
Page:1 of 2

男子第73回･女子第35回 兵庫県高等学校駅伝競走大会　神戸地区予選会

男子第56回･女子第44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:2018-10-20 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                              2005年
                              脇　田・永　田・宮　下・小　林・高　吉
大  会  記  録      1ﾟ10'28"  須磨女                                1996年
                              加  納・森  本・木  村・疋  田・須  鎗

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 1:10:28 1 須磨学園 荒井  優奈(3) 樽本つかさ(2) 福永  愛佳(1) 後藤  藍子(3) 大西ひかり(3)
=GR ｱﾗｲ ﾕｳﾅ ﾀﾙﾓﾄ ﾂｶｻ ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ ｺﾞﾄｳ ｱｲｺ ｵｵﾆｼ ﾋｶﾘ

(1) 20:18 (1) 33:42 (1) 43:45 (1) 54:00 (1) 1:10:28
(1) 20:18 (1) 13:24 (1) 10:03 (1) 10:15 (1) 16:28 NSR

2 1:18:16 2 須磨友が丘 大内  梨湖(3) 豊口  陽菜(1) 白髪  栞奈(2) 廣田  春夏(3) 杉谷  莉菜(2)
ｵｵｳﾁ ﾘｺ ﾄﾖｸﾞﾁ ﾋﾅ ｼﾗｶﾐ ｶﾝﾅ ﾋﾛﾀ ﾊﾅ ｽｷﾞﾀﾆ ﾘﾅ

(3) 21:41 (2) 37:24 (2) 48:24 (2) 59:37 (2) 1:18:16
(3) 21:41 (4) 15:43 (4) 11:00 (3) 11:13 (2) 18:39

3 1:19:38 3 長田 大井規紗莉(2) 下濱  萌音(3) 佐々木萌夏(3) 内藤  優奈(2) 田尾和花子(3)
ｵｵｲ ｷｻﾘ ｼﾓﾊﾏ ﾓﾈ ｻｻｷ ﾓｶ ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾅ ﾀｵ ﾜｶｺ

(5) 22:20 (3) 37:47 (3) 48:46 (3) 1:00:15 (3) 1:19:38
(5) 22:20 (2) 15:27 (3) 10:59 (4) 11:29 (4) 19:23

4 1:20:11 4 星陵 森本    涼(1) 生田みのり(3) 髙橋  遥香(1) 小西  舞奈(2) 高橋  真子(2)
ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾞ ｲｸﾀ ﾐﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ ｺﾆｼ ﾏﾅ ﾀｶﾊｼ ﾏｺ
(4) 22:07 (6) 38:20 (5) 50:19 (5) 1:01:26 (4) 1:20:11
(4) 22:07 (6) 16:13 (5) 11:59 (2) 11:07 (3) 18:45

5 1:21:03 8 神戸龍谷 平井きらら(2) 廣居  琴乃(2) 村井  佑衣(1) 丸田凜々花(1) 古川  桜子(2)
ﾋﾗｲ ｷﾗﾗ ﾋﾛｲ ｺﾄﾉ ﾑﾗｲ ﾕｲ ﾏﾙﾀ ﾘﾘｶ ﾌﾙｶﾜ ｻｸﾗｺ

(6) 22:27 (4) 37:54 (4) 48:50 (4) 1:00:50 (5) 1:21:03
(6) 22:27 (2) 15:27 (2) 10:56 (6) 12:00 (7) 20:13

6 1:24:14 15 夢野台 長山  美月(2) 溝口  真柚(2) 鈴木  愛仁(2) 齊藤  智美(2) 髙林  采未(1)
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏﾕ ｽｽﾞｷ ｱｲﾆ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾐ
(7) 22:49 (7) 39:10 (7) 51:40 (7) 1:04:29 (6) 1:24:14
(7) 22:49 (8) 16:21 (6) 12:30 (9) 12:49 (5) 19:45

7 1:24:46 6 神戸 森木  藍佳(2) 橋本    慧(2) 戸谷  優香(1) 宗村  佳香(2) 加藤    葵(3)
ﾓﾘｷ ｱｲｶ ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ ﾄﾀﾆ ﾕｳｶ ﾑﾈﾑﾗ ﾖｼｶ ｶﾄｳ ｱｵｲ

