
女子 駅伝 １区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

金山　琳(3) 兵　庫
ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ 加古川
曽根　野乃花(2) 京　都
ｿﾈ ﾉﾉｶ 桂
橋本　充央(1) 京　都
ﾊｼﾓﾄ　ﾐｵ 大住
飛田　凜香(3) 滋　賀
ﾋﾀﾞ ﾘﾝｶ 水口
村松　灯(1) 京　都
ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓ 樫原
羽田　媛乃(3) 奈　良
ﾊﾈﾀﾞ ﾋﾒﾉ 香芝北
小倉　稜央(2) 和歌山
ｵｸﾞﾗ ﾘｮｵ 海南
田村 麻衣(2) 大　阪
ﾀﾑﾗ ﾏｲ 浜寺南
村井　佑衣(1) 兵　庫
ﾑﾗｲ ﾕｲ 稲美
磯部　莉那(2) 兵　庫
ｲｿﾍﾞ ﾘﾅ 安室
千賀　若奈(2) 京　都
ｾﾝｶﾞ ﾜｶﾅ 峰山
清水　梨穂(3) 和歌山
ｼﾐｽﾞ ﾘﾎ 上南部
後藤　藍子(3) 兵　庫
ｺﾞﾄｳ ｱｲｺ 大原
中谷　妃菜乃(1) 兵　庫
ﾅｶﾀﾆ ﾋﾅﾉ 神河
中西　さくら(2) 奈　良
ﾅｶﾆｼ ｻｸﾗ 郡山
上野　日菜子(2) 大　阪
ｳｴﾉ ﾋﾅｺ 峰塚
小出　佳奈(1) 奈　良
ｺｲﾃﾞ ｶﾅ 橿原
臼井　涼乃(2) 滋　賀
ｳｽｲ ｽｽﾞﾉ 栗東西
福岡　真悠莉(2) 和歌山
ﾌｸｵｶ ﾏﾕﾘ 明和
長谷　朋美(3) 大　阪
ﾊｾ ﾄﾓﾐ 田尻
中込　奈都(2) 大　阪
ﾅｶｺﾞﾒ ﾅﾂ 東陽
藤川　真帆(2) 大　阪
ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾎ 豊中第三
福居　夏帆(1) 和歌山
ﾌｸｲ ﾅﾂﾎ 大成
草野　祐香(1) 滋　賀
ｸｻﾉ ﾕｳｶ 長浜北
伊勢　美貴(2) 京　都
ｲｾ ﾐｷ 洛北附属
寺川　あみ(2) 奈　良
ﾃﾗｶﾜ ｱﾐ 王寺
茶谷　真衣(3) 滋　賀
ﾁｬﾀﾆ ﾏｲ 城山
今里　有希(3) 奈　良
ｲﾏｻﾞﾄ ﾕｷ 平群
楠本　凪(1) 和歌山
ｸｽﾓﾄ ﾅｷﾞ 高雄
楠田　美琴(2) 滋　賀
ｸｽﾀﾞ ﾐｺﾄ 甲西北

平成２７年度　第３０回近畿中学校女子駅伝競走大会

2015年11月29日 10時36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 12:03 32 高雄

