
男子 駅伝 １区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

岸本　健太郎(2) 兵　庫
ｷｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 平野
土坂　舜(3) 奈　良
ﾄﾞｻｶ ｼｭﾝ 香芝東
松山　旭良(3) 京　都
ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾗ 岡崎
吉岡　尚紀(3) 京　都
ﾖｼｵｶ ﾅｵｷ 樫原
山田　和輝(3) 京　都
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 桂
平田　恵大(3) 兵　庫
ﾋﾗﾀ ｹｲﾀ 陵南
西田　歩(2) 滋　賀
ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 日吉
小室　龍右(3) 奈　良
ｺﾑﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ 香芝西
岩田　直人(3) 滋　賀
ｲﾜﾀ ﾅｵﾄ 南郷
渡部　弥来(3) 大　阪
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗｲ 桜坂
西岡　佳祐(3) 和歌山
ﾆｼｵｶ ｹｲｽｹ 日高
若山　岳(3) 京　都
ﾜｶﾔﾏ ｶﾞｸ 東輝
水越　陸(3) 和歌山
ﾐｽﾞｺｼ ﾘｸ 野上
島口　大輝(3) 大　阪
ｼﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 東雲
平尾　壮太(3) 滋　賀
ﾋﾗｵ ｿｳﾀ 城山
竹内　洸哉(3) 滋　賀
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾔ 今津
舩津　一帆(3) 奈　良
ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾎ 白鳳
岡田　宙(2) 兵　庫
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛ 山手
西中　新(2) 奈　良
ﾆｼﾅｶ ｼﾝ 八木
藤本　龍生(3) 兵　庫
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 有野北
石原　陽平(3) 和歌山
ｲｼﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 海南
明貝　隼太(3) 大　阪
ﾐｮｳｶｲ ﾊﾔﾀ 田尻
諏訪 大樹(2) 大　阪
ｽﾜ ﾋﾛｷ 浜寺南
小林　壱樹(3) 兵　庫
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 飾磨西
井澗　翔太(2) 和歌山
ｲﾀﾆ ｼｮｳﾀ 明洋
澤田　大(3) 京　都
ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 深草
鎌田　飛来(3) 滋　賀
ｶﾏﾀﾞ ﾋﾗｲ 栗東西
西山　渓斗(3) 大　阪
ﾆｼﾔﾏ ｹｲﾄ 高槻第二
吉田　友紀(3) 和歌山
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 古佐田丘
北林　武樹(3) 奈　良
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 東大寺学園

