
成績一覧表第３５回全但高等学校女子駅伝競走大会
[コード：18282116]

2018年10月20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:折戸  宏次

女子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 豊岡総合 1:24:56

第２位 八鹿 1:26:57

第３位 豊岡 1:29:56

第４位 日高 1:36:36

第５位 村岡 1:37:22

第６位 生野 1:38:49

第７位 出石 1:42:19

第８位 香住 1:46:34

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 宮垣  萌花(1) 豊岡総合 23:37

第２区(4.0975km) 田中  志歩(1) 豊岡総合 15:36

第３区(3km) 橋本  未来(1) 八鹿 12:46

第４区(3km) 西川  美琴(2) 豊岡総合 12:20

第５区(5km) 田中  里奈(2) 豊岡総合 20:36

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

10:00 曇り 18.4℃ 58％ 北 2.3m/s

10:05 曇り 18.1℃ 54％ 北 3.0m/s

11:56 曇り 19.4℃ 43％ 北 1.2m/s

13:03 晴れ 20.5℃ 41％ 北 0.8m/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 1:24:56 10 豊岡総合 宮垣  萌花(1) 田中  志歩(1) 荒木  琉利(2) 西川  美琴(2) 田中  里奈(2)
ﾐﾔｶﾞｷ ﾓｶ ﾀﾅｶ ｼﾎ ｱﾗｷ ﾙﾘ ﾆｼｶﾜ ﾐｺﾄ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
(1) 23:37 (1) 39:13 (1) 52:00 (1) 1:04:20 (1) 1:24:56
(1) 23:37 (1) 15:36 (2) 12:47 (1) 12:20 (1) 20:36

2 1:26:57 3 八鹿 村上  美空(3) 村上  音色(3) 橋本  未来(1) 太田垣澪奈(1) 田村  優衣(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾐｿﾗ ﾑﾗｶﾐ ﾈｲﾛ ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ ｵｵﾀｶﾞｷ ﾚﾅ ﾀﾑﾗ ﾕｲ
(2) 23:47 (2) 40:41 (2) 53:27 (2) 1:06:13 (2) 1:26:57
(2) 23:47 (2) 16:54 (1) 12:46 (2) 12:46 (2) 20:44

3 1:29:56 9 豊岡 黒田  悠李(2) 岡﨑  優季(2) 河本  華奈(2) 谷垣  美里(1) 水口  奈保(1)
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾘ ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ ｺｳﾓﾄ ｶﾅ ﾀﾆｶﾞｷ ﾐｻﾄ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵ
(3) 24:00 (3) 41:06 (3) 54:25 (3) 1:08:36 (3) 1:29:56
(3) 24:00 (3) 17:06 (4) 13:19 (5) 14:11 (3) 21:20

4 1:36:36 6 日高 大西わかな(1) 杉本  眞愛(1) 岩浅    愛(2) 西村  鮎花(2) 松上  夢花(2)
ｵｵﾆｼ ﾜｶﾅ ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾅｴ ｲﾜｻ ﾒｸﾞﾐ ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ ﾏﾂｶﾞﾐ ﾕﾒｶ
(4) 25:06 (4) 45:08 (4) 59:14 (4) 1:12:55 (4) 1:36:36
(4) 25:06 (7) 20:02 (6) 14:06 (3) 13:41 (6) 23:41

5 1:37:22 12 村岡 田野  優夏(1) 大林  未玖(2) 上田  侑奈(2) 正冨  花帆(2) 上田  遥菜(1)
ﾀﾉ ﾕｳｶ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｸ ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ ﾏｻﾄﾐ ｶﾎ ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ

(6) 27:03 (5) 46:31 (5) 59:59 (5) 1:13:50 (5) 1:37:22
(6) 27:03 (6) 19:28 (5) 13:28 (4) 13:51 (4) 23:32

6 1:38:49 1 生野 磯  日夏里(1) 衣川  怜那(1) 秋山  夕華(3) 足立萌々凛(3) 林    未来(1)
ｲｿ ﾋｶﾘ ｷﾇｶﾞﾜ ﾚﾅ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｶ ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓﾘ ﾊﾔｼ ﾐｸ

(9) 28:55 (6) 47:29 (6) 1:00:37 (6) 1:14:54 (6) 1:38:49
(9) 28:55 (5) 18:34 (3) 13:08 (6) 14:17 (7) 23:55

7 1:42:19 7 出石 井上    結(1) 近本    茜(1) 谷垣安依羅(3) 片桐未沙稀(1) 太田紗優望(1)
ｲﾉｳｴ ﾕｲ ﾁｶﾓﾄ ｱｶﾈ ﾀﾆｶﾞｷ ｱｲﾗ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｻｷ ｵｵﾀ ｻﾕﾐ

(8) 28:34 (8) 48:59 (7) 1:04:05 (7) 1:18:45 (7) 1:42:19
(8) 28:34 (8) 20:25 (8) 15:06 (7) 14:40 (5) 23:34

8 1:46:34 13 香住 藤平  紀香(3) 神田  実優(2) 原    朱音(2) 谷口  綾香(1) 藤原  芽生(2)
ﾌｼﾞﾋﾗ ﾉﾘｶ ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ ﾊﾗ ｱｶﾈ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｲ
(10) 31:09 (9) 49:41 (8) 1:04:26 (8) 1:19:26 (8) 1:46:34
(10) 31:09 (4) 18:32 (7) 14:45 (8) 15:00 (10) 27:08

9 1:46:50 14 浜坂 田村  萌絵(2) 伊賀美羅惟(2) 安本  未来(2) 坂本  智華(2) 松本  朋花(2)
ﾀﾑﾗ ﾓｴ ｲｶﾞ ﾐﾗｲ ﾔｽﾓﾄ ﾐﾗｲ ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｶ

(7) 28:32 (10) 50:23 (10) 1:06:17 (9) 1:21:19 (9) 1:46:50
(7) 28:32 (9) 21:51 (9) 15:54 (9) 15:02 (8) 25:31

10 1:51:35 2 和田山 木本  舞桜(1) 中野  愛香(1) 稲葉  音桜(1) 長岡  美結(1) 足立  明音(1)
ｷﾓﾄ ﾏｵ ﾅｶﾉ ｱｲｶ ｲﾅﾊﾞ ﾈｵ ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾕ ｱﾀﾞﾁ ｱｶﾈ

(5) 26:48 (7) 48:45 (9) 1:04:59 (10) 1:25:01 (10) 1:51:35
(5) 26:48 (10) 21:57 (10) 16:14 (10) 20:02 (9) 26:34

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:2018-10-20 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35回全但高等学校女子駅伝競走大会



第 35 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 ： 折⼾ 宏次 
コース  ： 出⽯〜⼩野折り返しコース 
日時   ： 平成 30 年 10 月 20 日（土） 



 