30 12:09 64 甲西北

27 11:51 63 城山

28 11:58 44 平群

25 11:36 54 洛北附属

26 11:49 45 王寺

23 11:34 35 大成

24 11:35 65 長浜北

21 11:33 12 東陽

22 11:34 15 豊中第三

19 11:24 31 明和

20 11:27 13 田尻

17 11:18 42 橿原

18 11:22 62 栗東西

15 11:08 41 郡山

16 11:16 14 峰塚

13 11:05 24 大原

14 11:06 25 神河

11 11:03 55 峰山

12 11:04 34 上南部

9 11:00 22 稲美

10 11:01 23 安室

7 10:54 33 海南

8 10:55 11 浜寺南

5 10:43 52 樫原

6 10:45 43 香芝北

3 10:31 53 大住

4 10:42 61 水口

1 10:25 21 加古川

2 10:29 51 桂

１区 3247m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３０回近畿中学校女子駅伝競走大会

2015年11月29日 10時36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

女子 駅伝 ２区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

枚田　茉優(3) 京　都
ﾋﾗﾀ ﾏﾕ 桂
廣居　琴乃(2) 兵　庫
ﾋﾛｲ ｺﾄﾉ 大原
川本　京奈(2) 兵　庫
ｶﾜﾓﾄ ｹｲﾅ 神河
窪　美咲(2) 大　阪
ｸﾎﾞ ﾐｻｷ 東陽
笹沼　美月(1) 兵　庫
ｻｻﾇﾏ ﾐﾂﾞｷ 安室
小川　美空(2) 兵　庫
ｵｶﾞﾜ ﾐｸ 加古川
原田　佳奈(1) 兵　庫
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾅ 稲美
殿内　美愛(3) 京　都
ﾄﾉｳﾁ ﾐﾁｶ 樫原
寺田　莉歩(3) 京　都
ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾎ 峰山
皆瀬　もえか(2) 京　都
ﾐﾅｾ　ﾓｴｶ 大住
水口　杏(1) 大　阪
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ 豊中第三
那須　陽華(2) 京　都
ﾅｽ ﾊﾙｶ 洛北附属
左部　来夢(2) 大　阪
ｻﾌﾞ ﾗｲﾑ 田尻
岡本　しおり(2) 滋　賀
ｵｶﾓﾄ ｼｵﾘ 栗東西
池島　和子(2) 奈　良
ｲｹｼﾞﾏ ﾜｺ 橿原
祟田　あやの(1) 奈　良
ﾑﾈﾀ ｱﾔﾉ 香芝北
西浦 千遥(2) 大　阪
ﾆｼｳﾗ ﾁﾊﾙ 浜寺南
松実　萌(3) 奈　良
ﾏﾂﾐ ﾓｴ 郡山
松本　小毬(2) 滋　賀
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾏﾘ 長浜北
川島　実桜(3) 和歌山
ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 明和
菊田　陽世(2) 滋　賀
ｷｸﾀﾞ ﾋﾅｾ 水口
金岡　千夏(2) 和歌山
ｶﾅｵｶ ﾁﾅﾂ 海南
黒木　美優(2) 滋　賀
ｸﾛｷ ﾐﾕ 城山
岩﨑　愛佳(2) 和歌山
ｲﾜｻｷ ｱｲｶ 大成
柿本　花林(2) 大　阪
ｶｷﾓﾄ ｶﾘﾝ 峰塚
樫山　杏香(2) 和歌山
ｶｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 上南部
林　杏奈(2) 奈　良
ﾊﾔｼ ｱﾝﾅ 平群
安井　菜緒(3) 和歌山
ﾔｽｲ ﾅｵ 高雄
坂尾　木窓(1) 滋　賀
ｻｶｵ ｺﾏﾄﾞ 甲西北
山越　舞衣(2) 奈　良
ﾔﾏｺｼ ﾏｲ 王寺

