
成績一覧表第３４回全但高等学校女子駅伝競走大会
[コード：17282116]

2017年10月21日 10時5分　スタート

競技場:出石～小野 折返しコース
[コード：]

主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
後援:豊岡市　豊岡市教育委員会　神戸新聞社

審 判 長:中村    暁
記録主任:勝丸  大槻

女子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 八鹿 1:23:42

第２位 豊岡 1:28:21

第３位 村岡 1:32:29

第４位 豊岡総合 1:32:58

第５位 生野 1:35:23

第６位 浜坂 1:36:49

第７位 日高 1:41:28

第８位 出石 1:41:57

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 村上  美空(2) 八鹿 23:49

第２区(4.0975km) 村上  音色(2) 八鹿 16:44

第３区(3km) 雲田ひかり(3) 八鹿 11:37

第４区(3km) 松田のぞみ(2) 豊岡 12:22

第５区(5km) 田村    萌(2) 八鹿 18:39

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

10:00 曇り 17.6℃ 71％ 北 0.1m/s

10:05 曇り 17.9℃ 69％ 北 0.0m/s

11:48 雨 17.6℃ 82％ 北 0.1m/s

12:59 雨 17.9℃ 78％ 東 0.3m/s



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 1:23:42 3 八鹿 村上  美空(2) 村上  音色(2) 雲田ひかり(3) 嘉屋明日香(3) 田村    萌(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾐｿﾗ ﾑﾗｶﾐ ﾈｲﾛ ｸﾓﾀﾞ ﾋｶﾘ ｶﾔ ｱｽｶ ﾀﾑﾗ ﾓｴ
(1) 23:49 (1) 40:33 (1) 52:10 (1) 1:05:03 (1) 1:23:42
(1) 23:49 (1) 16:44 (1) 11:37 (3) 12:53 (1) 18:39

2 1:28:21 9 豊岡 黒田  悠李(1) 杉垣  優奈(2) 仲本穂乃香(2) 松田のぞみ(2) 岡﨑  優季(1)
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾘ ｽｷﾞｶﾞｷ ﾕｳﾅ ﾅｶﾓﾄ ﾎﾉｶ ﾏﾂﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ
(3) 24:39 (2) 41:42 (2) 54:14 (2) 1:06:36 (2) 1:28:21
(3) 24:39 (2) 17:03 (2) 12:32 (1) 12:22 (2) 21:45

3 1:32:29 12 村岡 尾崎ひな子(2) 森本  美希(2) 山本  紗耶(2) 藤村  美侑(2) 井端  実優(2)
ｵｻﾞｷ ﾋﾅｺ ﾓﾘﾓﾄ ﾐｷ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｳ ｲﾊﾞﾀ ﾐﾕ
(4) 26:24 (4) 44:30 (4) 57:44 (3) 1:10:36 (3) 1:32:29
(4) 26:24 (3) 18:06 (4) 13:14 (2) 12:52 (3) 21:53

4 1:32:58 10 豊岡総合 田中  里奈(1) 川間  衣織(2) 荒木  琉利(1) 森垣美也日(1) 西川  美琴(1)
ﾀﾅｶ ﾘﾅ ｶﾜﾏ ｲｵﾘ ｱﾗｷ ﾙﾘ ﾓﾘｶﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ ﾆｼｶﾜ ﾐｺﾄ

(2) 24:20 (3) 43:05 (3) 57:19 (4) 1:10:52 (4) 1:32:58
(2) 24:20 (5) 18:45 (6) 14:14 (6) 13:33 (4) 22:06

5 1:35:23 1 生野 加門  紀乃(2) 平山  沙羅(2) 高内  海空(3) 小川  華穂(1) 上田  佳歩(2)
ｶﾓﾝ ﾉﾉ ﾋﾗﾔﾏ ｻﾗ ﾀｶｳﾁ ﾐｿﾗ ｵｶﾞﾜ ｶﾎ ｳｴﾀﾞ ｶﾎ