平成２７年度　第３７回近畿中学校駅伝競走大会

2015年11月29日 15時35分
審 判 長：辻本　佳嗣
記録主任：稲村　善彦

会　場：橿原市総合運動公園コース

29 10:30 34 古佐田丘

30 11:08 44 東大寺学園

27 10:25 64 栗東西

28 10:28 15 高槻第二

25 10:19 33 明洋

26 10:21 55 深草

23 10:16 14 浜寺南

24 10:18 25 飾磨西

21 10:11 32 海南

22 10:12 12 田尻

19 10:07 45 八木

20 10:10 24 有野北

17 9:59 42 白鳳

18 10:03 23 山手

15 9:58 63 城山

16 9:59 65 今津

13 9:56 31 野上

14 9:57 13 東雲

11 9:55 35 日高

12 9:55 52 東輝

9 9:52 61 南郷

10 9:54 11 桜坂

7 9:49 62 日吉

8 9:52 43 香芝西

5 9:44 53 桂

6 9:48 21 陵南

3 9:40 54 岡崎

4 9:44 51 樫原

1 9:38 22 平野

2 9:40 41 香芝東

１区 3247m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３７回近畿中学校駅伝競走大会

2015年11月29日 15時35分
審 判 長：辻本　佳嗣
記録主任：稲村　善彦

会　場：橿原市総合運動公園コース

男子 駅伝 ２区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

奥村　聡介(2) 京　都
ｵｸﾑﾗ ｿｳｽｹ 東輝
居田　優太(2) 滋　賀
ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 南郷
松田　爽汰(3) 滋　賀
ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀ 日吉
西　秀明(3) 大　阪
ﾆｼ ﾋﾃﾞｱｷ 桜坂
橋本　優斗(3) 兵　庫
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 陵南
今井　由伸(3) 兵　庫
ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 有野北
岡本　海平(3) 京　都
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾍｲ 桂
服部　祐伎人(2) 京　都
ﾊｯﾄﾘ ﾕｷﾋﾄ 樫原
松本　光平(3) 京　都
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 岡崎
鈴木　大(3) 奈　良
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 香芝東
上林　大地(3) 兵　庫
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 飾磨西
樋瀬　翔希(2) 和歌山
ﾋｾ ｼｮｳｷ 野上
堀内　大進(3) 滋　賀
ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾐﾁ 城山
松本　聡太(3) 大　阪
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ 東雲
橋本　遼佑(2) 兵　庫
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 平野
井澗　洸太(2) 和歌山
ｲﾀﾆ ｺｳﾀ 明洋
梶本　颯平(3) 大　阪
ｶｼﾞﾓﾄ ｿｳﾍｲ 田尻
瓦口　天斗(2) 奈　良
ｶﾜﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾄ 八木
下津　開生(1) 和歌山
ｼﾓﾂ ｶｲｾｲ 海南
北川　雄大(3) 滋　賀
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 栗東西
岡本　航太朗(3) 滋　賀
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 今津
堂本　颯斗(1) 和歌山
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾊﾔﾄ 古佐田丘
森蔭　斗生(3) 和歌山
ﾓﾘｶｹﾞ ﾄｲｷ 日高
佐々木　健人(3) 奈　良
ｻｻｷ ｹﾝﾄ 白鳳
所　風伍(3) 大　阪
ﾄｺﾛ ﾌｳｺﾞ 高槻第二
板東　夢斗(3) 兵　庫
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾄ 山手
奥野 祥(3) 大　阪
ｵｸﾉ ｼｮｳ 浜寺南
河口　歩夢(2) 奈　良
ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 香芝西
三林　明弥(2) 京　都
ｻﾝﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 深草
植村　勇之介(3) 奈　良
ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 東大寺学園

29 10:23 55 深草

30 10:24 44 東大寺学園

27 10:11 14 浜寺南

28 10:13 43 香芝西

25 10:07 15 高槻第二

26 10:09 23 山手

22 10:05 35 日高

22 10:05 42 白鳳

21 10:04 65 今津

22 10:05 34 古佐田丘

19 10:00 32 海南

20 10:02 64 栗東西

17 9:56 12 田尻

17 9:56 45 八木

15 9:53 22 平野

16 9:54 33 明洋

13 9:48 63 城山

14 9:51 13 東雲

11 9:47 25 飾磨西

11 9:47 31 野上

9 9:45 54 岡崎

10 9:46 41 香芝東

5 9:43 53 桂

8 9:44 51 樫原

5 9:43 21 陵南

5 9:43 24 有野北

3 9:38 62 日吉

4 9:41 11 桜坂

1 9:30 52 東輝

2 9:32 61 南郷

２区 3135m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３７回近畿中学校駅伝競走大会

2015年11月29日 15時35分
審 判 長：辻本　佳嗣
記録主任：稲村　善彦

会　場：橿原市総合運動公園コース

男子 駅伝 ３区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

北野　開平(3) 兵　庫
ｷﾀﾉ ｶｲﾍｲ 飾磨西
山内　伸哉(3) 兵　庫
ﾔﾏｳﾁ ｼﾝﾔ 平野
当麻　尊裕(2) 奈　良
ﾄｳﾏ ﾀｶﾋﾛ 香芝東
山田　祐斗(3) 兵　庫
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 陵南
山本　瑞樹(3) 京　都
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 樫原
白石　裕(3) 大　阪
ｼﾗｲｼ ﾕﾀｶ 東雲
西村　文海哉(2) 京　都
ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 東輝
石畠　由宇(3) 滋　賀
ｲｼﾊﾀ ﾕｳ 南郷
植田　雅貴(3) 大　阪
ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ 高槻第二
小島　拓人(2) 京　都
ｵｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 桂
原塚　達己(2) 兵　庫
ﾊﾗﾂﾞｶ ﾀﾂｷ 山手
東山　乃重瑠(3) 和歌山
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾉｴﾙ 野上
大槻　響(1) 京　都
ｵｵﾂｷ ﾋﾋﾞｷ 岡崎
佐治　智紀(3) 滋　賀
ｻｼﾞ ﾄﾓｷ 城山
石井　裕真(1) 和歌山
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 明洋
上田　理久(2) 滋　賀
ｳｴﾀﾞ ﾘｸ 栗東西
奥田　歩凪(3) 大　阪
ｵｸﾀﾞ ｱﾕﾅ 田尻
井口　大幹(3) 和歌山
ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 海南
福島　真央(3) 滋　賀
ﾌｸｼﾏ ﾏｻｵ 日吉
竹中　流星(3) 大　阪
ﾀｹﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 桜坂
西川　翔悟(2) 奈　良
ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 香芝西
杉谷　鷹郁(3) 兵　庫
ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ 有野北
花岡　吾郎(3) 京　都
ﾊﾅｵｶ ｺﾞﾛｳ 深草
芝田　蓮(2) 奈　良
ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝ 東大寺学園
西尾　俊哉(3) 奈　良
ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ 白鳳
藤原　大和(3) 奈　良
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔﾏﾄ 八木
舛田　隼(3) 和歌山
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 日高
橋本 渉(3) 大　阪
ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 浜寺南
三田村　勇大(3) 滋　賀
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 今津
能瀬　大翔(3) 和歌山
ﾉｾ ﾋﾛﾄ 古佐田丘

