
Page:1 of 2

新人男子第70回　西播高等学校駅伝競走大会
新人女子第32回　西播高等学校駅伝競走大会
主　催:兵庫県高等学校体育連盟西播支部  
コース:網干なぎさ公園-人口島-日本触媒周回コース
後  援:神戸新聞社　姫路市教育委員会
日付:2018-2-18 最終コール:10:00 競技開始:10:15

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
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

1 1:19:12 109 須磨友が丘Ａ 杉谷　莉菜(1) 白髪　栞奈(1) 大内　梨湖(2) 竹下　楓夏(2) 廣田　春夏(2)
ｽｷﾞﾀﾆ ﾘﾅ ｼﾗｶﾐ ｶﾝﾅ ｵｵｳﾁ ﾘｺ ﾀｹｼﾀ ﾌｳｶ ﾋﾛﾀ ﾊﾅ
(2) 22:20 (1) 37:16 (1) 48:14 (1) 1:00:19 (1) 1:19:12
(2) 22:20 (1) 14:56 (1) 10:58 (5) 12:05 (3) 18:53

2 1:20:31 102 星陵 津田　葵衣(2) 生田みのり(2) 山端　彩郁(2) 山本　優菜(2) 高橋　真子(1)
ﾂﾀﾞ ｱｵｲ ｲｸﾀ ﾐﾉﾘ ﾔﾏﾊﾞﾀ ｱﾔｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ ﾀｶﾊｼ ﾏｺ

(6) 22:34 (5) 38:32 (4) 50:39 (3) 1:02:28 (2) 1:20:31
(6) 22:34 (5) 15:58 (4) 12:07 (2) 11:49 (1) 18:03

3 1:20:36 133 兵庫 山田眞由美(1) 岡本　  悠(2) 酒井　  和(2) 黒潟　  萌(2) 平原　千聖(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ ｵｶﾓﾄ ﾕｳ ｻｶｲ ﾉﾄﾞｶ ｸﾛｶﾞﾀ ﾓｴ ﾋﾗﾊﾗ ﾁｻﾄ
(4) 22:32 (2) 37:44 (3) 49:57 (2) 1:02:00 (3) 1:20:36
(4) 22:32 (2) 15:12 (6) 12:13 (4) 12:03 (2) 18:36

4 1:22:43 134 神戸 松本茉亜耶(2) 灰塚　朱里(2) 橋本　　慧(1) 岩崎　　葵(2) 森木　藍佳(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｱﾔ ﾊｲﾂｶ ｼｭﾘ ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ ｲﾜｻｷ ｱｵｲ ﾓﾘｷ ｱｲｶ
(8) 22:55 (7) 39:04 (6) 51:13 (4) 1:02:59 (4) 1:22:43
(8) 22:55 (9) 16:09 (5) 12:09 (1) 11:46 (5) 19:44

5 1:23:14 147 川西緑台 森田　沙歌(1) 鎌野　  栞(1) 小野塚美咲(2) 山中　碧月(1) 向来みのり(1)
ﾓﾘﾀ ｻｴｶ ｶﾏﾉ ｼｵﾘ ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｻｷ ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂﾞｷ ｺｳﾗｲ ﾐﾉﾘ

(7) 22:49 (6) 38:56 (8) 51:41 (6) 1:04:14 (5) 1:23:14
(7) 22:49 (7) 16:07 (9) 12:45 (7) 12:33 (4) 19:00

6 1:23:34 101 長田 下濱　萌音(2) 田尾和花子(2) 中澤　春香(1) 氏原　実優(2) 内藤　優奈(1)
ｼﾓﾊﾏ ﾓﾈ ﾀｵ ﾜｶｺ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｳｼﾞﾊﾗ ﾐﾕ ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾅ

(10) 23:18 (10) 39:20 (7) 51:22 (5) 1:03:20 (6) 1:23:34
(10) 23:18 (6) 16:02 (3) 12:02 (3) 11:58 (8) 20:14

