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第60回兵庫県高等学校総合体育大会

男子第71回兵庫県高等学校駅伝競走大会・女子第33回兵庫県高等学校駅伝競走大会

主催:兵庫県高等学校体育連盟 一般財団法人兵庫陸上競技協会 兵庫県教育委員会

コース:篠山市 高校駅伝コース

主管:兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部  後援:神戸新聞社,ｻﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ,ﾗｼﾞｵ関西

日付:2016-11-6 最終コール:10:05 競技開始:10:20

兵庫高校最高記録    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07'22"  須磨学園    (22回・篠山)              2005年
                              脇  田・永  田・宮　下・小  林・高　吉

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 1:08:56 21 西脇工 田中  希実(2) 髙橋  ひな(3) 今枝  紗弥(2) 戸田  朱音(3) 後藤    夢(2)
ﾆｼﾜｷｺｳ ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ ｲﾏｴﾀﾞ ｻﾔ ﾄﾀﾞ ｱｶﾈ ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ
東播 (1) 19:14 (1) 33:12 (1) 42:40 (2) 52:27 (1) 1:08:56

(1) 19:14 NSR (2) 13:58 (1) 9:28 (2) 9:47 (1) 16:29
2 1:09:42 16 須磨学園 大西ひかり(1) 太田  麻衣(2) 樽本  知夏(2) 金山    琳(1) 和田さくら(3)

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ ｵｵﾆｼ ﾋｶﾘ ｵｵﾀ ﾏｲ ﾀﾙﾓﾄ ﾁﾅﾂ ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ ﾜﾀﾞ ｻｸﾗ
神戸 (2) 19:51 (2) 33:25 (2) 42:58 (1) 52:23 (2) 1:09:42

(2) 19:51 (1) 13:34 (2) 9:33 (1) 9:25 (2) 17:19
3 1:13:12 22 小野 本岡  夏実(2) 橘田    薫(1) 芝本  涼花(2) 横山  晴香(2) 松本  朱里(2)

ｵﾉ ﾓﾄｵｶ ﾅﾂﾐ ｷｯﾀ ｶｵﾙ ｼﾊﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾘ
東播 (4) 20:57 (4) 35:16 (3) 45:22 (3) 55:28 (3) 1:13:12

(4) 20:57 (4) 14:19 (3) 10:06 (3) 10:06 (3) 17:44
4 1:14:28 11 県西宮 右田  有奈(3) 森口  愛子(3) 佐々木優衣(2) 上原  珠美(3) 矢来  舞香(3)

ｹﾝﾆｼﾉﾐﾔ ﾐｷﾞﾀ ﾕﾅ ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｲｺ ｻｻｷ ﾕｲ ｳｴﾊﾗ ﾀﾏﾐ ﾔｷﾞ ﾏｲｶ
阪神 (6) 21:08 (5) 35:18 (5) 45:44 (4) 56:17 (4) 1:14:28

(6) 21:08 (3) 14:10 (6) 10:26 (5) 10:33 (6) 18:11
5 1:14:40 1 姫路商 山本  千絵(3) 福永  桃菜(2) 前田久瑠実(2) 田中  みく(1) 原田  珠希(3)

ﾋﾒｼﾞｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ ﾌｸﾅｶﾞ ﾓﾓﾅ ﾏｴﾀﾞ ｸﾙﾐ ﾀﾅｶ ﾐｸ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾏｷ
西播 (8) 21:21 (6) 35:58 (6) 46:20 (6) 56:39 (5) 1:14:40

(8) 21:21 (6) 14:37 (5) 10:22 (4) 10:19 (4) 18:01
6 1:15:10 23 三木 中田  美優(3) 原    郁海(2) 木多  千晶(2) 伊藤    愛(1) 渡邉ほのか(3)

ﾐｷ ﾅｶﾀ ﾐﾕｳ ﾊﾗ ｲｸﾐ ｷﾀﾞ ﾁｱｷ ｲﾄｳ ｱｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ
東播 (3) 20:25 (3) 34:51 (4) 45:34 (5) 56:19 (6) 1:15:10