29 10:36 65 今津

30 11:01 34 古佐田丘

27 10:33 35 日高

28 10:34 14 浜寺南

25 10:27 42 白鳳

26 10:31 45 八木

23 10:22 55 深草

24 10:24 44 東大寺学園

21 10:20 43 香芝西

22 10:21 24 有野北

17 10:11 62 日吉

20 10:13 11 桜坂

17 10:11 12 田尻

17 10:11 32 海南

15 10:08 33 明洋

16 10:10 64 栗東西

12 10:04 54 岡崎

14 10:07 63 城山

11 10:03 23 山手

12 10:04 31 野上

9 10:00 15 高槻第二

9 10:00 53 桂

7 9:59 52 東輝

7 9:59 61 南郷

4 9:57 51 樫原

6 9:58 13 東雲

3 9:56 41 香芝東

4 9:57 21 陵南

1 9:40 25 飾磨西

2 9:46 22 平野

３区 3135m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３７回近畿中学校駅伝競走大会

2015年11月29日 15時35分
審 判 長：辻本　佳嗣
記録主任：稲村　善彦

会　場：橿原市総合運動公園コース

男子 駅伝 ４区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

三宅　友哉(3) 兵　庫
ﾐﾔｹ ﾄﾓﾔ 陵南
小松　亮太(3) 兵　庫
ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 有野北
佐野　拓実(1) 京　都
ｻﾉ ﾀｸﾐ 桂
川見　暁(3) 京　都
ｶﾜﾐ ｻﾄｼ 樫原
日下部　佑樹(2) 京　都
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳｷ 東輝
吉本　優成(3) 兵　庫
ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 平野
國門　厚志(3) 滋　賀
ｸﾆｶﾄﾞ ｱﾂｼ 南郷
中谷　皓大(3) 大　阪
ﾅｶﾀﾆ ｺｳﾀﾞｲ 高槻第二
稲垣　拓真(3) 京　都
ｲﾅｶﾞｷ ﾀｸﾏ 岡崎
奥村　日向(3) 大　阪
ｵｸﾑﾗ ﾋｭｳｶﾞ 東雲
山本　雄樹(3) 和歌山
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 古佐田丘
樽見　遊佑(1) 滋　賀
ﾀﾙﾐ ﾕｳｽｹ 栗東西
藤田　拓実(1) 奈　良
ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 香芝東
川野　大輝(3) 大　阪
ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｷ 桜坂
吉田　昂平(3) 奈　良
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 白鳳
吉見　侑輔(2) 和歌山
ﾖｼﾐ ﾕｳｽｹ 野上
嶋川　景斗(3) 滋　賀
ｼﾏｶﾜ ｹｲﾄ 日吉
山﨑　勇人(2) 和歌山
ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾄ 海南
野本　将太(2) 奈　良
ﾉﾓﾄ ｼｮｳﾀ 香芝西
井上　海誠(2) 滋　賀
ｲﾉｳｴ ｶｲｾｲ 今津
山本　由樹(3) 兵　庫
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ 飾磨西
本間　諒一(3) 和歌山
ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｲﾁ 日高
齋藤　哲(2) 奈　良
ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 東大寺学園
國領　隼人　(3) 滋　賀
ｺｸﾘｮｳ ﾊﾔﾄ 城山
松葉　俊太(2) 和歌山
ﾏﾂﾊﾞ ｼｭﾝﾀ 明洋
大原　央己(2) 奈　良
ｵｵﾊﾗ ﾋﾛｷ 八木
金田　裕海斗(3) 大　阪
ｶﾈﾀﾞ ﾕﾐﾄ 田尻
谷岡　千鶴(1) 兵　庫
ﾀﾆｵｶ ﾁﾂﾞﾙ 山手
鶴田　真也(3) 京　都
ﾂﾙﾀ ｼﾝﾔ 深草
松田 仰人(3) 大　阪
ﾏﾂﾀﾞ ｱｵﾄ 浜寺南

