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男子第72回･女子第34回 兵庫県高等学校駅伝競走大会　神戸地区予選会

男子第55回･女子第43回 神戸地区高等学校駅伝競走大会

主  催:兵庫県高等学校体育連盟  神戸市陸上競技協会

コース:三木総合防災公園  周回コース

主  管:兵庫県高等学校体育連盟神戸支部陸上競技部      後  援:神戸新聞社

日付:2017-10-21 最終コール:10:00 競技開始:10:10

神戸高校最高記録    1ﾟ07'22"  須磨学園 ( 脇　田・永　田・宮　下・小　林・高　吉 )   2005年
大  会  記  録      1ﾟ10'28"  須磨女   ( 加  納・森  本・木  村・疋  田・須  鎗 )   1996年

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

(  6Km ) (4.0975Km) (  3Km ) (  3Km ) (  5Km )
1 1:10:48 1 須磨学園 太田  麻衣(3) 大西ひかり(2) 小林    朝(1) 樽本つかさ(1) 荒井  優奈(2)

(1) 20:10 (1) 33:33 (1) 43:49 (1) 53:49 (1) 1:10:48
(1) 20:10 =SR (1) 13:23 NSR (1) 10:16 (1) 10:00 (1) 16:59

2 1:15:56 2 須磨友が丘 馬場    愛(3) 杉谷  莉菜(1) 長澤  玲佳(3) 廣田  春夏(2) 大内  梨湖(2)
(2) 21:47 (2) 36:38 (2) 47:28 (2) 58:18 (2) 1:15:56
(2) 21:47 (2) 14:51 (2) 10:50 (2) 10:50 (2) 17:38

3 1:19:17 3 長田 上杉  美里(3) 大井規紗莉(1) 下濱  萌音(2) 田尾和花子(2) 佐々木萌夏(2)
(5) 22:14 (3) 37:07 (3) 48:11 (3) 59:53 (3) 1:19:17
(5) 22:14 (3) 14:53 (4) 11:04 (6) 11:42 (6) 19:24

4 1:19:45 5 星陵 津田  葵衣(2) 高橋  真子(1) 小西  舞奈(1) 生田みのり(2) 山本  優菜(2)
(9) 23:02 (5) 37:55 (4) 48:56 (4) 1:00:21 (4) 1:19:45
(9) 23:02 (3) 14:53 (3) 11:01 (4) 11:25 (6) 19:24

5 1:20:11 7 兵庫 平原  千聖(2) 山田眞由美(1) 酒井    和(2) 黒潟    萌(2) 岡本    悠(2)
(8) 22:51 (6) 38:17 (6) 49:59 (6) 1:01:38 (5) 1:20:11
(8) 22:51 (6) 15:26 (8) 11:42 (5) 11:39 (3) 18:33

6 1:20:30 4 神戸 岩崎    葵(2) 加藤    葵(2) 森木  藍佳(1) 小澤    皐(3) 中嶋    想(3)
(10) 23:12 (9) 38:53 (8) 50:10 (5) 1:01:20 (6) 1:20:30
(10) 23:12 (7) 15:41 (5) 11:17 (3) 11:10 (5) 19:10

7 1:22:00 8 神戸甲北 佐藤    茜(2) 赤尾  春咲(3) 宮本  和葉(3) 吉國  麻希(2) 早田  魅美(2)
(7) 22:45 (4) 37:55 (5) 49:32 (7) 1:01:55 (7) 1:22:00
(7) 22:45 (5) 15:10 (6) 11:37 (11) 12:23 (10) 20:05

8 1:22:15 15 神戸龍谷 平井きらら(1) 廣居  琴乃(1) 國米  美鈴(2) 岩切  菜月(1) 古川  桜子(1)
(6) 22:40 (7) 38:24 (9) 50:23 (8) 1:02:38 (8) 1:22:15
(6) 22:40 (8) 15:44 (12) 11:59 (9) 12:15 (8) 19:37

9 1:23:09 6 北須磨 高本    南(3) 重    花梨(2) 中川  七海(1) 松野  文音(2) 鍋田  優奈(2)
(3) 21:51 (8) 38:24 (7) 50:03 (9) 1:03:01 (9) 1:23:09
(3) 21:51 (11) 16:33 (7) 11:39 (15) 12:58 (12) 20:08

10 1:23:16 18 六甲アイ 湯木  美里(2) 篠倉  奈々(2) 岡浦  沙也(3) 大塩  弥奈(1) 末吉  花林(2)
(11) 23:43 (11) 39:45 (11) 51:42 (11) 1:04:14 (10) 1:23:16
(11) 23:43 (9) 16:02 (10) 11:57 (13) 12:32 (4) 19:02

11 1:23:25 17 御影 糀谷  涼子(3) 武田  詩菜(2) 千野さくら(3) 橋田  明香(3) 加島  実奈(2)
(12) 24:00 (12) 40:07 (12) 51:53 (10) 1:03:46 (11) 1:23:25
(12) 24:00 (10) 16:07 (9) 11:46 (7) 11:53 (9) 19:39