7 1:26:05 125 御影 加島　実奈(2) 武田　詩菜(2) 太田　  葵(1) 辻村江理奈(1) 永見　玲奈(2)
ｶｼﾏ ﾐﾅ ﾀｹﾀﾞ ｼｲﾅ ｵｵﾀ ｱｵｲ ﾂｼﾞﾑﾗ ｴﾘﾅ ﾅｶﾞﾐ ﾚﾅ

(9) 23:01 (11) 39:21 (9) 51:51 (7) 1:04:38 (7) 1:26:05
(9) 23:01 (11) 16:20 (8) 12:30 (10) 12:47 (9) 21:27

8 1:26:45 149 関学 藤本真奈江(2) 植村祐香理(2) 上田　千晃(1) 井田　亜澄(2) 松本眞紀子(2)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅｴ ｳｴﾑﾗ ﾕｶﾘ ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ ｲﾀﾞ ｱｽﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷｺ
(14) 23:57 (14) 40:35 (13) 54:16 (10) 1:06:56 (8) 1:26:45
(14) 23:57 (13) 16:38 (15) 13:41 (8) 12:40 (6) 19:49

9 1:26:47 135 県西宮 桑原明日香(2) 鬼子角萌友(1) 中村　  恵(2) 熊野  里保(1) 山口　蒼葉(1)
ｸﾜﾊﾗ ｱｽｶ ｷｼｽﾞﾐ ﾓﾕ ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ ｸﾏﾉ ﾘﾎ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ

(20) 25:04 (16) 41:55 (12) 54:15 (11) 1:06:57 (9) 1:26:47
(20) 25:04 (15) 16:51 (7) 12:20 (9) 12:42 (7) 19:50

10 1:27:21 501 市姫路・賢明 樋口　紗希(1) 岡田　華奈(2) 澤山　彩花(1) 柴田アンナ(2) 李　　海美(1)
ﾋｸﾞﾁ ｻｷ ｵｶﾀﾞ ｶﾅ ｻﾜﾔﾏ ｱﾔｶ ｼﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ ﾘ ﾐﾐ

(12) 23:29 (12) 40:09 (10) 53:14 (9) 1:05:38 (10) 1:27:21
(12) 23:29 (14) 16:40 (12) 13:05 (6) 12:24 (10) 21:43

11 1:31:20 123 須磨東 七瀬知絵子(1) 瀨川はつみ(2) 福原　亜優(2) 惠上　七虹(2) 寺下　晴香(2)
ﾅﾅｾ ﾁｴｺ ｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾐ ﾌｸﾊﾗ ｱﾕ ｴｶﾞﾐ ﾅﾅｺ ﾃﾗｼﾀ ﾊﾙｶ

(13) 23:32 (15) 41:49 (14) 54:59 (12) 1:07:54 (11) 1:31:20
(13) 23:32 (18) 18:17 (13) 13:10 (11) 12:55 (11) 23:26

12 1:33:58 130 神戸高塚 花田　真依(1) 上月　亜美(2) 毛利香奈花(2) 藤本　雅妃(1) 上原　佐紀(2)
ﾊﾅﾀﾞ ﾏｲ ｺｳﾂﾞｷ ｱﾐ ﾓｳﾘ ｶﾅﾊ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ ｳｴﾊﾗ ｻｷ

(15) 24:01 (18) 42:30 (16) 56:02 (13) 1:10:07 (12) 1:33:58
(15) 24:01 (19) 18:29 (14) 13:32 (12) 14:05 (13) 23:51

13 1:35:08 502 上郡・日ノ本 牛尾　凪沙(2) 谷口　真菜(2) 冨田　実侑(2) 尾上　瑞季(1) 冨田　真侑(2)
ｳｼｵ ﾅｷﾞｻ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ ﾄﾐﾀ ﾐﾕｳ ｵﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ ﾄﾐﾀ ﾏﾕｳ