29 10:59 55 深草

30 11:00 14 浜寺南

27 10:53 12 田尻

28 10:55 23 山手

25 10:31 33 明洋

26 10:38 45 八木

23 10:29 44 東大寺学園

24 10:30 63 城山

21 10:26 25 飾磨西

21 10:26 35 日高

19 10:21 43 香芝西

20 10:25 65 今津

16 10:17 62 日吉

18 10:20 32 海南

14 10:16 42 白鳳

16 10:17 31 野上

13 10:15 41 香芝東

14 10:16 11 桜坂

11 10:12 34 古佐田丘

11 10:12 64 栗東西

8 10:07 54 岡崎

10 10:09 13 東雲

7 10:04 61 南郷

8 10:07 15 高槻第二

4 9:58 52 東輝

6 10:02 22 平野

3 9:57 53 桂

4 9:58 51 樫原

1 9:28 21 陵南

2 9:46 24 有野北

４区 3135m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３７回近畿中学校駅伝競走大会

2015年11月29日 15時35分
審 判 長：辻本　佳嗣
記録主任：稲村　善彦

会　場：橿原市総合運動公園コース

男子 駅伝 ５区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

西宇　佑騎(3) 兵　庫
ﾆｼｳ ﾕｳｷ 山手
薬師寺　拓巳(2) 兵　庫
ﾔｸｼｼﾞ ﾀｸﾐ 平野
宮﨑　紘希(2) 京　都
ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ 桂
河原林　佑成(3) 京　都
ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 東輝
民谷　浩二(2) 大　阪
ﾀﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ 桜坂
川村　誠希(2) 滋　賀
ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 栗東西
畑中 崇汰(3) 大　阪
ﾊﾀﾅｶ ｼｭｳﾀ 浜寺南
山本　圭太(3) 兵　庫
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 陵南
小松　拓朗(2) 兵　庫
ｺﾏﾂ ﾀｸﾛｳ 有野北
辻井　大樹(3) 京　都
ﾂｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 樫原
西田　健人(2) 大　阪
ﾆｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 高槻第二
明石　悠希(3) 兵　庫
ｱｶｼ ﾕｳｷ 飾磨西
三上　諒也(3) 和歌山
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾔ 海南
熊代　壮(3) 和歌山
ｸﾏｼﾛ ﾀｹｼ 日高
田村　樹(2) 滋　賀
ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 今津
川本　大智(2) 大　阪
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 東雲
千畑　篤士(3) 滋　賀
ﾁﾊﾀ ｱﾂｼ 南郷
志波　李空(2) 和歌山
ｼﾊﾞ ﾘｸ 明洋
山本　龍平(3) 滋　賀
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ 日吉
戸川　一輝(2) 京　都
ﾄｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 岡崎
石井　玲音(3) 奈　良
ｲｼｲ ﾚｵﾝ 東大寺学園
片畑　弥偲(1) 和歌山
ｶﾀﾊﾀ ﾔｼ 野上
吉田　新汰(1) 奈　良
ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 香芝西
下村　俊輝(3) 和歌山
ｼﾓﾑﾗ ﾄｼｷ 古佐田丘
古川　元(1) 奈　良
ﾌﾙｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 香芝東
中澤　泰盛(3) 滋　賀
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 城山
井上　敬太(1) 奈　良
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 八木
小林　千浩(3) 大　阪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 田尻
中村　広輔(1) 奈　良
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 白鳳
鶴田　直也(1) 京　都
ﾂﾙﾀ ﾅｵﾔ 深草

