
順位 チーム名

宝殿（43）

　58.21 　9.28 2 　18.59 2 　28.43 1 　38.09 1 　48.23 1 　58.21 1

　9.28 2 　9.31 4 　9.44 1 　9.26 2 　10.14 3 　9.58 5

神吉（37）

　59.43 　9.39 6 　18.56 1 　29.08 3 　39.04 3 　49.24 2 　59.43 2

　9.39 6 　9.17 1 　10.12 4 　9.56 4 　10.20 4 　10.19 10

稲美（94）

　1.00.06 　9.52 9 　19.42 9 　29.57 6 　40.03 7 　50.26 4 　1.00.06 3

　9.52 9 　9.50 9 　10.15 6 　10.06 6 　10.23 5 　9.40 1

朝霧（11）

　1.00.10 　9.36 5 　19.25 6 　29.34 4 　39.52 6 　50.15 3 　1.00.10 4

　9.36 5 　9.49 8 　10.09 3 　10.18 7 　10.23 5 　9.55 3

大久保（16）

　1.00.36 　9.28 3 　19.42 10 　29.59 9 　39.52 5 　50.38 5 　1.00.36 5

　9.28 3 　10.14 15 　10.17 7 　9.53 3 　10.46 9 　9.58 5

陵南（39）

　1.01.03 　10.06 15 　19.24 5 　29.38 5 　40.05 8 　50.57 8 　1.01.03 6

　10.06 15 　9.18 2 　10.14 5 　10.27 9 　10.52 11 　10.06 8

浜の宮（34）

　1.01.05 　10.10 17 　20.08 14 　30.31 12 　40.50 10 　50.57 7 　1.01.05 7

　10.10 17 　9.58 12 　10.23 12 　10.19 8 　10.07 2 　10.08 9

平岡（32）

　1.01.12 　9.32 4 　19.02 3 　28.48 2 　38.48 2 　51.13 9 　1.01.12 8

　9.32 4 　9.30 3 　9.46 2 　10.00 5 　12.25 28 　9.59 7

加古川中部（31）

　1.02.02 　9.21 1 　19.03 4 　30.07 11 　39.29 4 　50.55 6 　1.02.02 9

　9.21 1 　9.42 5 　11.04 21 　9.22 1 　11.26 18 　11.07 15

明石学園（26）

　1.02.26 　10.04 14 　20.29 16 　31.16 17 　41.53 16 　52.30 13 　1.02.26 10

　10.04 14 　10.25 17 　10.47 17 　10.37 12 　10.37 8 　9.56 4

大蔵（12）

　1.02.49 　9.46 8 　19.37 7 　29.58 7 　40.39 9 　51.30 10 　1.02.49 11

　9.46 8 　9.51 10 　10.21 11 　10.41 16 　10.51 10 　11.19 19

稲美北（95）

　1.02.49 　9.43 7 　19.44 11 　30.39 13 　41.35 14 　52.30 14 　1.02.49 12

　9.43 7 　10.01 13 　10.55 19 　10.56 20 　10.55 12 　10.19 10

野々池（14）

　1.03.09 　9.52 10 　20.22 15 　30.48 14 　41.22 12 　52.37 16 　1.03.09 13

　9.52 10 　10.30 18 　10.26 13 　10.34 10 　11.15 13 　10.32 12

氷丘（29）

　1.03.23 　9.52 11 　19.40 8 　29.58 8 　40.51 11 　52.16 11 　1.03.23 14

　9.52 11 　9.48 7 　10.18 9 　10.53 18 　11.25 17 　11.07 15

加古川山手（30）

　1.03.43 　10.03 13 　19.50 13 　30.50 15 　41.30 13 　52.49 17 　1.03.43 15