29 7:36 64 甲西北

30 7:49 45 王寺

26 7:27 44 平群

28 7:29 32 高雄

25 7:23 14 峰塚

26 7:27 34 上南部

22 7:18 63 城山

24 7:21 35 大成

20 7:17 61 水口

22 7:18 33 海南

19 7:15 65 長浜北

20 7:17 31 明和

17 7:10 11 浜寺南

18 7:13 41 郡山

15 7:08 42 橿原

16 7:09 43 香芝北

13 7:01 13 田尻

14 7:04 62 栗東西

11 6:53 15 豊中第三

12 6:57 54 洛北附属

9 6:51 55 峰山

10 6:52 53 大住

6 6:46 22 稲美

8 6:47 52 樫原

4 6:45 23 安室

6 6:46 21 加古川

3 6:42 25 神河

4 6:45 12 東陽

1 6:25 51 桂

2 6:40 24 大原

２区 2021m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３０回近畿中学校女子駅伝競走大会

2015年11月29日 10時36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

女子 駅伝 ３区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

立所　菜穂(2) 京　都
ﾀﾁﾄﾞｺﾛ ﾅｵ 樫原
田中　みく(3) 兵　庫
ﾀﾅｶ ﾐｸ 神河
小林　舞妃留(1) 京　都
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾙ 桂
大庭　結菜(2) 兵　庫
ｵｵﾊﾞ ﾕｲﾅ 大原
玉田　楓花(3) 大　阪
ﾀﾏﾀﾞ ﾌｳｶ 東陽
眞嶋　凪(2) 大　阪
ﾏｼﾏ ﾅｷﾞ 豊中第三
松浦 歩未(3) 大　阪
ﾏﾂｳﾗ ｱﾕﾐ 浜寺南
中山　愛梨(3) 兵　庫
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 稲美
藤本　亜未(3) 京　都
ﾌｼﾞﾓﾄ　ｱﾐ 大住
高峰　優奈(2) 兵　庫
ﾀｶﾐﾈ ﾕｳﾅ 加古川
栗原　史歩(1) 大　阪
ｸﾘﾊﾗ ｼﾎ 峰塚
中塚　美音(3) 兵　庫
ﾅｶﾂｶ ﾐｵ 安室
中村　香月(2) 滋　賀
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 栗東西
宮田　麻里歌(1) 京　都
ﾐﾔﾀ ﾏﾘｶ 峰山
山崎　沙和(1) 京　都
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾜ 洛北附属
山中　麻莉菜(3) 滋　賀
ﾔﾏﾅｶ ﾏﾘﾅ 水口
小南　祐子(2) 奈　良
ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｺ 郡山
向井　陽菜(3) 奈　良
ﾑｶｲ ﾋﾅ 橿原
上住　美尋(1) 奈　良
ｳｴｽﾐ ﾐﾋﾛ 香芝北
斉藤　凜(3) 大　阪
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 田尻
德永　冴(2) 滋　賀
ﾄｸﾅｶﾞ ｻｴ 甲西北
古田　愛弥(1) 和歌山
ﾌﾙﾀ ｱﾔ 明和
寺本　桜(1) 和歌山
ﾃﾗﾓﾄ ｻｸﾗ 高雄
阪本　舞衣(1) 和歌山
ｻｶﾓﾄ ﾏｲ 大成
林　栞那(2) 滋　賀
ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ 城山
片山　萌奈(1) 和歌山
ｶﾀﾔﾏ ﾓﾅ 上南部
稲葉　夢乃(2) 滋　賀
ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾉ 長浜北
坂口　麻依(1) 奈　良
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｲ 平群
木下　美咲(1) 和歌山
ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ 海南
辰巳　怜奈(1) 奈　良
ﾀﾂﾐ ﾚﾅ 王寺