29 10:59 42 白鳳

30 11:14 55 深草

27 10:56 45 八木

28 10:57 12 田尻

25 10:48 41 香芝東

26 10:55 63 城山

23 10:43 43 香芝西

24 10:44 34 古佐田丘

21 10:39 44 東大寺学園

22 10:40 31 野上

19 10:36 62 日吉

20 10:38 54 岡崎

17 10:28 61 南郷

18 10:31 33 明洋

15 10:23 65 今津

16 10:27 13 東雲

13 10:19 32 海南

14 10:22 35 日高

11 10:18 15 高槻第二

11 10:18 25 飾磨西

7 10:15 24 有野北

7 10:15 51 樫原

7 10:15 14 浜寺南

7 10:15 21 陵南

5 10:13 11 桜坂

6 10:14 64 栗東西

3 10:06 53 桂

4 10:11 52 東輝

1 9:25 23 山手

2 9:56 22 平野

５区 3135m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３７回近畿中学校駅伝競走大会

2015年11月29日 15時35分
審 判 長：辻本　佳嗣
記録主任：稲村　善彦

会　場：橿原市総合運動公園コース

男子 駅伝 ６区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

諸冨　湧(2) 京　都
ﾓﾛﾄﾐ ﾜｸ 深草
藤本　珠輝(3) 兵　庫
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾏｷ 陵南
向井　隆真(3) 大　阪
ﾑｶｲ ﾘｭｳﾏ 田尻
守山　直樹(3) 大　阪
ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｷ 桜坂
川畑　昇大(2) 兵　庫
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 飾磨西
鍬田　朋海(3) 京　都
ｸﾜﾀ ﾄﾓﾐ 桂
森田　凌我(3) 京　都
ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｶﾞ 岡崎
河原田　大地(3) 滋　賀
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 今津
荒木　貫志(2) 大　阪
ｱﾗｷ ｶﾝｼﾞ 東雲
上仮屋　雄太(1) 兵　庫
ｶﾐｶﾘﾔ ﾕｳﾀ 平野
有家　颯也(3) 京　都
ｱﾘｹ ｿｳﾔ 樫原
弓場　勇翔(3) 和歌山
ﾕﾊﾞ ﾕｳﾄ 海南
古田　七海(2) 滋　賀
ﾌﾙﾀ ﾅﾅﾐ 南郷
高田　廉士(2) 奈　良
ﾀｶﾀﾞ ﾚﾝｼ 香芝西
小倉　拓海(3) 京　都
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 東輝
藤井　俊宏(2) 滋　賀
ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 栗東西
宮崎　基新(2) 兵　庫
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾁｶ 山手
城下　昂輝(3) 兵　庫
ｼﾛｼﾀ ｺｳｷ 有野北
藤木　雄大(3) 滋　賀
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 日吉
沼田 光一郎(2) 大　阪
ﾇﾏﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 浜寺南
北川　来弥(3) 滋　賀
ｷﾀｶﾞﾜ ﾗｲﾔ 城山
段木　彪我(3) 和歌山
ﾀﾞﾝｷ ﾋｮｳｶﾞ 野上
山本　勘太(1) 奈　良
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 香芝東
水井　翔哉(2) 和歌山
ﾐｽﾞｲ ｼｮｳﾔ 明洋
小川　功祐(1) 奈　良
ｵｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 白鳳
塚本　楓(3) 大　阪
ﾂｶﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 高槻第二
中村　悦人(2) 和歌山
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾄ 日高
林　祐太(2) 奈　良
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 東大寺学園
中上　誠(3) 和歌山
ﾅｶｳｴ ﾏｺﾄ 古佐田丘
川西　正剛(1) 奈　良
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳｺﾞｳ 八木

29 10:52 34 古佐田丘

30 10:58 45 八木

27 10:44 35 日高

28 10:51 44 東大寺学園

24 10:40 42 白鳳

26 10:43 15 高槻第二

23 10:35 41 香芝東

24 10:40 33 明洋

20 10:27 63 城山

22 10:28 31 野上

19 10:26 62 日吉

20 10:27 14 浜寺南

17 10:18 23 山手

18 10:23 24 有野北

15 10:17 52 東輝

15 10:17 64 栗東西

12 10:15 61 南郷

14 10:16 43 香芝西

11 10:10 51 樫原

12 10:15 32 海南

9 10:06 13 東雲

10 10:07 22 平野

7 10:04 54 岡崎

7 10:04 65 今津

5 9:58 25 飾磨西

5 9:58 53 桂

3 9:50 12 田尻

4 9:57 11 桜坂

1 9:25 55 深草

2 9:26 21 陵南

６区 3135m

順位 No. 氏名 所属