(17) 24:32 (17) 42:05 (15) 55:48 (14) 1:11:36 (13) 1:35:08
(17) 24:32 (16) 17:33 (16) 13:43 (14) 15:48 (12) 23:32

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

区間記録 竹地　志帆(須磨友丘) 小山　夏子(三　木) 土井久美子(津名) 大杉　優子(西脇工) 大貫　真実(三　木)
:  :        :  :        :  :        :  :        :  :        

20:28 13:51 10:23  9:54 16:53

DNF…区間未完走
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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
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

新人男子第70回　西播高等学校駅伝競走大会
新人女子第32回　西播高等学校駅伝競走大会
主　催:兵庫県高等学校体育連盟西播支部  
コース:網干なぎさ公園-人口島-日本触媒周回コース
後  援:神戸新聞社　姫路市教育委員会
日付:2018-2-18 最終コール:10:00 競技開始:10:15

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
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

29 相生 山本　紗希(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ

(18) 24:40
(18) 24:40 DNF DNF DNF DNF

39 県立大附 飛田　彩歌(1) 樽本あす香(1) 土手　七夏(2)
ﾋﾀﾞ ｱﾔｶ ﾀﾙﾓﾄ ｱｽｶ ﾄﾞﾃ ﾅﾅｶ

(22) 26:47 (21) 46:28 (18) 1:01:19
(22) 26:47 (21) 19:41 (18) 14:51 DNF DNF

106 津名 神野  晴香(2) 先中  茜音(2) 坂東  羽菜(1)
ｶﾝﾉ ﾊﾙｶ ｻｷﾅｶ ｱｶﾘ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ

(3) 22:30 (3) 38:11 (2) 49:47
(3) 22:30 (3) 15:41 (2) 11:36 DNF DNF

137 神戸鈴蘭台 大島嘉之穂(1) 宮原　  華(1)
ｵｵｼﾏ ｶﾉﾎ ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾅ

(11) 23:28 (9) 39:19
(11) 23:28 (4) 15:51 DNF DNF DNF

144 須磨友が丘B 濱田　莉乃(1) 竹下　栞菜(1)
ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾉ ﾀｹｼﾀ ｶﾝﾅ

(19) 25:01 (19) 43:00
(19) 25:01 (17) 17:59 DNF DNF DNF

148 西宮北 河合　愛香(1) 白川　鈴菜(2)
ｶﾜｲ ﾏﾅｶ ｼﾗｶﾜ ｽｽﾞﾅ

(5) 22:33 (8) 39:09
(5) 22:33 (12) 16:36 DNF DNF DNF

150 尼崎稲園 岸部　祐奈(2) 山本野乃実(1) 斉木　遥香(1)
ｷｼﾍﾞ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾉﾐ ｻｲｷ ﾊﾙｶ

(21) 26:30 (20) 45:34 (17) 59:19
(21) 26:30 (20) 19:04 (17) 13:45 DNF DNF

503 明石南･明石清水 中山  愛梨(2) 永田  妃菜(2) 坂野  桃子(1)
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ﾅｶﾞﾀ ﾋﾅ ｻｶﾉ ﾓﾓｺ

(16) 24:24 (13) 40:34 (11) 53:22
(16) 24:24 (10) 16:10 (11) 12:48 DNF DNF

504 舞子・伊川谷北 櫻川　響晶(1) 濱田　藍名(1) 小村　有紀(1) 中村　　楓(2)
ｻｸﾗｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾅ ｺﾑﾗ ﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ｶｴﾃﾞ
(1) 22:14 (4) 38:21 (5) 51:07 (8) 1:05:31
(1) 22:14 (7) 16:07 (10) 12:46 (13) 14:24 DNF

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

区間記録 竹地　志帆(須磨友丘) 小山　夏子(三　木) 土井久美子(津名) 大杉　優子(西脇工) 大貫　真実(三　木)
:  :        :  :        :  :        :  :        :  :        

20:28 13:51 10:23  9:54 16:53

DNF…区間未完走