29 7:42 33 海南

30 7:54 45 王寺

27 7:37 65 長浜北

28 7:40 44 平群

24 7:31 63 城山

26 7:36 34 上南部

23 7:26 32 高雄

24 7:31 35 大成

20 7:21 64 甲西北

22 7:23 31 明和

19 7:19 43 香芝北

20 7:21 13 田尻

17 7:16 41 郡山

18 7:18 42 橿原

15 7:08 54 洛北附属

16 7:09 61 水口

12 7:05 62 栗東西

14 7:07 55 峰山

11 7:04 14 峰塚

12 7:05 23 安室

7 6:58 53 大住

10 7:00 21 加古川

7 6:58 11 浜寺南

7 6:58 22 稲美

5 6:46 12 東陽

6 6:47 15 豊中第三

2 6:42 51 桂

4 6:45 24 大原

1 6:39 52 樫原

2 6:42 25 神河

３区 2021m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３０回近畿中学校女子駅伝競走大会

2015年11月29日 10時36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

女子 駅伝 ４区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

宮出　彩花(3) 大　阪
ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ 東陽
髙田　美紗(3) 京　都
ﾀｶﾀ ﾐｻ 桂
吉田　志織(3) 京　都
ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 樫原
岡本　百加(3) 兵　庫
ｵｶﾓﾄ ﾓﾓｶ 安室
由肥 くるみ(3) 大　阪
ﾕﾋ ｸﾙﾐ 浜寺南
工藤　愛香(3) 京　都
ｸﾄﾞｳ　ﾏﾅｶ 大住
西前　美鈴(2) 兵　庫
ﾆｼﾏｴ ﾐﾚｲ 大原
矢代　真菜佳(1) 兵　庫
ﾔｼﾛ ﾏﾅｶ 稲美
大江　百華(1) 京　都
ｵｵｴ ﾓｶ 峰山
井筒　さくや(2) 兵　庫
ｲﾂﾞﾂ ｻｸﾔ 加古川
土井　理沙(1) 大　阪
ﾄﾞｲ ﾘｻ 豊中第三
尾野　歩花(3) 兵　庫
ｵﾉ ｱﾕｶ 神河
楠本　風花(1) 和歌山
ｸｽﾓﾄ ﾌｳｶ 高雄
粟田　笑理(3) 滋　賀
ｱﾜﾀ ｴﾐﾘ 水口
田畔　夏希(2) 京　都
ﾀｸﾞﾛ ﾅﾂｷ 洛北附属
栗栖　佑歩(3) 大　阪
ｸﾘｽ ﾕｳﾎ 田尻
森　柚葉(2) 大　阪
ﾓﾘ ﾕｽﾞﾊ 峰塚
丸本　あみり(2) 奈　良
ﾏﾙﾓﾄ ｱﾐﾘ 郡山
横山　ほのか(1) 滋　賀
ﾖｺﾔﾏ ﾎﾉｶ 長浜北
岡尾　茉優(1) 奈　良
ｵｶｵ ﾏﾕ 香芝北
瀬貝　玲奈(2) 奈　良
ｾｶﾞｲ ﾚﾅ 橿原
中田　悠里(1) 奈　良
ﾅｶﾀ ﾕﾘ 平群
阪上　桃花(2) 滋　賀
ｻｶｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 甲西北
小林　菜々(2) 滋　賀
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 栗東西
竹内　雛子(2) 滋　賀
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅｺ 城山
塩路　美音(2) 和歌山
ｼｵｼﾞ ﾐｵﾝ 明和
山下　真生(1) 和歌山
ﾔﾏｼﾀ ﾏｷ 海南
西野　歩季(2) 和歌山
ﾆｼﾉ ｱﾕｷ 上南部
福居　紅音(3) 和歌山
ﾌｸｲ ｱｶﾈ 大成
松山　未来(1) 奈　良
ﾏﾂﾔﾏ ﾐｸ 王寺

