
 

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 

10:00 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 第６区 第７区
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

1 2:26:40 9 豊岡 坂田  太知(2) 浜田  陽介(1) 橋本  一輝(1) 清水  翔太(2) 上田  一輝(2) 永瀬  蔵人(2) 辻田  晴聖(1)
ｻｶﾀ ﾀｲﾁ ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ ｳｴﾀﾞ ｲﾂｷ ﾅｶﾞｾ ｸﾗﾄ ﾂｼﾞﾀ ﾊﾙﾔ

(1) 32:04 (1) 42:19 (1) 1:10:28 (1) 1:38:48 (1) 1:49:47 (1) 2:08:40 (1) 2:26:40
(1) 32:04 (1) 10:15 (2) 28:09 (2) 28:20 (3) 10:59 (2) 18:53 (1) 18:00

2 2:27:55 3 八鹿 川島  謙真(2) 松上  隼和(3) 嘉屋  昂那(2) 岡田  颯星(3) 伊澤  遥太(1) 吉谷  壮稀(1) 生田  成輝(1)
ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾝ ﾏﾂｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ ｶﾔ ｱｷﾅ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾀ ﾖｼﾀﾆ ｿｳｷ ｲｸﾀ ﾅﾙｷ
(2) 34:17 (2) 44:40 (2) 1:11:38 (2) 1:40:06 (2) 1:51:04 (2) 2:09:07 (2) 2:27:55
(2) 34:17 (2) 10:23 (1) 26:58 (3) 28:28 (2) 10:58 (1) 18:03 (3) 18:48

3 2:38:20 12 村岡 吉門  拳臣(3) 藤井  一佐(3) 羽渕  颯馬(3) 上田  大雅(2) 中村  柊也(2) 田野  俊太(2) 山田  峻大(2)
ﾖｼｶﾄﾞ ｹﾝｼﾝ ﾌｼﾞｲ ｲｯｻ ﾊﾌﾞﾁ ｿｳﾏ ｳｴﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾔ ﾀﾉ ｼｭﾝﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
(3) 36:11 (3) 47:17 (3) 1:18:20 (4) 1:49:12 (4) 2:00:21 (4) 2:19:40 (3) 2:38:20
(3) 36:11 (6) 11:06 (3) 31:03 (4) 30:52 (4) 11:09 (4) 19:19 (2) 18:40

4 2:39:05 11 近畿大豊岡 坂口  敦哉(1) 内垣  航惺(2) 三木  大慈(1) 上崎  圭吾(3) 村尾  匡基(2) 村尾  光基(2) 田中屋敷虹士(1)
ｻｶｸﾞﾁ ｱﾂﾔ ｳﾁｶﾞｷ ｺｳｾｲ ﾐｷ ﾀｲｼﾞ ｶﾐｻｷ ｹｲｺﾞ ﾑﾗｵ ﾏｻｷ ﾑﾗｵ ﾐﾂｷ ﾀﾅｶﾔｼｷ ﾆｼﾞ
(6) 37:55 (4) 48:27 (4) 1:20:01 (3) 1:48:16 (3) 1:59:09 (3) 2:18:12 (4) 2:39:05
(6) 37:55 (3) 10:32 (4) 31:34 (1) 28:15 (1) 10:53 (3) 19:03 (7) 20:53

5 2:56:11 7 出石 柘    隼人(1) 武田  航来(1) 近本  勇大(2) 千原  彬義(1) 安井  優空(2) 長峯  煌拳(1) 田中  隆翔(3)
ﾂｹﾞ ﾊﾔﾄ ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ ﾁｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾁﾊﾗ ｱｷﾖｼ ﾔｽｲ ﾕｳﾗ ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳｹﾝ ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ

(7) 40:27 (8) 51:59 (7) 1:26:51 (7) 2:03:02 (7) 2:15:38 (6) 2:36:46 (5) 2:56:11
(7) 40:27 (7) 11:32 (7) 34:52 (7) 36:11 (6) 12:36 (7) 21:08 (5) 19:25

6 2:57:47 10 豊岡総合 木多見康介(1) 藤原  輝星(1) 奥仲  蒼羽(3) 橋本  圭太(2) 市場  徠毘(1) 今西  翔大(2) 田中  歩夢(1)
ｷﾀﾐ ｺｳｽｹ ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯｾｲ ｵｸﾅｶ ｿｳﾊ ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ ｲﾁﾊﾞ ﾗｲﾋﾞ ｲﾏﾆｼ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ
(8) 41:08 (7) 51:57 (6) 1:26:02 (6) 2:02:10 (6) 2:15:19 (7) 2:37:11 (6) 2:57:47
(8) 41:08 (4) 10:49 (6) 34:05 (6) 36:08 (8) 13:09 (8) 21:52 (6) 20:36

13 香住 中西佳二郎(1) 後藤  大翔(1) 荒川  元寿(1) 春和    空(1) 吉田  勇希(1) 山崎    蓮(1) 北村  快斗(3)
ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾞﾛｳ ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ ｱﾗｶﾜ ﾓﾄﾋｻ ﾊﾙﾜ ｿﾗ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｻｷ ﾚﾝ ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾄ
(9) 46:27 (9) 59:30 (8) 2:14:51 (8) 2:27:48 (8) 2:48:35 (7) 3:07:49
(9) 46:27 (9) 13:03 DQ (8) 38:54 (7) 12:57 (6) 20:47 (4) 19:14

1 生野 山﨑  碧浬(2) 西野  瑞輝(2) 中村  瑠唯(2) 山下  那侑(2) 池田    澪(2) 清水    諒(1) 瀬尾  大和(2)
ﾔﾏｻｷ ｶｲﾘ ﾆｼﾉ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾕｷ ｲｹﾀﾞ ﾚｲ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ ｾｵ ﾔﾏﾄ
(5) 37:41 (5) 48:45 (5) 1:21:30 (5) 1:55:51 (5) 2:07:37 (5) 2:27:27
(5) 37:41 (5) 11:04 (5) 32:45 (5) 34:21 (5) 11:46 (5) 19:50 DNF

2 和田山 夜久  柊真(1) 長田  愛輝(2) 武中安輝斗(2) 西田  優座(1) 髙橋  和希(2) 永井  健人(3) 丸山  琉希(3)
ﾔｸ ﾄｳﾏ ﾅｶﾞﾀ ｱｲｷ ﾀｹﾅｶ ｱｷﾄ ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｻﾞ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾙｷ

(4) 37:08 (6) 48:54
(4) 37:08 (8) 11:46 DNF DNS DNS DNS DNS

凡例　 DQ ：区間走者失格(競技者がコースを間違えた) 主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
DNF：区間未完走 競技場:出石～水上折返しコース
DNS：欠場 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:9:50 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66回 兵庫県高等学校総合体育大会
第77回 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選会
第73回 全但高等学校駅伝競走大会



第６６回 兵庫県高等学校総合体育大会 

第７７回 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選会 

第７３回 全但高等学校駅伝競走大会 

 

区間成績（男子） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                     凡例：DQ:区間走者失格（競技者がコースをを間違えた） 
      

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） 

DQ 

 



 


