
成績一覧表第３７回全但高等学校女子駅伝競走大会
[コード：20282116]

2020年10月24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:日和  裕統

女子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 日高 1:24:08

第２位 豊岡総合 1:25:19

第３位 八鹿 1:26:37

第４位 豊岡 1:27:22

第５位 村岡 1:33:47

第６位 近畿大豊岡 1:37:58

第７位 生野 1:41:10

第８位 香住 1:42:17

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 太田垣楓華(1) 八鹿 21:57

第２区(4.0975km) 田中  志歩(3) 豊岡総合 16:17

第３区(3km) 前渕  美歩(1) 日高 11:59

第４区(3km) 林    奈緒(1) 豊岡総合 11:29

第５区(5km) 大西わかな(3) 日高 19:36

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

10:05 晴れ 20.5℃ 37％ 北 0.0m/s

12:00 晴れ 22.0℃ 30％ 北 2.7m/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 1:24:08 6 日高 吉田  陽花(2) 奥平    愛(2) 前渕  美歩(1) 湊    亜美(1) 大西わかな(3)
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱｲ ﾏｴﾌﾞﾁ ﾐﾎ ﾐﾅﾄ ｱﾐ ｵｵﾆｼ ﾜｶﾅ
(2) 22:23 (2) 39:40 (1) 51:39 (2) 1:04:32 (1) 1:24:08
(2) 22:23 (4) 17:17 (1) 11:59 (4) 12:53 (1) 19:36

2 1:25:19 10 豊岡総合 古西  亜海(2) 田中  志歩(3) 加藤  桃羽(1) 林    奈緒(1) 宮垣  萌花(3)
ﾌﾙﾆｼ ｱﾐ ﾀﾅｶ ｼﾎ ｶﾄｳ ﾄﾜ ﾊﾔｼ ﾅｵ ﾐﾔｶﾞｷ ﾓｶ
(3) 23:15 (1) 39:32 (3) 53:09 (3) 1:04:38 (2) 1:25:19
(3) 23:15 (1) 16:17 (6) 13:37 (1) 11:29 (3) 20:41

3 1:26:37 3 八鹿 太田垣楓華(1) 小野山碧唯(3) 戸田  美里(2) 田村  優衣(3) 太田垣澪奈(3)
ｵｵﾀｶﾞｷ ﾌｳｶ ｵﾉﾔﾏ ｱｵｲ ﾄﾀﾞ ﾐｻﾄ ﾀﾑﾗ ﾕｲ ｵｵﾀｶﾞｷ ﾚﾅ
(1) 21:57 (3) 39:49 (2) 52:00 (1) 1:04:15 (3) 1:26:37
(1) 21:57 (5) 17:52 (2) 12:11 (2) 12:15 (5) 22:22

4 1:27:22 9 豊岡 小谷  紗貴(2) 澤本はづき(2) 伊地智天音(2) 田中かのん(2) 吉谷  歩輝(2)
ｺﾀﾆ ｻｷ ｻﾜﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ ｲﾁﾞﾁ ｱﾏﾈ ﾀﾅｶ ｶﾉﾝ ﾖｼﾀﾆ ｲﾌﾞｷ

(4) 24:33 (4) 41:30 (4) 54:51 (4) 1:07:08 (4) 1:27:22
(4) 24:33 (2) 16:57 (3) 13:21 (3) 12:17 (2) 20:14

5 1:33:47 12 村岡 西垣  佳華(3) 井上  仁湖(1) 北垣  沙帆(2) 田野こより(1) 田野  星華(2)
ﾆｼｶﾞｷ ﾖｼｶ ｲﾉｳｴ ﾆｺ ｷﾀｶﾞｷ ｻﾎ ﾀﾉ ｺﾖﾘ ﾀﾉ ｾｲｶ
(5) 26:21 (5) 44:28 (5) 57:56 (5) 1:12:02 (5) 1:33:47
(5) 26:21 (6) 18:07 (5) 13:28 (5) 14:06 (4) 21:45

6 1:37:58 11 近畿大豊岡 和田  純香(1) 木村日香莉(1) 澤田  実優(2) 上杉  真由(2) 中村  莉子(2)
ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｶ ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ ｻﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ ｳｴｽｷﾞ ﾏﾕ ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ
(8) 28:31 (6) 45:40 (6) 59:03 (6) 1:13:55 (6) 1:37:58
(8) 28:31 (3) 17:09 (4) 13:23 (6) 14:52 (6) 24:03

7 1:41:10 1 生野 藤原  凪沙(1) 衣川  心結(1) 関  優葵乃(2) 木下  咲花(2) 秋山  涼子(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｷﾞｻ ｷﾇｶﾞﾜ ﾐﾕ ｾｷ ﾕｷﾉ ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｺ
(6) 27:14 (8) 46:29 (7) 1:01:02 (7) 1:16:17 (7) 1:41:10
(6) 27:14 (8) 19:15 (7) 14:33 (7) 15:15 (7) 24:53

8 1:42:17 13 香住 東    朱翼(1) 藤原  瑠生(1) 守山  愛香(2) 茨    柚月(2) 西村  心華(1)
ｱｽﾞﾏ ｱｹﾞﾊ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙｲ ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾅｶ ｲﾊﾞﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾆｼﾑﾗ ｺﾉｶ
(7) 27:36 (7) 46:28 (8) 1:01:07 (8) 1:16:47 (8) 1:42:17
(7) 27:36 (7) 18:52 (8) 14:39 (8) 15:40 (8) 25:30

9 1:49:48 7 出石 原田奈々美(1) 黒田  莉央(1) 平尾  亜海(1) 田村    涼(2) 千原  侑子(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ ﾋﾗｵ ｱﾐ ﾀﾑﾗ ｽｽﾞ ﾁﾊﾗ ﾕｳｺ
(9) 32:31 (9) 52:46 (9) 1:07:46 (9) 1:23:56 (9) 1:49:48
(9) 32:31 (9) 20:15 (9) 15:00 (9) 16:10 (9) 25:52

OPN 5 但馬農 植田  星七(2) 立花  瑞穂(2)

(OPN) 34:54 (OPN) 58:36
(OPN) 34:54 (OPN) 23:42

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:2020-10-24 最終コール:9:55 競技開始:10:05
大会記録    １時間16分46秒  （八   鹿）  2013年

総合成績

第64回 兵庫県高等学校総合体育大会
第37回 全但高等学校女子駅伝競走大会　兼　第37回 兵庫県高等学校女子駅伝競走大会 但馬地区予選会



第 64 回 兵庫県高等学校総合体育大会 
第 37 回 全但高等学校女子駅伝競走大会  兼  第 37 回 兵庫県高等学校女子駅伝競走大会 但馬地区予選会 
 
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 ： 日和 裕統 
コース  ： 出⽯〜⼩野折り返しコース 
日時   ： 令和 2 年 10 月 24 日（土） 



 


