) 10:17 (5) 17:37
6 1:12:24 10 桂 今井　万尋(2) 内田　奏音(3) 小宮由侑菜(2) 柴田　夢芽(2) 森下　未夢(3)

ｶﾂﾗ ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ ｳﾁﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ ｺﾐﾔ ﾕｳﾅ ｼﾊﾞﾀ ﾕﾒ ﾓﾘｼﾀ ﾐﾕ
京都 (10) 20:38 (7) 34:15 (5) 44:16 (5) 54:34 (6) 1:12:24

(10) 20:38 (5) 13:37 (2) 10:01 (11) 10:18 (7) 17:50
7 1:12:58 8 京都外大西 上村　　琴(2) 山田　美咲(1) 中西　知穂(2) 栗本　月碧(2) 松崎　碧梨(3)

ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ ｳｴﾑﾗ ｺﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ ﾅｶﾆｼ ﾁﾎ ｸﾘﾓﾄ ﾙﾉｱ ﾏﾂｻﾞｷ ｱｵﾘ
京都 (11) 20:40 (9) 34:49 (8) 45:10 (8) 55:08 (7) 1:12:58

(11) 20:40 (13) 14:09 (11) 10:21 (4) 9:58 (7) 17:50
8 1:13:36 19 智辯カレッジ 岡本　藍里(2) 渡邊　歩花(1) 縄田　　雅(3) 福井　実夏(3) 嶌田　咲希(2)

ﾁﾍﾞﾝｶﾚｯｼﾞ ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ ﾅﾜﾀ ﾐﾔﾋﾞ ﾌｸｲ ﾐﾅﾂ ｼﾏﾀﾞ ｻｷ
奈良 (9) 20:37 (11) 35:03 (9) 45:15 (9) 55:27 (8) 1:13:36

(9) 20:37 (14) 14:26 (8) 10:12 (8) 10:12 (12) 18:09
9 1:13:43 15 ﾇｳﾞｪｰﾙ学院 室山　真優(2) 武田　真音(3) 飯田有里彩(2) 新山　心友(3) 室山　実優(2)

ﾇｳﾞｪｰﾙｶﾞｸｲﾝ ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ ｲｲﾀﾞ ｱﾘｻ ﾆｲﾔﾏ ﾐﾕ ﾑﾛﾔﾏ ﾐﾕ
大阪 (18) 21:31 (13) 35:23 (11) 45:29 (10) 55:34 (9) 1:13:43

(18) 21:31 (10) 13:52 (5) 10:06 (5) 10:05 (12) 18:09
10 1:13:48 14 東大阪大敬愛 新井えりか(2) 黒木　優依(1) 北村　　凜(1) 花坂　陽葵(1) 横山　美月(2)

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲ ｱﾗｲ ｴﾘｶ ｸﾛｷ ﾕｲ ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝ ﾊﾅｻｶ ﾋﾏﾘ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ
大阪 (23) 21:47 (15) 35:37 (13) 45:39 (11) 55:48 (10) 1:13:48

(23) 21:47 (8) 13:50 (4) 10:02 (6) 10:09 (11) 18:00
11 1:14:01 9 京都光華 山﨑　日那(2) 柴田　春菜(1) 吉雄　咲夏(3) 小出　英奈(3) 中村百合花(3)

ｷｮｳﾄｺｳｶ ﾔﾏｻｷ ﾋﾅ ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ ﾖｼｵ ｻﾅ ｺｲﾃﾞ ｴﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ
京都 (4) 20:16 (8) 34:45 (12) 45:30 (12) 56:02 (11) 1:14:01

(4) 20:16 (17) 14:29 (19) 10:45 (12) 10:32 (10) 17:59
12 1:14:06 16 大阪桐蔭 岡村　花生(3) 岡村帆帆子(3) 関谷　美羽(2) 森内　光空(2) 永田　夕依(2)

ｵｵｻｶﾄｳｲﾝ ｵｶﾑﾗ ﾊﾅｵ ｵｶﾑﾗ ﾎﾎｺ ｾｷﾀﾆ ﾐｳ ﾓﾘｳﾁ ﾐｸ ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ
大阪 (8) 20:28 (6) 34:12 (7) 44:52 (7) 55:08 (12) 1:14:06

(8) 20:28 (7) 13:44 (16) 10:40 (9) 10:16 (21) 18:58
13 1:14:55 25 智辯和歌山 小倉　侑々(3) 菱山　愛里(2) 楠本　七瀬(1) 仲谷　瑠唯(3) 出﨑　香菜(2)

ﾁﾍﾞﾝﾜｶﾔﾏ ｵｸﾞﾗ ﾕｳ ﾋｼﾔﾏ ｱｲﾘ ｸｽﾓﾄ ﾅﾅｾ ﾅｶﾀﾆ ﾙｲ ﾃﾞｻﾞｷ ｶﾅ
和歌山 (5) 20:22 (12) 35:03 (10) 45:23 (13) 56:14 (13) 1:14:55

