
総合結果

順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ]

ホウデン

宝殿[43]
9:17 4 18:32 1
9:17 4 9:15 1

アサギリ

朝霧[11]
9:04 2 18:34 2
9:04 2 9:30 5

ヒラオカ

平岡[32]
8:59 1 19:01 3
8:59 1 10:02 9

オオクボ

大久保[16]
9:17 3 19:02 4
9:17 3 9:45 8

イナミキタ

稲美北[95]
9:42 12 19:03 5
9:42 12 9:21 2

カコガワチュウブ

加古川中部[31]

9:29 8 19:11 6
9:29 8 9:42 7

ニシワキミナミ

西脇南[47]
9:49 17 19:17 7
9:49 17 9:28 4

ハマノミヤ

浜の宮[34]
9:46 15 19:23 8
9:46 15 9:37 6

カコガワ

加古川[28]
9:19 6 19:25 9
9:19 6 10:06 11

カシマ

鹿島[62]
9:29 7 19:37 10
9:29 7 10:08 12

カンキ

神吉[37]
10:13 20 19:39 11
10:13 20 9:26 3

オノ

小野[71]
9:43 13 19:46 12
9:43 13 10:03 10

アカシガクエン

明石学園[26]
9:39 11 20:01 13
9:39 11 10:22 14

ノノイケ

野々池[14]
9:46 14 20:03 14
9:46 14 10:17 13

オオクラ

大蔵[12]
9:18 5 20:04 15
9:18 5 10:46 21

リョウナン

陵南[39]
9:39 10 20:05 16
9:39 10 10:26 17

イナミ

稲美[94]
9:37 9 20:09 17
9:37 9 10:32 19

イザワ　ケント

辻本　克紀(2) 田中　琉偉(1) 玉田　暖翔(2) 山本　恭平(3) 船岡　寛史(1) 井澤　賢人(2)

ツジモト　カツキ タナカ　ルイ タマダ　ハルト ヤマモト　キョウヘイ フナオカ　ヒロシ

作間　敢介(1) 橘　奏(1) 長谷川　大翔(3) 前本　瑞輝(1) 鈴木　佑直(2)

マツノ　コウダイ サクマ　カンスケ タチバナ　ソウ ハセガワ　ヒロト マエモト　ミズキ

フルサワ　ナオマ

中垣　颯斗(2) 辻本　祐大(2) 吉田　大翔(3) 山中　奏(2) 中谷　祐輔(2) 古澤　尚真(2)

ナカガキ　ハヤト ツジモト　ユウダイ ヨシダ　ヒロト ヤマナカ　ソウ ナカタニ　ユウスケ

スズキ　ユウマ

松野　耕大(2)

ハヤシ　ヒバリ

堂内　翼(3) 吉房　健太(2) 増田　悠希(1) 真鍋　瑛太郎(1) 田中　滉大(1) 林　翔春(2)

阿部　篤尚(2) 藤原　慎太郎(3) 河合　仁楠(2) 土井　健史(3) 松本　瑞輝(2)

ドウウチ　ツバサ ヨシフサ　ケンタ マスダ　ユウキ マナベ　エイタロウ タナカ　コウダイ

タナカ　シュンジ アベ　アツヒサ フジワラ　シンタロウ カワイ　ジナン ドイ　タケシ

イシカワ　ユウヤ

中田　朝陽(3) 糟谷　輝(2) 原　慎二(3) 宗佐　啓汰(2) 奥　崇登(2) 石川　優冶(3)

ナカタ　アサヒ カスヤ　ヒカル ハラ　シンジ ソウサ　ケイタ オク　タカト

マツモト　ミズキ

田中　駿士(3)

ナカムラ　レイキ マツモト　ソウタ シミズ　アキヒサ

オオニシ　シオン

作間　太一(2) 千代　翔愛(1) 菊谷　玲雄(2) 近田　玲(1) 原口　柚輝(2) 大西　真獅(1)

七條　拓也(2) 中道　琉惺(2) 髙林　恭大(1) 吉元　洸人(1) 大串　英貴(2)

サクマ　タイチ センダイ　トア キクタニ　レオ チカダ　レイ ハラグチ　ユズキ

ヤマグチ　ヒユウ

松本　琉汰(3) 福田　有真(3) 中村　玲希(3) 松本　爽汰(3) 清水　秋寿(2) 山口　陽悠(1)

マツモト　リュウタ フクダ　ユウマ

カイ　ケント ヒチジョウ　タクヤ ナカミチ　リュウセイ タカバヤシ　ミツキ ヨシモト　ヒロト

ヒライ　ユウキ

村田　裕哉(3) 佐伯　優月(2) 金高　悠冴(3) 村田　尋哉(3) 杉岡　志信(1) 平井　佑樹(2)

ムラタ　ユウヤ サエキ　ユヅキ キンタカ　ユウザ ムラタ　ヒロヤ スギオカ　シノブ

オオグシ　ヒデキ

甲斐　健斗(2)

ハシモト　ソウタ ヤシマ　ジュンペイ ナルタキ　ソラ

フタムラ　ナオキ

前田　浬(2) 東影　大志(3) 花田　圭大(1) 中塚　春都(2) 岸本　快里(2) 二村　直樹(1)

貞平　春陽(3) 吉村　悠希(3) 豊村　宏太(2) 仁井田　竜之介(3) 佐藤　祐介(3)