　10.03 13 　9.47 6 　11.00 20 　10.40 14 　11.19 15 　10.54 14

二見（21）

　1.03.45 　10.33 23 　20.45 17 　31.05 16 　42.35 19 　52.21 12 　1.03.45 16

　10.33 23 　10.12 14 　10.20 10 　11.30 23 　9.46 1 　11.24 21

小野（71）

　1.04.10 　10.15 20 　20.49 18 　31.30 18 　42.05 17 　52.37 15 　1.04.10 17

　10.15 20 　10.34 20 　10.41 14 　10.35 11 　10.32 7 　11.33 22

西脇南（47）

　1.05.00 　10.13 19 　20.52 19 　31.34 19 　42.26 18 　53.47 19 　1.05.00 18

　10.13 19 　10.39 21 　10.42 15 　10.52 17 　11.21 16 　11.13 17

加美（89）

　1.05.17 　10.29 22 　21.00 20 　31.44 20 　43.00 20 　54.30 20 　1.05.17 19

　10.29 22 　10.31 19 　10.44 16 　11.16 21 　11.30 20 　10.47 13

加古川（28）

　1.05.45 　9.55 12 　19.46 12 　30.03 10 　41.44 15 　53.21 18 　1.05.45 20

山田　那月 (2)

20

松本　爽汰 (2) 松本　琉汰 (2) 福田　有真 (2) 中村　玲希 (2) 中谷　勇輝 (2) 清水　秋寿 (1)

19

杉原　克哉 (3) 橋詰　竜輝 (2) 橋詰　大地 (2) 中道　陽也 (3) 足立　卓也 (2)

水池　龍輝 (3)

18

村田　裕哉 (2) 村田　尋哉 (2) 佐伯　優月 (1) 杉岡　怜 (3) 尾崎　悠冴 (2) 村井　陽斗 (2)

17

田中　駿士 (2) 土井　健史 (2) 松本　瑞輝 (1) 藤原　慎太郎 (2) 河合　仁楠 (1)

久保田　亮 (2)

16

松井　楓 (2) 守田　柚貴 (3) 大西　勢翔 (2) 柿原　洸太 (2) 江田　裕人 (3) 本田　悠真 (1)

15

濵口　弘成 (3) 本岡　春穏 (3) 本岡　太一 (3) 岡本　康佑 (3) 大垣　琉威 (3)

塚崎　裕基 (2)

14

谷口　北斗 (2) 畠山　真白 (3) 小林　起都 (3) 大西　海璃 (3) 谷口　陽宣 (1) 高木　健多 (3)

13

堂内　翼 (2) 田中　章貴 (3) 三村　友之介 (3) 田口　詞也 (2) 吉房　健太 (1)

辻本　祐大 (1)

12

鳴瀧　空 (2) 八嶋　春樹 (1) 山口　正真 (1) 前田　輝來 (2) 山口　朔門 (1) 小山　颯太 (3)

11

中垣　颯太 (3) 中垣　颯斗 (1) 吉田　大翔 (2) 瀧岡　千悠 (2) 吉川　凛空 (2)

長谷川　祥希 (3)

10

9

八田　聡良 (3) 東影　大志 (2) 中塚　春都 (1) 西垣　怜 (3) 前田　浬 (1)

七條　拓也 (1)

8

石原　虎太郎 (3) 新妻　遼己 (1) 山下　貴大 (3) 新妻　昂己 (1) 北林　颯来 (1) 土居　正宗 (1)

7

小川　悠翔 (3) 髙橋　立輝 (3) 荒木　渉栄 (3) 甲斐　健斗 (1) 中道　琉惺 (1)

新井　準人 (3)

6

中原　太志 (2) 長谷川　大翔 (2) 松野　耕大 (1) 柴田　一樹 (1) 先山　逢宣 (2) 山口　航史 (3)

5

真田　大輔 (2) 吉村　悠希 (2) 貞平　春陽 (2) 佐藤　祐介 (2) 植田　拓隼 (2)

中山　瞬義 (3)

4

佐伯　遥大 (2) 岩﨑　竜馬 (2) 藤本　宗一郎 (1) 桃木　愛希 (1) 田中　慎乃亮 (2) 玉田　匠平 (2)

3

鮎澤　昊佑 (3) 辻本　克紀 (1) 沼田　博貴 (2) 山本　恭平 (2) 岩本　翔汰 (3)

松井　大倭 (3)

2

吉田　隼 (3) 藤原　悠之 (3) 田中　与仁 (3) 小林　奏登 (3) 石田　興覇 (3) 原　慎二 (2)

1

神吉　惺翔 (2) 加藤　璃久 (2) 柳井　快音 (2) 田中　颯眞 (2) 濵野　隆弘 (3)

