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第65回兵庫県高等学校総合体育大会
男子第76回兵庫県高等学校駅伝競走大会・女子第38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
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

オーダーリスト

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 須磨学園 石松愛朱加(3) 道清　愛紗(3) 大西　文香(2) 干飯　里桜(3) 田村　優芽(2)
ｲｼﾏﾂ ｱｽｶ ﾄﾞｳｾｲ ｱｲｰｼｬ ｵｵﾆｼ ﾌﾐｶ ﾎｼｲ ﾘｵ ﾀﾑﾗ ﾕﾒ

2 神港学園 正垣　水梨(2) 丸毛　萌愛(2) 足立真理沙(3) 戸田　歩実(2) 仲林　絢音(3)
ﾏｻｶﾞｷ ﾅﾘ ﾏﾙﾓ ﾏﾅ ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘｻ ﾄﾀﾞ ｱﾕﾐ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ

3 須磨友が丘 宮定　愛実(3) 横山　蒼奈(2) 中谷  紗也(1) 岡田　未来(3) 松本　恵愛(2)
ﾐﾔｻﾀﾞ ｱﾐ ﾖｺﾔﾏ ｿﾅ ﾅｶﾀﾆ ｻﾔ ｵｶﾀﾞ ﾐｸ ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ

4 伊川谷北 尾中　花和(3) 岸本　真呼(1) 宮脇　咲良(2) 田原明日菜(3) 尾中　日和(1)
ｵﾅｶ ﾊﾅﾅ ｷｼﾓﾄ ｻﾈｶ ﾐﾔﾜｷ ｻｸﾗ ﾀﾊﾗ ｱｽﾅ ｵﾅｶ ﾋﾖﾘ

5 山手 迫田　夏歩(2) 藤瀬　朱音(2) 榎　  あや(2) 林　かえで(2) 藤山　弥夏(2)
ｻｺﾀﾞ ﾅﾂﾎ ﾌｼﾞｾ ｱｶﾈ ｴﾉｷ ｱﾔ ﾊﾔｼ ｶｴﾃﾞ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐｶ

6 神戸 三崎さくら(3) 塩井　春翔(3) 山端　美沙(1) 坂田　海咲(2) 惠良麻由美(1)
ﾐｻｷ ｻｸﾗ ｼｵｲ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾊﾞﾀ ﾐｻ ｻｶﾀ ﾐｻｷ ｴﾗ ﾏﾕﾐ

7 西脇工 塩﨑　彩理(1) 松井　　晶(3) 飯塚　菜月(2) 井澤　奈甫(2) 八木　美羽(3)
ｼｵｻﾞｷ ｱﾔﾘ ﾏﾂｲ ｱｷﾗ ｲｲﾂﾞｶ ﾅﾂｷ ｲｻﾞﾜ ﾅﾎ ﾔｷﾞ ﾐｳ

8 東播磨 坂本幸妃音(2) 西尾わこと(2) 河野愛優花(1) 堤　　香帆(2) 佐藤　友香(3)
ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾈ ﾆｼｵ ﾜｺﾄ ｶﾜﾉ ｱﾕｶ ﾂﾂﾐ ｶﾎ ｻﾄｳ ﾄﾓｶ

9 小野 有田茉合香(3) 蔦川　真優(1) 松原　ちよ(2) 竹内　日彩(1) 竹村　美咲(2)
ｱﾘﾀ ﾏﾘｶ ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾖ ﾀｹｳﾁ ﾋｻ ﾀｹﾑﾗ ﾐｻｷ

10 三木 川添　瀬奈(1) 藤田　心音(3) 楠　　望咲(1) 高野　真歩(1) 田丸　　樹(2)
ｶﾜｿﾞｴ ｾﾅ ﾌｼﾞﾀ ｺｺﾈ ｸｽﾉｷ ﾐｻｷ ﾀｶﾉ ﾏﾎ ﾀﾏﾙ ｲﾂｷ

11 加古川北 山本　彩菜(2) 霞末　志歩(2) 日髙　里菜(3) 内田　茉凛(2) 大城　愛夏(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾅ ｶｽｴ ｼﾎ ﾋﾀﾞｶ ﾘﾅ ｳﾁﾀﾞ ﾏﾘﾝ ｵｵｼﾛ ｱｲﾅ

12 龍野北 西川　由唯(3) 中谷　明莉(1) 三木　遥香(2) 出田　瑞季(3) 丸山　月渚(1)
ﾆｼｶﾜ ﾕｲ ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ ﾐｷ ﾊﾙｶ ｲﾃﾞﾀ ﾐｽﾞｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾅ

13 龍野 新垣　聡子(3) 久保田明里(2) 村下　綺菜(3) 宝谷　芽依(3) 末兼帆乃花(1)
ｱﾗｶｷ ｻﾄｺ ｸﾎﾞﾀ ｱｶﾘ ﾑﾗｼﾀ ｱﾔﾅ ﾎｳﾀﾆ ﾒｲ ｽｴｶﾈ ﾎﾉｶ

14 姫路商 北野　小槙(3) 久保　舞依(3) 有方　小晴(2) 小林　幸愛(2) 神野菜々子(3)
ｷﾀﾉ ｺﾏｷ ｸﾎﾞ ﾏｲ ｱﾘｶﾀ ｺﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｱ ｶﾐﾉ ﾅﾅｺ

15 姫路西 川崎愛結奈(2) 髙尾　朝菜(3) 清宮　果歩(1) 濵村　珈帆(1) 小林　千紘(1)
ｶﾜｻｷ ｱﾕﾅ ﾀｶｵ ｱｻﾅ ｾｲﾐﾔ ｶﾎ ﾊﾏﾑﾗ ｶﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ

16 北摂三田 児玉  七海(2) 上﨑  柊侑(3) 内藤  香乃(2) 新家  礼響(1) 泉  華乃音(3)
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅﾐ ｶﾐｻｷ ｼｭｳ ﾅｲﾄｳ ｶﾉ ｼﾝｹ ｱﾔﾈ ｲｽﾞﾐ ｶﾉﾝ

17 柏原 檜田  菜奈(1) 中尾  友香(2) 婦木  陽加(1) 中井  花菜(1) 荻野  弥空(1)
ﾋﾜﾀﾞ ﾅﾅ ﾅｶｵ ﾄﾓｶ ﾌｷ ﾊﾙｶ ﾅｶｲ ﾊﾅ ｵｷﾞﾉ ﾐｿﾗ

18 豊岡総合 古西  亜海(3) 西田  芽生(1) 宮垣  晏心(1) 加藤  桃羽(2) 林    奈緒(2)
ﾌﾙﾆｼ　ｱﾐ ﾆｼﾀﾞ　ﾒｲ ﾐﾔｶﾞｷ　ｱｺ ｶﾄｳ　ﾄﾜ ﾊﾔｼ　ﾅｵ

19 日髙 吉田  陽花(3) 山本  楓蓮(2) 宮地  杏弥(2) 奥平    愛(3) 湊    亜美(2)
ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾚﾝ ﾐﾔｼﾞ　ｱﾔ ｵｸﾀﾞｲﾗ　ｱｲ ﾐﾅﾄ　ｱﾐ

20 津名 田中　心渚(2) 鈴木莉里花(1) 山口　藍美(1) 松村　穂夏(2) 山崎瑛里菜(3)
ﾀﾅｶ ｺｺﾅ ｽｽﾞｷ ﾘﾘｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾐ ﾏﾂﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾔﾏｻｷ ｴﾘﾅ

21 淡路三原 榎本　望来(1) 澤内　祥希(2) 進藤　彩花(2) 三野　百愛(1) 吉田　好花(2)
ｴﾉﾓﾄ ﾐﾗｲ ｻﾜｳﾁ ｻｷ ｼﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ ｻﾝﾉ ﾓｱ ﾖｼﾀﾞ ｺﾉｶ

22 宝塚 山口あやか(1) 望月こはく(2) 熊代  宙乃(2) 西村  光冬(2) 西手  優花(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾊｸ ｸﾏｼﾛ ｿﾗﾉ ﾆｼﾑﾗ ﾐﾌﾕ ﾆｼﾃ ﾕｳｶ

23 園田 後田  乃愛(1) 行安亜芽莉(1) 杉永  美空(1) 好井  万結(1) 神山  碧希(1)
ｳｼﾛﾀﾞ ﾉｱ ﾕｷﾔｽ ｱﾒﾘ ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾐｸ ﾖｼｲ ﾏﾕ ｶﾐﾔﾏ ﾀﾏｷ

24 市西宮 新見  咲耶(3) 廣瀬  春佳(1) 柴原  茉白(2) 岸    愛夏(1) 平田    暖(2)
ﾆｲﾐ ｻﾔ ﾋﾛｾ ﾊﾙｶ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｼﾛ ｷｼ ｱｲｶ ﾋﾗﾀ ﾉﾝ

25 尼崎稲園 柳田  花穂(2) 藤井  泉綺(2) 大貫  真穂(2) 入江  小春(1) 小川  真帆(3)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶﾎ ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ ｵｵﾇｷ ﾏﾎ ｲﾘｴ ｺﾊﾙ ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ

26 県西宮 酒井  天寧(1) 尾﨑  花純(3) 澤    知穂(2) 五百蔵菜々子(1) 杉本  晴香(2)
ｻｶｲ ｱﾏﾈ ｵｻﾞｷ ｶｽﾐ ｻﾜ ﾁﾎ ｲｵﾛｲ ﾅﾅｺ ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ

27 東灘 川野　真奈(3) 谷　くるみ(3) 赤穂　朋花(3) 酒井　来夏(1) 松永　倭佳(2)
ｶﾜﾉ ﾏﾅ ﾀﾆ ｸﾙﾐ ｱｺｳ ﾄﾓｶ ｻｶｲ ﾗﾅ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾜｶ

28 関学 滝井  空良(1) 浜田  華帆(3) 入江  りか(3) 坪井まどか(1) 北内  李弥(2)
ﾀｷｲ ｿﾗ ﾊﾏﾀﾞ ｶﾎ ｲﾘｴ ﾘｶ ﾂﾎﾞｲ ﾏﾄﾞｶ ｷﾀｳﾁ ﾘﾐ

29 長田 小川　玲奈(2) 淺野　日菜(2) 中尾　日香(2) 岸田　茉緒(1) 中舎由妃華(2)
ｵｶﾞﾜ ﾚｲﾅ ｱｻﾉ ﾋﾅ ﾅｶｵ ﾊﾙｶ ｷｼﾀﾞ ﾏｵ ﾅｶﾔ ﾕｷｶ
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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 )

30 夢野台 宮武　愛珠(3) 下向井紗里奈(1) 津髙　優希(1) 坪田まどか(1) 宮武　萌珠(1)
ﾐﾔﾀｹ ﾏﾅﾐ ｼﾓﾑｶｲ ｻﾘﾅ ﾂﾀﾞｶ ﾕｳｷ ﾂﾎﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ ﾐﾔﾀｹ ﾒｸﾞﾐ
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  大西ひかり  
西 脇 工(34) 須磨学園(23) 須磨学園(21) 須磨学園(22) 須磨学園(35)

18:45 12:53  9:07  8:57 16:07