29 8:03 35 大成

30 8:12 45 王寺

27 7:45 33 海南

28 7:58 34 上南部

24 7:38 63 城山

26 7:39 31 明和

23 7:37 64 甲西北

24 7:38 62 栗東西

21 7:35 42 橿原

22 7:36 44 平群

19 7:28 65 長浜北

20 7:33 43 香芝北

17 7:24 14 峰塚

18 7:26 41 郡山

15 7:17 54 洛北附属

16 7:20 13 田尻

12 7:08 32 高雄

14 7:15 61 水口

11 7:07 15 豊中第三

12 7:08 25 神河

9 7:04 55 峰山

10 7:05 21 加古川

7 6:55 24 大原

8 7:03 22 稲美

5 6:54 11 浜寺南

5 6:54 53 大住

3 6:41 52 樫原

4 6:48 23 安室

1 6:36 12 東陽

2 6:40 51 桂

４区 2021m

順位 No. 氏名 所属



平成２７年度　第３０回近畿中学校女子駅伝競走大会

2015年11月29日 10時36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

女子 駅伝 ５区 区間リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ

村尾　綾香(3) 京　都
ﾑﾗｵ ｱﾔｶ 桂
三村　莉央(3) 兵　庫
ﾐﾑﾗ ﾘｵ 加古川
下間　愛美(2) 京　都
ｼﾓﾂﾏ ﾏﾅﾐ 樫原
小田前 美沙(3) 大　阪
ｵﾀﾞﾏｴ ﾐｻ 浜寺南
豊田　由希(3) 兵　庫
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷ 稲美
澤　歩優(1) 大　阪
ｻﾜ ｱﾕｳ 東陽
山根　実那子(2) 滋　賀
ﾔﾏﾈ ﾐﾅｺ 甲西北
佐藤　茜(3) 兵　庫
ｻﾄｳ ｱｶﾈ 大原
小林　歩佳(3) 兵　庫
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 安室
角谷　怜奈(2) 大　阪
ｶｸﾀﾆ ﾚｲﾅ 田尻
村岡　茉奈(3) 兵　庫
ﾑﾗｵｶ ﾏﾅ 神河
上本　琴未(3) 大　阪
ｳｴﾓﾄ ｺﾄﾐ 豊中第三
上田　有希(3) 京　都
ｳｴﾀﾞ ﾕｷ 洛北附属
服部　颯紀(3) 京　都
ﾊｯﾄﾘ ｻﾂｷ 峰山
中尾　紗英(2) 滋　賀
ﾅｶｵ ｻｴ 水口
福井　友葉(1) 奈　良
ﾌｸｲ ﾄﾓﾊ 橿原
津國　紗和(1) 京　都
ﾂｸﾆ　ｻﾜ 大住
田邉　寧(2) 滋　賀
ﾀﾅﾍﾞ ﾈｲ 長浜北
鹿嶋　仁渚(2) 和歌山
ｶｼﾏ ﾆｲﾅ 明和
鈴木　杏奈(2) 和歌山
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 高雄
松実　唯(1) 奈　良
ﾏﾂﾐ ﾕｲ 郡山
向畑　涼花(3) 和歌山
ﾑｶｲﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ 大成
大木　鈴奈(2) 大　阪
ｵｵｷ ﾚﾅ 峰塚
森田　紗生(2) 奈　良
ﾓﾘﾀ ｻｷ 平群
小川　結愛(3) 和歌山
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｱ 上南部
山中　ほの香(2) 滋　賀
ﾔﾏﾅｶ ﾎﾉｶ 城山
西田　優々花(3) 滋　賀
ﾆｼﾀﾞ ﾕﾕｶ 栗東西
上田　真以(2) 和歌山
ｳｴﾀﾞ ﾏｲ 海南
杉森　若奈(1) 奈　良
ｽｷﾞﾓﾘ ﾜｶﾅ 王寺
千﨑　葵(2) 奈　良
ｾﾝｻﾞｷ ｱｵｲ 香芝北

29 12:04 45 王寺

30 12:09 43 香芝北

27 11:39 62 栗東西

28 11:55 33 海南

25 11:37 34 上南部

25 11:37 63 城山

23 11:31 14 峰塚

24 11:35 44 平群

21 11:24 41 郡山

22 11:29 35 大成

19 11:18 31 明和

20 11:22 32 高雄

16 11:14 53 大住

18 11:16 65 長浜北

15 11:13 61 水口

16 11:14 42 橿原

13 11:11 54 洛北附属

13 11:11 55 峰山

11 11:03 25 神河

12 11:07 15 豊中第三

9 11:01 23 安室

10 11:02 13 田尻

7 10:58 64 甲西北

8 10:59 24 大原

5 10:46 22 稲美

6 10:49 12 東陽

2 10:35 52 樫原

4 10:40 11 浜寺南

1 10:18 51 桂

2 10:35 21 加古川

５区 3143m

順位 No. 氏名 所属