(3) 20:25 (5) 14:26 (8) 10:43 (7) 10:45 (14) 18:51
7 1:15:51 17 須磨友が丘 大内  梨湖(1) 馬場    愛(2) 丸岡ともよ(3) 長澤  玲佳(2) 高橋  柚衣(3)

ｽﾏﾄﾓｶﾞｵｶ ｵｵｳﾁ ﾘｺ ﾊﾞﾊﾞ ｱｲ ﾏﾙｵｶ ﾄﾓﾖ ﾅｶﾞｻﾜ ﾚｲｶ ﾀｶﾊｼ ﾕｲ
神戸 (10) 21:33 (7) 36:11 (7) 46:56 (7) 57:36 (7) 1:15:51

(10) 21:33 (7) 14:38 (9) 10:45 (6) 10:40 (8) 18:15
8 1:17:16 2 龍野 田代  実穂(2) 是川  美穂(2) 橋本さつき(1) 西川  瑛月(2) 木村  明音(1)

ﾀﾂﾉ ﾀｼﾛ ﾐﾎ ｺﾚｶﾜ ﾐﾎ ﾊｼﾓﾄ ｻﾂｷ ﾆｼｶﾜ ｴﾙﾅ ｷﾑﾗ ｱｶﾈ
西播 (5) 21:05 (8) 36:13 (8) 47:04 (9) 58:18 (8) 1:17:16

(5) 21:05 (9) 15:08 (12) 10:51 (13) 11:14 (16) 18:58
9 1:17:23 18 長田 周    伶海(2) 下濱  萌音(1) 田尾和花子(1) 長嶺  亜美(3) 上杉  美里(2)

ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳ ﾚﾐ ｼﾓﾊﾏ ﾓﾈ ﾀｵ ﾜｶｺ ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾐ ｳｴｽｷﾞ ﾐｻﾄ
神戸 (12) 21:41 (12) 37:25 (11) 48:16 (11) 59:09 (9) 1:17:23

(12) 21:41 (15) 15:44 (12) 10:51 (9) 10:53 (7) 18:14
10 1:17:37 20 星陵 島﨑  比菜(3) 田中  瑞穂(3) 津田  葵衣(1) 尾大  香織(2) 松本  美和(3)

ｾｲﾘｮｳ ｼﾏｻｷ ﾋﾅ ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ ﾂﾀﾞ ｱｵｲ ｵﾀﾞｲ ｶｵﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾜ
神戸 (13) 21:53 (13) 37:43 (13) 48:32 (12) 59:31 (10) 1:17:37

(13) 21:53 (18) 15:50 (11) 10:49 (12) 10:59 (5) 18:06
11 1:18:02 9 津名 中西    希(3) 神野  晴香(1) 立石侑妃奈(2) 城田  悠加(2) 大平  優花(2)

ﾂﾅ ﾅｶﾆｼ ﾉｿﾞﾐ ｶﾝﾉ ﾊﾙｶ ﾀﾃｲｼ ﾕｷﾅ ｼﾛﾀ ﾕｳｶ ｵｵﾋﾗ ﾕｳｶ
淡路 (7) 21:12 (9) 36:38 (9) 47:11 (8) 58:07 (11) 1:18:02

(7) 21:12 (13) 15:26 (7) 10:33 (11) 10:56 (25) 19:55
12 1:18:18 27 北須磨 高本    南(2) 岡屋敷  優(3) 三宮  光由(2) 津島  青依(3) 重    花梨(1)

ｷﾀｽﾏ ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｵｶﾔｼｷ ﾕｳ ｻﾝﾉﾐﾔ ﾐﾕ ﾂｼﾏ ｱｵｲ ｼｹﾞ ｶﾘﾝ
神戸 (9) 21:27 (10) 36:39 (10) 47:37 (10) 58:56 (12) 1:18:18

(9) 21:27 (10) 15:12 (18) 10:58 (16) 11:19 (21) 19:22
13 1:18:40 19 神戸 田中  愛子(3) 中嶋    想(2) 小澤    皐(2) 岩崎    葵(1) 加藤    葵(1)

ｺｳﾍﾞ ﾀﾅｶ ｱｲｺ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾛ ｵｻﾞﾜ ｻﾂｷ ｲﾜｻｷ ｱｵｲ ｶﾄｳ ｱｵｲ
神戸 (16) 22:16 (14) 38:14 (14) 49:06 (13) 59:52 (13) 1:18:40

