
 



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 第６区 第７区
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

1 2:19:27 3 八鹿 岡田  颯星(2) 廣瀬  創大(2) 山口    凜(3) 福井    峻(2) 西井  昴琉(1) 嘉屋  昂那(1) 松上  隼和(2)
ｵｶﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ ﾋﾛｾ　ｿｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾘﾝ ﾌｸｲ　ｼｭﾝ ﾆｼｲ　ｽﾊﾞﾙ ｶﾔ　ｱｷﾅ ﾏﾂｶﾞﾐ　ﾊﾔﾄ
(2) 32:36 (1) 42:07 (1) 1:07:25 (1) 1:34:30 (1) 1:45:06 (1) 2:02:31 (1) 2:19:27
(2) 32:36 (1) 9:31 (1) 25:18 NSR (1) 27:05 (2) 10:36 (2) 17:25 (1) 16:56

2 2:22:36 9 豊岡 坂田  太知(1) 木山  晴陽(1) 大谷誠士郎(2) 久保田凌平(2) 上田  一輝(1) 清水  翔太(1) 川上    碧(3)
ｻｶﾀ　ﾀｲﾁ ｷﾔﾏ　ﾊﾙｱｷ ｵｵﾀﾆ　ｾｲｼﾛｳ ｸﾎﾞﾀ　ﾘｮｳﾍｲ ｳｴﾀﾞ　ｲﾂｷ ｼﾐｽﾞ　ｼｮｳﾀ ｶﾜｶﾐ　ｱｵｲ
(1) 31:55 (2) 42:33 (2) 1:09:38 (2) 1:37:20 (2) 1:48:19 (2) 2:05:31 (2) 2:22:36

(1) 31:55 NSR (2) 10:38 (2) 27:05 (2) 27:42 (3) 10:59 (1) 17:12 (2) 17:05
3 2:31:07 12 村岡 南垣  斗磨(3) 伍々    颯(2) 吉門  拳臣(2) 上田  大雅(1) 小山  直哉(3) 羽渕  颯馬(2) 田野  俊太(1)

ﾐﾅﾐｶﾞｷ　ﾄｳﾏ ｺﾞｺﾞ　ﾊﾔﾃ ﾖｼｶﾄﾞ　ｹﾝｼﾝ ｳｴﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ ｺﾔﾏ　ﾅｵﾔ ﾊﾌﾞﾁ　ｿｳﾏ ﾀﾉ　ｼｭﾝﾀ
(3) 33:25 (3) 44:13 (3) 1:12:44 (3) 1:43:18 (3) 1:54:28 (3) 2:12:05 (3) 2:31:07
(3) 33:25 (4) 10:48 (3) 28:31 (3) 30:34 (4) 11:10 (3) 17:37 (4) 19:02

4 2:40:45 1 生野 瀬尾  大和(1) 和田  健伸(2) 山下  那侑(1) 中村  瑠唯(1) 西野  瑞輝(1) 山﨑  碧浬(1) 南光  伸哉(2)
ｾｵ　ﾔﾏﾄ ﾜﾀﾞ　ｹﾝｼﾝ ﾔﾏｼﾀ　ﾄﾓﾕｷ ﾅｶﾑﾗ　ﾙｲ ﾆｼﾉ　ﾐｽﾞｷ ﾔﾏｻｷ　ｶｲﾘ ﾅﾝｺｳ　ｼﾝﾔ
(4) 33:59 (4) 45:01 (5) 1:17:19 (4) 1:48:53 (4) 2:00:18 (4) 2:19:08 (4) 2:40:45
(4) 33:59 (5) 11:02 (6) 32:18 (5) 31:34 (5) 11:25 (4) 18:50 (6) 21:37

5 2:41:21 7 出石 田中  隆翔(2) 清水  生成(2) 中山  慶祐(2) 上坂  悠人(2) 谷口  瑠哉(2) 渡邊  壱斎(2) 廣井    渉(2)
ﾀﾅｶ　ﾘｭｳﾄ ｼﾐｽﾞ　ｷﾅﾘ ﾅｶﾔﾏ　ｹｲｽｹ ｳｴｻｶ　ﾕｳﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｭｳﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｲｯｻ ﾋﾛｲ　ｼｮｳ
(5) 34:03 (5) 45:23 (4) 1:16:47 (5) 1:49:05 (5) 2:00:35 (5) 2:21:35 (5) 2:41:21
(5) 34:03 (6) 11:20 (5) 31:24 (6) 32:18 (6) 11:30 (5) 21:00 (5) 19:46

6 2:45:59 2 和田山 永井  健人(2) 髙橋  和希(1) 中島  風翔(3) 中尾    悠(3) 藤原  琉羽(3) 西垣  日向(3) 丸山  琉希(2)
ﾅｶﾞｲ　ｹﾝﾄ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｷ ﾅｶｼﾏ　ﾌｳﾄ ﾅｶｵ　ﾊﾙｶ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾘﾕｳ ﾆｼｶﾞｷ　ﾋﾅﾀ ﾏﾙﾔﾏ　ﾙｷ
(7) 42:07 (7) 54:23 (7) 1:24:55 (6) 1:55:44 (6) 2:06:03 (6) 2:27:11 (6) 2:45:59
(7) 42:07 (7) 12:16 (4) 30:32 (4) 30:49 (1) 10:19 (6) 21:08 (3) 18:48

7 2:59:22 10 豊岡総合 飯田  博志(3) 中嶋  颯良(2) 奥仲  蒼羽(2) 橋本  圭太(1) 竹森  元宣(2) 今西  翔大(1) 塚原優希翔(2)
ｲｲﾀﾞ　ﾋﾛｼ ﾅｶｼﾏ　ｿﾗ ｵｸﾅｶ　ｿｳﾊ ﾊｼﾓﾄ　ｹｲﾀ ﾀｹﾓﾘ　ﾓﾄﾉﾘ ｲﾏﾆｼ　ｼｮｳﾀ ﾂｶﾊﾗ　ﾕｷﾄ
(6) 36:57 (6) 47:41 (6) 1:22:37 (7) 2:00:20 (7) 2:13:15 (7) 2:35:48 (7) 2:59:22
(6) 36:57 (3) 10:44 (7) 34:56 (7) 37:43 (7) 12:55 (7) 22:33 (7) 23:34

主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
競技場:出石～水上折返しコース
後援:豊岡市　豊岡市教育委員会　神戸新聞社
日付:2021-10-23 最終コール:9:50 競技開始:10:00
大会記録          ２時間１７分１３秒  （生   野）　1992年

総合成績

第65回 兵庫県高等学校総合体育大会
第72回 全但高等学校駅伝競走大会　兼　第76回 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選会



第 6５回 兵庫県高等学校総合体育大会 
第 7２回 全但高等学校駅伝競走大会 兼 第 7６回 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選会 
 
区間成績（男子） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

主催  ： 兵庫県高等学校体育連盟  

主管  ： 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 ： 豊岡市出石町・小野小学校発着コース 

日時  ：令和 3 年 10 月 23 日（土） 



 