12 1:24:56 14 伊川谷北 櫻川  響晶(1) 玉川    楓(2) 小村  有紀(1) 土部紗貴子(1) 濱田  藍名(1)
(4) 21:57 (10) 39:07 (10) 51:07 (12) 1:04:45 (12) 1:24:56
(4) 21:57 (14) 17:10 (13) 12:00 (18) 13:38 (13) 20:11

13 1:25:37 10 神戸鈴蘭台 宮原    華(1) 大西  彩友(3) 中村  円香(3) 上杉    梓(3) 大島嘉之穂(1)
(14) 24:02 (14) 41:08 (13) 53:06 (13) 1:05:31 (13) 1:25:37
(14) 24:02 (13) 17:06 (11) 11:58 (12) 12:25 (11) 20:06

14 1:27:06 11 葺合 ｹﾝﾄ雪乃ﾚｲﾁｪﾙ(2) 野上    幸(2) 山本  芽依(1) 野上二千夏(2) 織田紗矢香(2)
(15) 24:20 (13) 40:57 (14) 53:12 (14) 1:05:32 (14) 1:27:06
(15) 24:20 (12) 16:37 (14) 12:15 (10) 12:20 (15) 21:34

15 1:30:09 9 夢野台 長山  美月(1) 藤田    和(1) 鈴木  愛仁(1) 齊藤  智美(1) 溝口  真柚(1)
(13) 24:01 (15) 41:57 (15) 55:08 (15) 1:08:33 (15) 1:30:09
(13) 24:01 (17) 17:56 (15) 13:11 (17) 13:25 (16) 21:36

16 1:30:17 12 須磨東 七瀬知絵子(1) 門田  菜那(1) 寺下  晴香(2) 瀨川はつみ(2) 篠田    穂(3)
(17) 24:53 (16) 42:29 (17) 56:02 (16) 1:09:19 (16) 1:30:17
(17) 24:53 (15) 17:36 (18) 13:33 (16) 13:17 (14) 20:58

17 1:31:56 13 須磨翔風 植松  優奈(2) 阪本  結里(1) 阪本  彩美(2) 青木  紗英(2) 藤本  小波(2)
(18) 25:01 (18) 42:45 (18) 56:32 (18) 1:10:19 (17) 1:31:56
(18) 25:01 (16) 17:44 (19) 13:47 (19) 13:47 (17) 21:37

18 1:32:57 16 伊川谷 片井  実優(1) 西島  里織(1) 江村  朱音(1) 永谷    綾(2) 杉山    紬(2)
(19) 25:12 (19) 44:00 (19) 58:34 (19) 1:11:20 (18) 1:32:57
(19) 25:12 (19) 18:48 (20) 14:34 (14) 12:46 (17) 21:37

19 1:33:51 20 舞子 藤本    泉(2) 黒木  梨里(1) 坂口  陽菜(1) 林    風虹(1) 中村    楓(2)
(16) 24:34 (17) 42:40 (16) 55:59 (17) 1:10:15 (19) 1:33:51
(16) 24:34 (18) 18:06 (17) 13:19 (21) 14:16 (20) 23:36

20 1:35:03 19 山手 田辺  千尋(1) 片上瑛実理(1) 岸本  真奈(3) 和田  彩花(1) 有井佑木菜(1)
(21) 26:49 (21) 46:16 (20) 59:30 (20) 1:11:34 (20) 1:35:03
(21) 26:49 (21) 19:27 (16) 13:14 (8) 12:04 (19) 23:29

21 1:38:48 21 神戸高塚 花田  真依(1) 森    夏鈴(1) 時札菜々夏(1) 岸田  日菜(1) 藤本  雅妃(1)
(20) 25:43 (20) 44:57 (21) 59:31 (21) 1:13:29 (21) 1:38:48
(20) 25:43 (20) 19:14 (20) 14:34 (20) 13:58 (21) 25:19

OPN 1:12:10 22 須磨学園 鳴瀧ほのか(3) 樽本  知夏(3) 金山    琳(2) 磯部  莉那(1) 鯉田  優奈(2)
(OPN) 20:54 (OPN) 34:24 (OPN) 44:18 (OPN) 54:28 (OPN) 1:12:10
(OPN) 20:54 (OPN) 13:30 (OPN) 9:54 (OPN) 10:10 (OPN) 17:42

OPN 1:20:48 23 須磨友が丘 戸田  海静(3) 柳田  紗希(1) 濱田  莉乃(1) 園部  真子(3) 大成あまね(3)
(OPN) 22:37 (OPN) 37:53 (OPN) 49:11 (OPN) 1:00:58 (OPN) 1:20:48
(OPN) 22:37 (OPN) 15:16 (OPN) 11:18 (OPN) 11:47 (OPN) 19:50
第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区 第 ５ 区
(  6Km ) (4.0975Km) (  3Km ) (  3Km ) (  5Km )

区間記録 湯田佐枝子 3 太田　麻衣 2 池田　睦美 3 竹内  友紀 3 大西ひかり 1
須磨学園2010 須磨学園2016  須磨学園2010 須磨学園2002 須磨学園2016

20:10 13:24  9:37  9:39 16:40

凡例（OPN:オープン参加/ NSR…区間新記録/ =SR…区間ﾀｲ記録）