(16) 22:16 (20) 15:58 (14) 10:52 (8) 10:46 (13) 18:48
14 1:19:53 12 市西宮 後藤  成葉(2) 藤田  綾香(1) 西代  萌衣(2) 河﨑  文佳(1) 池田  朱里(2)

ｼﾆｼﾉﾐﾔ ｺﾞﾄｳ ﾅﾙﾊ ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ ﾆｼｼﾛ ﾒｲ ｶﾜｻｷ ﾌﾐｶ ｲｹﾀﾞ ｱｶﾘ
阪神 (30) 24:50 (30) 40:07 (23) 50:19 (17) 1:01:13 (14) 1:19:53

(30) 24:50 (12) 15:17 (4) 10:12 (10) 10:54 (12) 18:40
15 1:19:57 13 西宮北 篠原江里奈(2) 白川  鈴菜(1) 越柴  里奈(2) 木山  紀香(2) 廣瀬  弥生(1)

ﾆｼﾉﾐﾔｷﾀ ｼﾉﾊﾗ ｴﾘﾅ ｼﾗｶﾜ ｽｽﾞﾅ ｺｼｼﾊﾞ ﾘﾅ ｷﾔﾏ ﾉﾘｶ ﾋﾛｾ ﾔﾖｲ
阪神 (21) 22:43 (16) 38:27 (15) 49:29 (15) 1:01:00 (15) 1:19:57

(21) 22:43 (15) 15:44 (19) 11:02 (19) 11:31 (15) 18:57
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 田中　希実  小林祐梨子  小林祐梨子  小林祐梨子  高吉  理恵  
西 脇 工(32) 須磨学園(23) 須磨学園(21) 須磨学園(22) 須磨学園(22)

19:17 12:53  9:07  8:57 16:15

凡例（NSR…区間新記録）
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第60回兵庫県高等学校総合体育大会

男子第71回兵庫県高等学校駅伝競走大会・女子第33回兵庫県高等学校駅伝競走大会

主催:兵庫県高等学校体育連盟 一般財団法人兵庫陸上競技協会 兵庫県教育委員会

コース:篠山市 高校駅伝コース

主管:兵庫県高等学校体育連盟陸上競技部  後援:神戸新聞社,ｻﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ,ﾗｼﾞｵ関西

日付:2016-11-6 最終コール:10:05 競技開始:10:20

兵庫高校最高記録    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07'22"  須磨学園    (22回・篠山)              2005年
                              脇  田・永  田・宮　下・小  林・高　吉

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 1:20:12 14 川西北陵 小川  那月(2) 御手洗椎菜(1) 清水  里穂(3) 高木  千紗(2) 中植  聖夏(1)
ｶﾜﾆｼﾎｸﾘｮｳ ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ ﾐﾀﾗｲ ｼｲﾅ ｼﾐｽﾞ ﾘﾎ ﾀｶｷﾞ ﾁｻ ﾅｶｳｴ ｷﾖｶ
阪神 (11) 21:39 (11) 36:43 (12) 48:17 (14) 1:00:10 (16) 1:20:12

(11) 21:39 (8) 15:04 (24) 11:34 (24) 11:53 (26) 20:02
17 1:20:16 3 姫路西 生田    朋(1) 岡本  百加(1) 塩津  実久(3) 坊垣ひより(2) 吉冨  菜々(3)

ﾋﾒｼﾞﾆｼ ｲｸﾀ ﾄﾓ ｵｶﾓﾄ ﾓﾓｶ ｼｵﾂ ﾐｸ ﾎﾞｳｶﾞｷ ﾋﾖﾘ ﾖｼﾄﾐ ﾅﾅ
西播 (23) 22:51 (23) 38:57 (19) 50:00 (21) 1:01:40 (17) 1:20:16

(23) 22:51 (22) 16:06 (20) 11:03 (23) 11:40 (10) 18:36
18 1:20:28 24 東播磨 井上  彩花(2) 大西  琉菜(1) 藤原  彩羽(1) 村田  杏樹(2) 川淵  紫苑(2)

ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏ ｲﾉｳｴ ｻﾔｶ ｵｵﾆｼ ﾙﾅ ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛﾊ ﾑﾗﾀ ｱﾝｼﾞｭ ｶﾜﾌﾞﾁ ｼｵﾝ
東播 (28) 23:39 (21) 38:53 (17) 49:41 (16) 1:01:03 (18) 1:20:28

(28) 23:39 (11) 15:14 (10) 10:48 (18) 11:22 (22) 19:25
19 1:20:33 28 兵庫 遠藤  森理(3) 岡本    悠(1) 小田夏那子(2) 田中真悠子(3) 平原  千聖(1)

ﾋｮｳｺﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾘ ｵｶﾓﾄ ﾕｳ ｵﾀﾞ ｶﾅｺ ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ ﾋﾗﾊﾗ ﾁｻﾄ
神戸 (17) 22:21 (24) 38:58 (22) 50:18 (20) 1:01:34 (19) 1:20:33

(17) 22:21 (28) 16:37 (21) 11:20 (15) 11:16 (17) 18:59
20 1:20:34 25 加古川北 江藤  志織(3) 後藤  奈緒(3) 岩尾  咲希(1) 依田  京子(2) 土居  日陽(3)

ｶｺｶﾞﾜｷﾀ ｴﾄｳ ｼｵﾘ ｺﾞﾄｳ ﾅｵ ｲﾜｵ ｻｷ ﾖﾀﾞ ｷｮｳｺ ﾄﾞｲ ﾋﾖﾘ
東播 (25) 23:11 (19) 38:48 (16) 49:41 (18) 1:01:18 (20) 1:20:34

(25) 23:11 (14) 15:37 (15) 10:53 (21) 11:37 (20) 19:16
21 1:20:46 30 夢野台 岡下  真子(2) 井上  静乃(3) 藤井  美咲(2) 前田    萌(2) 矢坂  淳希(3)

ﾕﾒﾉﾀﾞｲ ｵｶｼﾀ ﾏｺ ｲﾉｳｴ ｼｽﾞﾉ ﾌｼﾞｲ ﾐｻｷ ﾏｴﾀﾞ ﾓｴ ﾔｻｶ ｱﾂｷ
神戸 (20) 22:36 (20) 38:51 (25) 50:40 (24) 1:02:18 (21) 1:20:46

(20) 22:36 (23) 16:15 (28) 11:49 (22) 11:38 (9) 18:28
22 1:21:02 29 神戸甲北 佐藤    茜(1) 赤尾  春咲(2) 早田  魅美(1) 松村  夢香(3) 杉谷日菜子(3)

ｺｳﾍﾞｺｳﾎｸ ｻﾄｳ ｱｶﾈ ｱｶｵ ﾊﾙｷ ﾊﾔﾀ ﾐﾔﾋﾞ ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾒｶ ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾅｺ
神戸 (19) 22:28 (15) 38:26 (18) 49:53 (25) 1:02:24 (22) 1:21:02

(19) 22:28 (20) 15:58 (22) 11:27 (29) 12:31 (11) 18:38
23 1:21:07 26 加古川東 尾山  伊吹(2) 梶原  一美(1) 島津ほのか(2) 浜田花乃子(2) 藤井  志麻(2)

ｶｺｶﾞﾜﾋｶﾞｼ ｵﾔﾏ ｲﾌﾞｷ ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾐ ｼﾏﾂﾞ ﾎﾉｶ ﾊﾏﾀﾞ ｶﾉｺ ﾌｼﾞｲ ｼﾏ
東播 (15) 22:15 (22) 38:55 (26) 50:41 (23) 1:02:00 (23) 1:21:07

(15) 22:15 (29) 16:40 (26) 11:46 (16) 11:19 (19) 19:07
24 1:21:14 5 北摂三田 大石  波奈(2) 川崎  恵子(2) 元永    花(2) 前谷  優衣(1) 柿本  陽向(1)

ﾎｸｾﾂｻﾝﾀﾞ ｵｵｲｼ ﾊﾅ ｶﾜｻｷ ｹｲｺ ﾓﾄﾅｶﾞ ﾊﾅ ﾏｴﾀﾆ ﾕｲ ｶｷﾓﾄ ﾋﾅﾀ
丹有 (26) 23:14 (25) 39:10 (20) 50:07 (19) 1:01:21 (24) 1:21:14