(9) 23:21 (11) 39:58 (10) 52:34 (6) 1:04:21 (7) 1:24:46
(9) 23:21 (10) 16:37 (8) 12:36 (5) 11:47 (8) 20:25

8 1:25:19 12 伊川谷北 櫻川  響晶(2) 小村  有紀(2) 中島めぐみ(1) 水谷  文香(1) 濱田  藍名(2)
ｻｸﾗｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ｵﾑﾗ ﾕｳｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔｶ ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾅ
(2) 21:27 (5) 38:08 (6) 51:18 (8) 1:05:09 (8) 1:25:19
(2) 21:27 (11) 16:41 (13) 13:10 (17) 13:51 (6) 20:10

9 1:26:05 5 兵庫 山田眞由美(2) 川上    咲(1) 小田はる乃(2) 近藤  美咲(1) 元田  葉月(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ ｶﾜｶﾐ ｻｷ ｵﾀﾞ ﾊﾙﾉ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ ﾓﾄﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

(11) 23:29 (8) 39:38 (8) 52:18 (11) 1:05:36 (9) 1:26:05
(11) 23:29 (5) 16:09 (9) 12:40 (11) 13:18 (9) 20:29

10 1:27:39 16 須磨東 七瀬知絵子(2) 長嶋希良梨(1) 粟津  志帆(2) 村井  萌子(1) 渡具知沙季(1)
ﾅﾅｾ ﾁｴｺ ﾅｶﾞｼﾏ ｷﾗﾘ ｱﾜﾂﾞ ｼﾎ ﾑﾗｲ ﾓｴｺ ﾄｸﾞﾁ ｻｷ

(10) 23:24 (9) 39:43 (9) 52:28 (9) 1:05:31 (10) 1:27:39
(10) 23:24 (7) 16:19 (10) 12:45 (10) 13:03 (13) 22:08

11 1:28:10 13 神戸鈴蘭台 大島嘉之穂(2) 大西  琉衣(1) 佐名  七虹(2) 清原  琉花(2) 宮原    華(2)
ｵｵｼﾏ ｶﾉﾎ ｵｵﾆｼ ﾙｲ ｻﾅ ﾅﾅｺ ｷﾖﾊﾗ ﾙｶ ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾅ
(8) 22:53 (10) 39:57 (12) 53:01 (12) 1:06:44 (11) 1:28:10
(8) 22:53 (14) 17:04 (11) 13:04 (14) 13:43 (12) 21:26

12 1:28:37 7 神戸甲北 佐藤    茜(3) 岡本  やや(2) 山本  果歩(2) 中谷  千優(2) 早田  魅美(3)
ｻﾄｳ ｱｶﾈ ｵｶﾓﾄ ﾔﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ ﾅｶﾀﾆ ﾁﾋﾛ ﾊﾔﾀ ﾐﾔﾋﾞ

(12) 23:30 (12) 40:31 (11) 53:01 (10) 1:05:35 (12) 1:28:37
(12) 23:30 (13) 17:01 (6) 12:30 (8) 12:34 (20) 23:02

13 1:28:45 10 六甲アイ 大塩  弥奈(2) 山川ちあり(1) 守屋  光梨(1) 羽仁  美柚(1) 篠倉  奈々(3)
ｵｵｼｵ ﾐﾅ ﾔﾏｶﾜ ﾁｱﾘ ﾓﾘﾔ ﾋｶﾘ ﾊﾆ ﾐﾕｳ ｼﾉｸﾗ ﾅﾅ

(16) 24:51 (14) 41:17 (14) 54:35 (13) 1:08:04 (13) 1:28:45
(16) 24:51 (9) 16:26 (15) 13:18 (13) 13:29 (10) 20:41

14 1:30:25 9 北須磨 中川  七海(2) 重    花梨(3) 平尾  芽依(1) 平原万由穂(1) 小原  芽生(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｼｹﾞ ｶﾘﾝ ﾋﾗｵ ﾒｲ ﾋﾗﾊﾗ ﾏﾕﾎ ｺﾊﾗ ﾒｲ
(13) 23:57 (13) 40:48 (13) 54:10 (14) 1:08:12 (14) 1:30:25
(13) 23:57 (12) 16:51 (16) 13:22 (18) 14:02 (14) 22:13