(5) 26:30 (5) 45:02 (5) 57:54 (5) 1:11:00 (5) 1:35:23
(5) 26:30 (4) 18:32 (3) 12:52 (5) 13:06 (8) 24:23

6 1:36:49 14 浜坂 田村  萌絵(1) 松本  朋花(1) 山崎  華歩(2) 谷口    栞(3) 黒井  友賀(2)
ﾀﾑﾗ ﾓｴ ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｶ ﾔﾏｻｷ ｶﾎ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｵﾘ ｸﾛｲ ﾕｳｶ

(8) 28:25 (8) 47:36 (6) 1:01:23 (6) 1:14:18 (6) 1:36:49
(8) 28:25 (6) 19:11 (5) 13:47 (4) 12:55 (5) 22:31

7 1:41:28 6 日高 松上  夢花(1) 岩浅    愛(1) 指方  水希(1) 安井  星来(1) 西村  鮎花(1)
ﾏﾂｶﾞﾐ ﾕﾒｶ ｲﾜｻ ﾒｸﾞﾐ ｻｼｶﾀ ﾐｽﾞｷ ﾔｽｲ ｾｲﾗ ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ
(9) 29:32 (9) 49:12 (9) 1:03:42 (8) 1:18:13 (7) 1:41:28
(9) 29:32 (7) 19:40 (7) 14:30 (8) 14:31 (6) 23:15

8 1:41:57 7 出石 藤井野々香(2) 田畑  帆南(1) 中島  星花(1) 永井  真帆(1) 谷垣安依羅(2)
ﾌｼﾞｲ ﾉﾉｶ ﾀﾊﾞﾀ ﾎﾅﾐ ﾅｶｼﾏ ｾｲｶ ﾅｶﾞｲ ﾏﾎ ﾀﾆｶﾞｷ ｱｲﾗ
(6) 27:00 (6) 47:14 (8) 1:03:02 (9) 1:18:14 (8) 1:41:57
(6) 27:00 (9) 20:14 (10) 15:48 (9) 15:12 (7) 23:43

9 1:43:21 2 和田山 中尾  愛夢(1) 沼田  桃花(1) 小川  愛菜(1) 谷口  美咲(1) 石口  ゆな(1)
ﾅｶｵ ｱｲﾑ ﾇﾏﾀ ﾓﾓｶ ｵｶﾞﾜ ｱｲﾅ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｻｷ ｲｼｸﾞﾁ ﾕﾅ

(7) 27:28 (7) 47:29 (7) 1:02:03 (7) 1:17:19 (9) 1:43:21
(7) 27:28 (8) 20:01 (8) 14:34 (10) 15:16 (10) 26:02

10 1:45:42 13 香住 藤原  芽生(1) 関    美咲(2) 守山  夕香(2) 原    朱音(1) 古家  夏鈴(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ ｾｷ ﾐｻｷ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｶ ﾊﾗ ｱｶﾈ ﾌﾙﾔ ｶﾘﾝ

(10) 30:38 (10) 51:54 (10) 1:07:04 (10) 1:20:47 (10) 1:45:42
(10) 30:38 (10) 21:16 (9) 15:10 (7) 13:43 (9) 24:55

主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
競技場:出石～小野 折返しコース
後援:豊岡市　豊岡市教育委員会　神戸新聞社
日付:2017-10-21 最終コール:9:55 競技開始:10:05
大会記録    １時間16分14秒  （八   鹿）  2013年

総合成績

第３４回全但高等学校女子駅伝競走大会



第 34 回 全但高等学校女子駅伝競走大会  兼  兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選 
 
区間成績（女子） 
 

 
 

 

 

主催   ： 兵庫県高等学校体育連盟但馬支部 
後援   ： 豊岡市・豊岡市教育委員会 
       神⼾新聞社 
 
総務   ： 一柳 昌孝 
審判⻑  ： 中村 暁 
記録主任 ： 勝丸 大規 
コース  ： 出⽯〜⼩野折り返しコース 
日時   ： 平成 29 年 10 月 21 日（土） 



 


