
1 2 3 4

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

303 嘉屋明日香(2) 684 田邊  裕美(2) 1083 味元  亜美(3) 190 伊達  碧依(3)

307 中山  史菜(2) 685 藤尾ももこ(1) 1088 木村ののか(2) 191 高内  穂希(3)

309 雲田ひかり(2) 687 金澤  夏夢(1) 1089 大島萌愛実(2) 192 谷野  水澪(3)

311 白岩  礼衣(2) 688 小松  美希(1) 1092 谷口  愛美(2) 193 高内  海空(2)

312 栃谷  美優(2) 689 野田  奈緒(1) 1093 川間  衣織(1) 194 秋山  夕華(1)

 316 田村    萌(1)  690 堀    美月(1)  1096 森垣  有菜(1) 　 195 加門  紀乃(1)

 320 村上  音色(1)  691 山﨑明日香(1)  1097 今井  百楓(1) 　 196 平山  沙羅(1)

 321 村上  美空(1)  692 山本  有紗(1)  197 足立萌々凛(1)

5 6 7 8

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

703 清水こころ(1) 1301 山本  舞雪(2) 1407 谷口    栞(2) 944 鞍留  佳菜(2)

704 谷垣安依羅(1) 1304 伊藤みやび(2) 1410 西垣  沙羅(2) 946 柴垣  朱梨(2)

705 藤井野々香(1) 1305 榎    里奈(2) 1411 馬場  桃恵(2) 947 野世  唯花(2)

706 谷原  愛佳(1) 1306 岡田  真依(2) 1412 黒井  友賀(1) 948 辻    摩耶(2)

788 小山麻依子(3) 1307 関    美咲(1) 1413 山崎  華歩(1) 951 百合岡咲紀(1)

 789 西村  美花(3)  1391 坪内明日香(3)   953 杉垣  優奈(1)

 792 宮下こはる(3)  1395 小椋  彩奈(2)   954 松田のぞみ(1)

797 松井  沙羅(2)    955 仲本穂乃香(1)

9 10

監督 監督

主将 主将

区間 区間

203 地本  安杏(3) 1288 西田すず乃(2)

204 山内  桃香(3) 1290 山本  紗耶(1)

205 衣川  弥伽(1) 1291 尾崎ひな子(1)

206 中嶋    瞳(1) 1292 森本  美希(1)

294 下村  紋加(2) 1293 藤村  美侑(1)

 295 津森  涼花(2) 1294 井端  実優(1)

  1295 宮口  未愛(2)

 1296 増田菜々子(2)

氏　　　名 氏　　　名

岸本  拓也 田邊  正和

津森  涼花 西田すず乃

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

和田山 村  岡

杉立    悟 足立  隆弘 青野  弘和 一柳  昌孝

松井  沙羅 小椋  彩奈 谷口    栞 鞍留  佳菜

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

出  石 香  住 浜  坂 豊  岡

田中    勉 宮脇  孝行 中村    暁 坂本  貴文

中山  史菜 田邊  裕美 味元  亜美 高内  穂希

生  野

メ ン バ ー 表 （女　　子）   校名の前の数字が第１区出走レーン

八  鹿 日  高 豊岡総合



1 2 3 4

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

1185 辻村  拓也(2) 228 谷口  優大(2) 901 西山    晶(2) 111 足立    翔(3)

1186 太田垣陸来(2) 230 篠原  誉典(2) 903 辻田  直聖(2) 112 白岩  大空(2)

1187 安居  稜悟(2) 231 栃尾  亮太(3) 905 水口小太郎(2) 113 岩野    敦(2)

1188 笹倉  良太(2) 232 太田　直希(1) 907 澤本  丈弥(1) 114 森口  大輔(2)

1189 岡保  貴充(2) 233 岡本　大輔(1) 910 三木  天慈(1) 115 山田    航(2)

1193 大坪  頌允(1) 234 羽渕  友哉(3) 911 尾﨑  高志(1) 116 佐野  誉樹(2)

1194 森口  都生(1) 235 西垣    怜(3) 912 山本  侑太(1) 117 和田    響(2)

 1195 田中  就士(1)  236 八尾  岳登(3)  997 谷岡  将伍(2) 118 横田    楓(1)

1198 芝  慎太郎(1)  237 和田  朋也(1)  998 白川    辰(2)

1199 岡坂宗一郎(1) 238 東垣  颯真(1) 999 西垣  省吾(2)

5 6 7 8

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

731 中山    魁(3) 1074 前田  脩佑(3) 1282 西垣  和真(2) 1460 小谷  直也(2)

732 中尾  祐太(3) 1083 澤吉  克哉(2) 1287 澤田  海大(2) 1461 中村  大智(2)

733 西村  成貴(3) 1085 中嶋  将城(2) 1288 今井  敦史(2) 1467 加藤  優翔(1)

739 近藤  大樹(2) 1087 植村  祥気(2) 1289 栃本  裕人(2) 1469 田中    遥(1)

742 山﨑  裕介(2) 1089 西川  斗威(2) 1290 坂本    舜(2) 1472 松岡  拓斗(1)

743 岸田  悠亮(2) 1090 斉藤    諒(1) 1291 森岡    岳(1) 1474 村尾  勇真(1)

744 岡田  真一(2) 1093 小坂  佳太(1) 1292 中村  駿佑(1) 1475 諸道  貫太(1)

745 山本三四郎(2)  1094 宮本斗生嗣(1)  1293 楠田  航平(1) 1476 山本  陸斗(1)

746 山本  悠真(2) 1095 柳本  一樹(1) 1294 木谷  育大(1)  

747 西田  光紀(1) 1097 長谷川竜太(1) 1295 藤村  海都(1)

9 10 11 　

監督 監督 監督

主将 主将 主将

区間 区間 区間

302 谷口  真大(1) 1343 宇田  翔太(3) 藤田  慶仁(3)

305 髙階  涼太(1) 1345 秦    伊吹(3) 藤田  寧仁(3)

306 伊達  颯真(1) 1347 北村  嘉洋(3) 濵上  直人(3)

307 愛原  唯楓(1) 1359 小谷    翼(3) 佐藤  篤郎(3)

386 岩瀬  慈恩(2) 1363 山根  佑斗(3) 山西  敦也(3)

387 上島  悠輔(2) 1367 寺川  亨助(1) 瀧本  健太(2)

389 雲田晃太朗(2) 1368 茨    直輝(1) 堀内  隼斗(2)

 392 今田  雅士(2) 1373 室井  翔太(2) 北垣  竜也(1)

394 竹花  数希(2) 1374 木下    宙(1) 岡村  雄斗(3)

398 世登  修平(2) 1375 濱戸  佑真(1)

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

田中    勉 鳥井  康太 大樽　雅満

今田  雅士 秦    伊吹 藤田  慶仁

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

八  鹿 香  住 出石特別 　

杉立    悟 中村    暁 西村    誠 青野  弘和

山﨑  裕介 植村  祥気 西垣  和真 小谷  直也

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

出  石 豊岡総合 村  岡 浜  坂

岸田  貞幸 岸本  拓也 一柳  昌孝 宝谷  祐哉

岡保  貴充 谷口  優大 水口小太郎 足立    翔

生  野

メ ン バ ー 表 （男　　子）   校名の前の数字が第１区出走レーン

近畿大豊岡 和田山 豊  岡