(26) 23:14 (19) 15:56 (16) 10:57 (13) 11:14 (24) 19:53
25 1:21:55 4 姫路東 乾    沙羅(2) 髙橋    花(1) 中塚  美音(1) 安福  麻実(2) 大谷ひかり(1)

ﾋﾒｼﾞﾋｶﾞｼ ｲﾇｲ ｻﾗ ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ ﾅｶﾂｶ ﾐｵ ｱﾌﾞｸ ﾏﾐ ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾘ
西播 (18) 22:25 (18) 38:42 (21) 50:14 (22) 1:01:46 (25) 1:21:55

(18) 22:25 (24) 16:17 (23) 11:32 (20) 11:32 (27) 20:09
26 1:22:26 15 園田 山本  珠生(3) 名塩  れの(2) 山本紗也夏(2) 馬場  遥香(2) 梶原あみる(1)

ｿﾉﾀﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ ﾅｼｵ ﾚﾉ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙｶ ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾐﾙ
阪神 (22) 22:49 (26) 39:12 (29) 51:04 (29) 1:03:20 (26) 1:22:26

(22) 22:49 (26) 16:23 (29) 11:52 (28) 12:16 (18) 19:06
27 1:22:47 6 柏原 細見  有李(2) 細見  茉弥(1) 福西  里桜(1) 竹村  倫香(1) 久下  愛理(2)

ｶｲﾊﾞﾗ ﾎｿﾐ ﾕﾘ ﾎｿﾐ ﾏﾔ ﾌｸﾆｼ ﾘｵ ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝｶ ｸｹﾞ ｱｲﾘ
丹有 (29) 23:43 (29) 40:05 (28) 51:02 (28) 1:02:56 (27) 1:22:47

(29) 23:43 (25) 16:22 (16) 10:57 (26) 11:54 (23) 19:51
28 1:23:14 7 八鹿 雲田ひかり(2) 田村    萌(1) 中山  史菜(2) 栃谷  美優(2) 村上  美空(1)

ﾖｳｶ ｸﾓﾀﾞ ﾋｶﾘ ﾀﾑﾗ ﾓｴ ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾅ ﾄﾁﾀﾆ ﾐﾕｳ ﾑﾗｶﾐ ﾐｿﾗ
但馬 (27) 23:29 (27) 39:17 (27) 50:52 (27) 1:02:45 (28) 1:23:14

(27) 23:29 (17) 15:48 (25) 11:35 (24) 11:53 (28) 20:29
29 1:23:22 10 洲本 日下    紫(1) 海道那奈栄(3) 山田  揚子(1) 小畑  絢菜(1) 籠谷  実穂(1)

ｽﾓﾄ ｸｻｶ ﾕｶﾘ ｶｲﾄﾞｳ ﾅﾅｴ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ ｺﾊﾞﾀ ｱﾔﾅ ｶｺﾞﾀﾆ ﾐﾎ
淡路 (14) 22:05 (17) 38:40 (24) 50:28 (26) 1:02:33 (29) 1:23:22

(14) 22:05 (27) 16:35 (27) 11:48 (27) 12:05 (29) 20:49
30 1:27:36 8 豊岡 鞍留  佳菜(2) 柴垣  朱梨(2) 百合岡咲紀(1) 仲本穂乃香(1) 杉垣  優奈(1)

ﾄﾖｵｶ ｸﾗﾄﾒ ｶﾅ ｼﾊﾞｶﾞｷ ｱｶﾘ ﾕﾘｵｶ ｻｷ ﾅｶﾓﾄ ﾎﾉｶ ｽｷﾞｶﾞｷ ﾕｳﾅ
但馬 (24) 23:06 (28) 39:55 (30) 52:53 (30) 1:05:30 (30) 1:27:36

(24) 23:06 (30) 16:49 (30) 12:58 (30) 12:37 (30) 22:06
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 田中　希実  小林祐梨子  小林祐梨子  小林祐梨子  高吉  理恵  
西 脇 工(32) 須磨学園(23) 須磨学園(21) 須磨学園(22) 須磨学園(22)

19:17 12:53  9:07  8:57 16:15

凡例（NSR…区間新記録）


