
第３９回 全但高等学校女子駅伝競走大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 

10:05 曇り 21.9℃ 58％   

13:00 曇り 29.1℃ 39％   

  



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 1:24:35 3 八鹿 太田垣楓華(3) 小野山莉緒(1) 廣瀬  和奏(1) 古屋  優来(2) 中村  凜花(2)
ｵｵﾀｶﾞｷ ﾌｳｶ ｵﾉﾔﾏ ﾘｵ ﾋﾛｾ ﾜｶﾅ ﾌﾙﾔ ﾕﾗ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝｶ
(1) 21:10 (1) 38:36 (1) 50:39 (1) 1:03:27 (1) 1:24:35
 21:10 NSR (1) 17:26 (1) 12:03 (1) 12:48 (1) 21:08

2 1:31:04 9 豊岡 舩田  綾佳(2) 渡辺    愛(1) 谷垣  まり(2) 村上  桃菜(3) 小森  光季(2)
ﾌﾅﾀﾞ ｱﾔｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ ﾀﾆｶﾞｷ ﾏﾘ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓﾅ ｺﾓﾘ ﾐﾂｷ
(4) 24:46 (3) 42:55 (2) 55:47 (2) 1:09:16 (2) 1:31:04
(4) 24:46 (2) 18:09 (2) 12:52 (3) 13:29 (2) 21:48

3 1:31:35 11 近畿大豊岡 田口  汐織(1) 佐藤    凪(1) 橋本  心陽(1) 村野ひなた(2) 木村日香莉(3)
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾘ ｻﾄｳ ﾅｷﾞ ﾊｼﾓﾄ ｺﾊﾙ ﾑﾗﾉ ﾋﾅﾀ ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ
(3) 24:41 (4) 43:13 (4) 56:40 (3) 1:09:38 (3) 1:31:35
(3) 24:41 (4) 18:32 (3) 13:27 (2) 12:58 (3) 21:57

4 1:34:18 10 豊岡総合 西田  芽生(2) 宮垣  晏心(2) 安井  真那(1) 圓山  結衣(1) 品川  愛結(1)
ﾆｼﾀﾞ ﾒｲ ﾐﾔｶﾞｷ ｱｺ ﾔｽｲ ﾏﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ ｼﾅｶﾞﾜ ﾒﾕ

(2) 24:18 (2) 42:35 (3) 56:23 (4) 1:10:14 (4) 1:34:18
(2) 24:18 (3) 18:17 (4) 13:48 (5) 13:51 (5) 24:04

5 1:36:56 12 村岡 中村  月華(1) 山元あんず(2) 山根  結衣(2) 大城まほろ(2) 岡沢  友里(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾂｷｶ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝｽﾞ ﾔﾏﾈ ﾕｲ ｵｵｼﾛ ﾏﾎﾛ ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾘ
(5) 26:46 (5) 45:49 (5) 59:38 (5) 1:13:55 (5) 1:36:56
(5) 26:46 (6) 19:03 (5) 13:49 (6) 14:17 (4) 23:01

6 1:41:29 1 生野 藤後  楓花(2) 柴田    明(3) 吉井    楓(2) ﾏﾌｧﾙﾀﾞ ﾋﾞｱﾝｶ(1) 吉川  結晴(2)
ﾄｳｺﾞ ﾌｳｶ ｼﾊﾞﾀ ｱｷ ﾖｼｲ ｶｴﾃﾞ ﾏﾌｧﾙﾀﾞ ﾋﾞｱﾝｶ ﾖｼｶﾜ ﾕｲｾ
(6) 27:03 (6) 45:59 (6) 1:01:01 (6) 1:14:49 (6) 1:41:29
(6) 27:03 (5) 18:56 (8) 15:02 (4) 13:48 (8) 26:40

7 1:42:23 6 日高 山口  真奈(1) 松崎友里羽(1) 黒野  葉月(1) 北村  寧々(2) 谷口  藍瑠(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾘﾊ ｸﾛﾉ ﾊﾂﾞｷ ｷﾀﾑﾗ ﾈﾈ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲﾙ
(7) 27:12 (7) 46:55 (7) 1:01:33 (7) 1:16:27 (7) 1:42:23
(7) 27:12 (7) 19:43 (7) 14:38 (7) 14:54 (6) 25:56

8 1:45:55 7 出石 植松  心結(1) 清水  梨穂(2) 平尾  杏菜(2) 南光    栞(2) 西谷  結那(2)
ｳｴﾏﾂ ﾐﾕ ｼﾐｽﾞ ﾘﾎ ﾋﾗｵ ｱﾝﾅ ﾅﾝｺｳ ｼｵﾘ ﾆｼﾀﾆ ﾕﾅ

(8) 28:36 (8) 49:14 (8) 1:03:26 (8) 1:19:22 (8) 1:45:55
(8) 28:36 (8) 20:38 (6) 14:12 (8) 15:56 (7) 26:33

凡例  NSR：区間新記録 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:2022-10-22 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66回 兵庫県高等学校総合体育大会
第39回 兵庫県高等学校女子駅伝競走大会 但馬地区予選会
第39回 全但高等学校女子駅伝競走大会



第６６回 兵庫県高等学校総合体育大会 

第３９回 兵庫県高等学校女子駅伝競走大会 但馬地区予選会 

第３９回 全但高等学校女子駅伝競走大会 

 

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  ： 中村 暁 

審判⻑ ： 田中 勉 

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４年 10 月 2２日（土） 



 
 