1区(3.0km) 2区(3.0km) 3区(3.0km) 4区(3.0km) 5区(3.0km) 6区(3.0km)



　9.55 12 　9.51 10 　10.17 7 　11.41 24 　11.37 21 　12.24 27

魚住（19）

　1.06.57 　10.54 26 　22.10 26 　34.12 27 　44.51 24 　57.06 24 　1.06.57 21

　10.54 26 　11.16 25 　12.02 27 　10.39 13 　12.15 27 　9.51 2

旭丘（72）

　1.07.11 　10.18 21 　21.01 21 　31.52 21 　43.18 21 　54.34 21 　1.07.11 22

　10.18 21 　10.43 22 　10.51 18 　11.26 22 　11.16 14 　12.37 28

三木（50）

　1.07.50 　10.36 24 　22.23 27 　34.09 26 　44.49 23 　56.17 22 　1.07.50 23

　10.36 24 　11.47 29 　11.46 26 　10.40 14 　11.28 19 　11.33 22

北条（75）

　1.08.44 　10.07 16 　21.12 23 　32.19 22 　44.32 22 　56.29 23 　1.08.44 24

　10.07 16 　11.05 24 　11.07 22 　12.13 26 　11.57 22 　12.15 25

緑が丘（54）

　1.09.09 　10.56 27 　21.53 25 　33.14 24 　45.03 25 　57.15 25 　1.09.09 25

　10.56 27 　10.57 23 　11.21 23 　11.49 25 　12.12 25 　11.54 24

魚住東（20）

　1.09.54 　11.02 28 　22.45 28 　34.49 29 　45.43 28 　58.35 28 　1.09.54 26

　11.02 28 　11.43 28 　12.04 28 　10.54 19 　12.52 29 　11.19 19

社（81）

　1.10.11 　10.46 25 　21.10 22 　33.15 25 　45.41 27 　57.49 27 　1.10.11 27

　10.46 25 　10.24 16 　12.05 29 　12.26 28 　12.08 23 　12.22 26

加西（77）

　1.10.24 　10.13 18 　21.34 24 　33.05 23 　45.19 26 　57.33 26 　1.10.24 28

　10.13 18 　11.21 27 　11.31 24 　12.14 27 　12.14 26 　12.51 29

西脇（45）

　1.10.30 　11.35 29 　22.51 29 　34.25 28 　47.05 29 　59.15 29 　1.10.30 29

　11.35 29 　11.16 25 　11.34 25 　12.40 29 　12.10 24 　11.15 18

神崎　隼人 (2)

29

辻　篤志 (2) 高橋　慶企 (3) 藤原　悠世 (2) 松田　巧明 (2) 宇野　僚悟 (1)

堀場　葵 (2)

28

栁瀬　拓哉 (2) 玉田　秀大 (2) 原田　勇希 (1) 松山　倖大 (2) 藤本　流空 (2) 吉田　翔悟 (1)

27

阿田　琥太郎 (2) 渡邉　海里 (2) 中西　陽斗 (2) 岡本　蓮 (2) 藤井　瑛心 (1)

西村　奏一郎 (2)

26

西村　悠人 (1) 井原　輝人 (1) 三嶋　優陽 (1) 櫻井　輝一 (1) 髙橋　草太 (1) 山口　匠 (2)

25

山下　操樹 (2) 寺野　晴陽 (3) 横山　達己 (1) 山本　蓮 (1) 池田　燎真 (1)

山下　瑛世 (2)

24

三枝　琥珀 (1) 東郷　良馬 (2) 柏原　悠一 (1) 白山　哲史 (2) 東郷　匠馬 (2) 村上　颯翼 (2)

23

久保　慶介 (3) 上髙牧　俊哉 (3) 上髙牧　隼斗 (3) 岡田　祐幸 (1) 栗田　凰ノ介 (2)

田口　博教 (3)

22

吉田　幸弘 (1) 濱坂　宥斗 (3) 嶺岸　俊介 (2) 久語　勇輝 (2) 髙原　颯大 (1) 稲田　昊陽 (2)

21

河合　雄大 (2) 伊東　祐真 (1) 芝田　朱来 (2) 井上　颯大 (2) 滝井　琉雅 (2)

20