(5) 20:22 (23) 14:41 (10) 10:20 (19) 10:51 (17) 18:41
14 1:15:17 26 和歌山北 前田　暁帆(3) 松平　風花(2) 宮崎　彩湖(1) 折田　優希(1) 原田　凜果(3)

ﾜｶﾔﾏｷﾀ ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾎ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾌｳｶ ﾐﾔｻﾞｷ ｱｺ ｵﾘﾀ ﾕｳｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝｶ
和歌山 (20) 21:38 (21) 36:14 (18) 46:45 (16) 57:20 (14) 1:15:17

(20) 21:38 (21) 14:36 (14) 10:31 (15) 10:35 (9) 17:57
15 1:15:28 33 東播磨 坂本幸妃音(3) 柳井　蓮音(2) 長野　亜美(1) 日数谷綾音(1) 西尾わこと(3)

ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏ ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾈ ﾔﾅｲ ﾚﾉﾝ ﾅｶﾞﾉ ｱﾐ ﾋｶｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾈ ﾆｼｵ ﾜｺﾄ
兵庫 (15) 21:20 (17) 35:46 (14) 46:09 (14) 56:47 (15) 1:15:28

(15) 21:20 (14) 14:26 (12) 10:23 (17) 10:38 (17) 18:41
16 1:15:46 35 園田 杉永　美空(2) 後田　乃愛(2) 神山　碧希(2) 辻川　海月(1) 行安亜芽莉(2)

ｿﾉﾀﾞ ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾐｸ ｳｼﾛﾀﾞ ﾉｱ ｶﾐﾔﾏ ﾀﾏｷ ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾂｷ ﾕｷﾔｽ ｱﾒﾘ
兵庫 (17) 21:29 (14) 35:35 (16) 46:19 (15) 57:06 (16) 1:15:46

(17) 21:29 (12) 14:06 (17) 10:44 (18) 10:47 (16) 18:40
17 1:15:47 17 大塚 塩原　希梨(3) 白川　朝陽(2) 若井　瑠菜(1) 永井　愛南(1) 岡田有理沙(1)

ｵｵﾂｶｺｳ ｼｵﾊﾗ ｷﾘ ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ ﾜｶｲ ﾙﾅ ﾅｶﾞｲ ｱｲﾅ ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ
大阪 (19) 21:33 (10) 34:58 (15) 46:14 (17) 57:29 (17) 1:15:47

(19) 21:33 (3) 13:25 (25) 11:16 (21) 11:15 (14) 18:18
18 1:16:31 34 宝塚 山口あやか(2) 熊代　宙乃(3) 奥橋　歩実(3) 西手　優花(2) 望月こはく(3)

ﾀｶﾗﾂﾞｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ ｸﾏｼﾛ ｿﾗﾉ ｵｸﾊｼ ｱﾕﾐ ﾆｼﾃ ﾕｳｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾊｸ
兵庫 (27) 22:23 (26) 36:56 (22) 47:27 (19) 58:04 (18) 1:16:31

(27) 22:23 (20) 14:33 (14) 10:31 (16) 10:37 (15) 18:27
19 1:17:06 2 草津東 新井　乃愛(2) 新井　叶愛(2) 西田　有里(2) 飯田　愛心(1) 石橋　未愛(2)

ｸｻﾂﾋｶﾞｼ ｱﾗｲ ﾉｱ ｱﾗｲ ﾄｱ ﾆｼﾀﾞ ﾕﾘ ｲｲﾀﾞ ｴﾘ ｲｼﾊﾞｼ ﾐｱ
滋賀 (25) 21:54 (22) 36:23 (17) 46:36 (18) 57:54 (19) 1:17:06

(25) 21:54 (17) 14:29 (9) 10:13 (22) 11:18 (22) 19:12
20 1:17:10 40 神港学園 正垣　水梨(3) 秋山ひいろ(1) 戸田　歩実(3) 村上はるか(3) 丸毛　萌愛(3)

ｼﾝｺｳｶﾞｸｴﾝ ﾏｻｶﾞｷ ﾅﾘ ｱｷﾔﾏ ﾋｲﾛ ﾄﾀﾞ ｱﾕﾐ ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾏﾙﾓ ﾏﾅ
兵庫 (12) 21:15 (23) 36:44 (25) 48:05 (27) 59:31 (20) 1:17:10

(12) 21:15 (31) 15:29 (26) 11:21 (27) 11:26 (6) 17:39
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
(6.0km) (4.0975km) (3.0km) (3.0km) (5.0km)

区間記録 田中　希実(西脇工) 伊藤　紋(立命館宇治)中新井美波(須磨学園) 田鍋　舞(須磨学園) 樋口紀子(立命館宇治)
                                                            

18:51 12:27  9:02  9:08 15:37  

fujik
Area Highlight