15 1:30:43 14 葺合 日下部夏美(2) 永田    遥(1) 山本  芽依(2) 星川  睦季(1) 竹本  碧莉(1)
ｸｻｶﾍﾞ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾞﾀ ﾖｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ ﾎｼｶﾜ ﾑﾂｷ ﾀｹﾓﾄ ｱｵｲ
(18) 25:44 (16) 42:52 (16) 56:04 (15) 1:08:24 (15) 1:30:43
(18) 25:44 (17) 17:08 (14) 13:12 (7) 12:20 (16) 22:19

区間記録 湯田佐枝子3  2010 大西ひかり 2 池田　睦美 3 竹内  友紀 3 大西ひかり 1
太田　麻衣3  2017 須磨学園2017 須磨学園2010 須磨学園2002 須磨学園2016

20:10 13:23  9:37  9:39 16:40

凡例（=GR:大会ﾀｲ記録/ OPN:オープン参加/ DNS:欠    場/ *E1:指定外コース走行/ DQ :区間走者失格/ *F5:５回目が公認最高/ *J0:服
装･競技用靴またはﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ着用規定違反(R143.11)/ *J1:助力助言(R144.2)/ =KH:神戸市高校ﾀｲ記録/ / NSR…区間新記録/ DNF…区

間未完走/ DNS…区間未発走）
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男子第73回･女子第35回 兵庫県高等学校駅伝競走大会　神戸地区予選会

男子第56回･女子第44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:2018-10-20 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                              2005年
                              脇　田・永　田・宮　下・小　林・高　吉
大  会  記  録      1ﾟ10'28"  須磨女                                1996年
                              加  納・森  本・木  村・疋  田・須  鎗

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 )

16 1:31:17 11 御影 加島  実奈(3) 辻村江理奈(2) 寺内    萌(1) 角野  琉未(1) 守屋  知香(1)
ｶｼﾏ ﾐﾅ ﾂｼﾞﾑﾗ ｴﾘﾅ ﾃﾗｳﾁ ﾓｴ ｶｸﾉ ﾙﾐ ﾓﾘﾔ ﾄﾓｶ

(15) 24:17 (15) 41:34 (15) 55:22 (16) 1:08:43 (16) 1:31:17
(15) 24:17 (18) 17:17 (21) 13:48 (12) 13:21 (18) 22:34

17 1:34:29 19 舞子 黒木  梨里(2) 渡辺  夏実(1) 林    風虹(2) 田尾未奈美(2) 小西  梨央(1)
ｸﾛｷ ﾘﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂﾐ ﾊﾔｼ ｶｺ ﾀｵ ﾐﾅﾐ ｺﾆｼ ﾘｵ

(21) 27:11 (18) 44:17 (18) 57:45 (17) 1:11:33 (17) 1:34:29
(21) 27:11 (16) 17:06 (18) 13:28 (15) 13:48 (19) 22:56

18 1:34:33 17 須磨翔風 阪本  結里(2) 酒居かすみ(3) 吉村  恵奈(1) 小山  美咲(2) 中田  光咲(2)
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ ｻｶｲ ｶｽﾐ ﾖｼﾑﾗ ｴﾅ ｺﾔﾏ ﾐｻｷ ﾅｶﾀ ﾐｻｷ

(20) 26:41 (17) 43:46 (17) 57:14 (18) 1:12:12 (18) 1:34:33
(20) 26:41 (15) 17:05 (18) 13:28 (21) 14:58 (17) 22:21

19 1:34:43 23 神戸商 熊谷  愛夏(2) 畠中  明乃(3) 小椋  香奈(1) 福田あかね(1) 道下野乃花(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾅｶ ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾉ ｵｸﾞﾗ ｶﾅ ﾌｸﾀﾞ ｱｶﾈ ﾐﾁｼﾀ ﾉﾉｶ
(19) 25:47 (20) 45:37 (20) 59:07 (19) 1:13:20 (19) 1:34:43
(19) 25:47 (19) 19:50 (20) 13:30 (19) 14:13 (11) 21:23

