
 



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 1:28:34 10 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
(2) 21:41 (1) 38:28 (1) 52:15 (2) 1:06:56 (1) 1:28:34

 (2) 21:41 =SR (1) 16:47 (4) 13:47 (5) 14:41 (1) 21:38
2 1:29:27 6 日高 吉田  陽花(3) 湊    亜美(2) 奥平    愛(3) 宮地  杏弥(2) 山本  楓蓮(2)

ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾅﾀ ﾐﾅﾄ　ｱﾐ ｵｸﾀﾞｲﾗ　ｱｲ ﾐﾔｼﾞ　ｱﾔ ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾚﾝ
(1) 21:32 (2) 39:22 (2) 52:55 (1) 1:06:40 (2) 1:29:27

 (1) 21:32 NSR (3) 17:50 (3) 13:33 (2) 13:45 (3) 22:47
3 1:31:01 9 豊岡 舩田  綾佳(1) 小森  光季(1) 大坪    靜(2) 谷垣  まり(1) 村上  桃菜(2)

ﾌﾅﾀﾞ　ｱﾔｶ ｺﾓﾘ　ﾐﾂｷ ｵｵﾂﾎﾞ　ｼｽﾞｶ ﾀﾆｶﾞｷ　ﾏﾘ ﾑﾗｶﾐ　ﾓﾓﾅ
(3) 24:31 (3) 42:01 (3) 54:33 (3) 1:07:14 (3) 1:31:01
(3) 24:31 (2) 17:30 (1) 12:32 (1) 12:41 (7) 23:47

4 1:34:52 3 八鹿 中村  凜花(1) 古屋  優来(1) 足立真柚佳(1) 池田桃々葉(1) 上田  真綾(1)
ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾝｶ ﾌﾙﾔ　ﾕﾗ ｱﾀﾞﾁ　ﾏﾕｶ ｲｹﾀﾞ　ﾓﾓﾊ ｳｴﾀﾞ　ﾏｱﾔ
(4) 25:10 (4) 44:02 (4) 57:20 (4) 1:12:03 (4) 1:34:52
(4) 25:10 (5) 18:52 (2) 13:18 (6) 14:43 (4) 22:49

5 1:38:10 1 生野 柴田    明(2) 衣川  心結(2) 山下  咲希(2) 藤原  凪沙(2) 藤後  楓花(1)
ｼﾊﾞﾀ　ｱｷ ｷﾇｶﾞﾜ　ﾐﾕ ﾔﾏｼﾀ　ｻｷ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾅｷﾞｻ ﾄｳｺﾞ　ﾌｳｶ
(5) 26:15 (5) 46:22 (5) 1:01:11 (5) 1:15:13 (5) 1:38:10
(5) 26:15 (6) 20:07 (7) 14:49 (3) 14:02 (5) 22:57

6 1:39:09 12 村岡 田野  星華(3) 岡沢  友里(1) 長川  綺羅(2) 田中  暖花(2) 山元あんず(1)
ﾀﾉ　ｾｲｶ ｵｶｻﾞﾜ　ﾕｳﾘ ﾅｶﾞｶﾜ　ｷﾗ ﾀﾅｶ　ﾊﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾝｽﾞ

(6) 28:11 (6) 46:59 (6) 1:01:22 (6) 1:15:45 (6) 1:39:09
(6) 28:11 (4) 18:48 (5) 14:23 (4) 14:23 (6) 23:24

7 1:45:04 11 近畿大豊岡 和田  純香(2) 安田  留菜(1) 安東  日菜(2) 川本  美愛(2) 木村日香莉(2)
ﾜﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｶ ﾔｽﾀﾞ　ﾙﾅ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾋﾅ ｶﾜﾓﾄ　ﾐｱｲ ｷﾑﾗ　ﾋｶﾘ
(7) 29:39 (7) 50:15 (8) 1:07:25 (8) 1:22:59 (7) 1:45:04
(7) 29:39 (8) 20:36 (8) 17:10 (8) 15:34 (2) 22:05

8 1:46:54 7 出石 大山    怜(1) 西谷  結那(1) 平尾  杏菜(1) 原田奈々美(2) 清水  梨穂(1)
ｵｵﾔﾏ　ﾚﾝ ﾆｼﾀﾆ　ﾕﾅ ﾋﾗｵ　ｱﾝﾅ ﾊﾗﾀﾞ　ﾅﾅﾐ ｼﾐｽﾞ　ﾘﾎ
(8) 30:32 (8) 50:59 (7) 1:05:32 (7) 1:20:46 (8) 1:46:54
(8) 30:32 (7) 20:27 (6) 14:33 (7) 15:14 (8) 26:08

主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
競技場:豊岡市出石町・小野小学校発着コース
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:9:55 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65回 兵庫県高等学校総合体育大会
第38回 全但高等学校女子駅伝競走大会　兼　第38回 兵庫県高等学校女子駅伝競走大会 但馬地区予選会



第 65 回 兵庫県高等学校総合体育大会 
第 38 回 全但高等学校女子駅伝競走大会  兼  第 38 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  

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） 



 

 