20 1:36:06 18 伊川谷 片井  実優(2) 西島  里織(2) 白水  海月(1) 江村  朱音(2) 伊藤  千夏(2)
ｶﾀｲ ﾐﾕｳ ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｵ ｼﾗﾐｽﾞ ﾐﾂｷ ｴﾑﾗ ｱｶﾈ ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ

(17) 25:15 (19) 45:27 (19) 58:53 (20) 1:13:51 (20) 1:36:06
(17) 25:15 (21) 20:12 (17) 13:26 (21) 14:58 (15) 22:15

21 1:41:24 20 神戸高塚 水江  麻友(1) 上原  佐紀(3) 大木    花(1) 川本  桃歌(1) 田原すみれ(1)
ﾐｽﾞｴ ﾏﾕ ｳｴﾊﾗ ｻｷ ｵｵｷ ﾊﾅ ｶﾜﾓﾄ ﾓﾓｶ ﾀﾊﾗ ｽﾐﾚ

(22) 28:01 (21) 48:10 (21) 1:01:18 (21) 1:15:38 (21) 1:41:24
(22) 28:01 (20) 20:09 (12) 13:08 (20) 14:20 (22) 25:46

OPN 1:13:25 24 須磨学園 広内  来幸(3) 土井  葉月(1) 小川  美空(2) 山崎くるみ(2) 金山    琳(3)
ﾋﾛｳﾁ ｷｻﾁ ﾄﾞｲ ﾊｽﾞｷ ｵｶﾞﾜ ﾐｸ ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾙﾐ ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ

(OPN) 21:17 (OPN) 34:49 (OPN) 45:28 (OPN) 55:55 (OPN) 1:13:25
(OPN) 21:17 (OPN) 13:32 (OPN) 10:39 (OPN) 10:27 (OPN) 17:30

OPN 1:25:50 25 須磨友が丘 濱田  莉乃(2) 原田なつみ(1) 佐野ひより(1) 竹下  栞菜(2) 竹下  楓夏(3)
ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾉ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｻﾉ ﾋﾖﾘ ﾀｹｼﾀ ｶﾝﾅ ﾀｹｼﾀ ﾌｳｶ

(OPN) 23:22 (OPN) 40:06 (OPN) 51:58 (OPN) 1:04:49 (OPN) 1:25:50
(OPN) 23:22 (OPN) 16:44 (OPN) 11:52 (OPN) 12:51 (OPN) 21:01

21 親和 植竹  紗世(1) 太田  千紘(2) 桐山  結衣(2) 吉井  理緒(2) 高谷  有咲(2)
DQ ｳｴﾀｹ ｻﾖ ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ ｷﾘﾔﾏ ﾕｲ ﾖｼｲ ﾘｵ ﾀｶﾔ ｱﾘｻ
*E1 (23) 30:13

(23) 30:13 DNF (22) 14:01 (16) 13:49 (21) 25:09
22 神港学園 白井かすみ(1) 大村  愛子(1) 橋本  美咲(1) 前田  柚愛(1) 柳田  會実(1)

DNS ｼﾗｲ ｶｽﾐ ｵｵﾑﾗ ｱｲｺ ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞｱ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｴﾐ
(14) 24:07
(14) 24:07 DNF DNF DNS DNS

区間記録 湯田佐枝子3  2010 大西ひかり 2 池田　睦美 3 竹内  友紀 3 大西ひかり 1
太田　麻衣3  2017 須磨学園2017 須磨学園2010 須磨学園2002 須磨学園2016

20:10 13:23  9:37  9:39 16:40

凡例（=GR:大会ﾀｲ記録/ OPN:オープン参加/ DNS:欠    場/ *E1:指定外コース走行/ DQ :区間走者失格/ *F5:５回目が公認最高/ *J0:服
装･競技用靴またはﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ着用規定違反(R143.11)/ *J1:助力助言(R144.2)/ =KH:神戸市高校ﾀｲ記録/ / NSR…区間新記録/ DNF…区

間未完走/ DNS…区間未発走）