マエダ　カイリ ヒガシカゲ　タイシ ハナダ　ケイタ ナカツカ　ハルト キシモト　カイリ

ヤマグチ　サクト

山口　正真(2) 八嶋　春樹(2) 橋本　蒼太(1) 八嶋　純平(1) 鳴瀧　空(3) 山口　朔門(2)

ヤマグチ　ショウマ ヤシマ　ハルキ

サナダ　ダイスケ サダヒラ　ハルヒ ヨシムラ　ユウキ トヨムラ　コウタ ニイダ　リュウノスケ

ドイ　マサムネ

新妻　昂己(2) 村上　大佑(2) 金澤　蕾希(2) 新妻　遼己(2) 中里　颯斗(2) 土居　正宗(2)

ニイヅマ　コウキ ムラカミ　ダイスケ カナザワ　ライキ ニイヅマ　ハルキ ナカザト　ハヤト

サトウ　ユウスケ

真田　大輔(3)

モモキ　アイキ

佐伯　遥大(3) 岩﨑　竜馬(3) 藤本　宗一郎(2) 玉田　匠平(3) 田中　慎乃亮(3) 桃木　愛希(2)

サエキ　ハルト イワサキ　リョウマ フジモト　ソウイチロウ タマダ　ショウヘイ タナカ　シンノスケ

若林　司(2) 加藤　璃久(3) 佐藤　透晏(3) 柳井　快音(3) 田中　颯眞(3)

カンキ　セイト ワカバヤシ　ツカサ カトウ　リク サトウ　トア ヤナイ　カイト タナカ　ソウマ

神吉　惺翔(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)
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総合結果

順位 チーム名[ﾅﾝﾊﾞｰ]

カサイ

加西[77]
10:08 19 20:30 18
10:08 19 10:22 14

ミキヒガシ

三木東[56]
9:46 16 20:37 19
9:46 16 10:51 23

ホウジョウ

北条[75]
9:56 18 21:00 20
9:56 18 11:04 25

ミドリガオカ

緑が丘[54]
10:42 23 21:06 21
10:42 23 10:24 16

イズミ

泉[78]
10:31 21 21:26 22
10:31 21 10:55 24

ヒオカ

氷丘[29]
10:45 24 21:34 23
10:45 24 10:49 22

ウオズミヒガシ

魚住東[20]
10:50 25 21:35 24
10:50 25 10:45 20

ニシワキ

西脇[45]
11:06 26 21:36 25
11:06 26 10:30 18

ヤシロ

社[81]
10:34 22 22:43 26
10:34 22 12:09 26

キヌガワ

衣川[13]
DNS

カミ

加美[89]
DNS

クロダショウ

黒田庄[91]
DNS

ナカニシ　ハルト キムラ　タイチ シモムラ　ハルヤ

宇野　僚悟(2) 神崎　隼人(3) 深瀬　光貴(2) 高瀬　伊周(1) 阪口　楓弥(1)

アダ　コタロウ

稲村　優汰(1) 小林　蒼汰(1) 中西　陽斗(3) 木村　太一(1) 下山　晴也(1) 阿田　琥太郎(3)

イナムラ　ユウタ コバヤシ　ソウタ

ツジ　アツシ ウノ　リョウゴ カンザキ　ハヤト フカセ　コウキ タカセ　イチカ

サクライ　コウイチ

髙橋　草太(2) 西村　悠人(2) 佐々木　維(2) 豊嶋　幸羽(1) 井原　輝人(2) 櫻井　輝一(2)

タカハシ　ソウタ ニシムラ　ユウト ササキ　ユイ トヨシマ　コウ イハラ　テルヒト

サカグチ　フウヤ

辻　篤志(3)

センゴク　テッペイ スズキ　ハヤト サイメン　イツキ

タニグチ　ハルノブ

好井　寛人(1) 菊池　創太(2) 小林　未来(2) 樋上　絢也(3) 谷口　北斗(3) 谷口　陽宣(2)

岩崎　奏(1) 山本　蓮(2) 幸田　海心(1) 池田　燎真(2) 山下　操樹(3)

ヨシイ　ヒロト キクチ　ソウタ コバヤシ　ミライ ヒガミ　シュンヤ タニグチ　ホクト

フジモト　タカアキ

高見　蒼士(2) 田先　雄斗(2) 千石　哲平(2) 鈴木　颯人(1) 西面　樹(1) 藤本　宇瑛(2)

タカミ　オアシ タサキ　ユウト

ヨコヤマ　タツキ イワサキ　カナデ ヤマモト　レン コウダ　カイシ イケダ　リョウマ

ホリオ　スズノスケ

三枝　琥珀(2) 柏原　悠一(2) 橋本　壱晟(1) 横田　悠斗(2) 見坂　翼(1) 堀尾　涼之介(2)

サエグサ　コハク カシワラ　ユウイチ ハシモト　イッセイ ヨコタ　ユウト ケンザカ　ツバサ

ヤマシタ　ソウキ

横山　達己(2)

コバヤシ　タイセイ

石井　颯亜(1) 竹本　逞(3) 中谷　絆里(3) 大嶋　友莉哉(3) 楠　克元(1) 小林　大誠(3)

イシイ　ソウア タケモト　タクマ ナカタニ　バンリ オオシマ　ユリヤ クスノキ　カツユキ

原田　勇希(2) 中山　進太郎(1) 小山　煌誠(1) 寺尾　周(2) 吉田　翔悟(2)

ヤナセ　タクヤ ハラダ　ユウキ ナカヤマ　シンタロウ コヤマ　コウセイ テラオ　シュウ ヨシダ　ショウゴ

栁瀬　拓哉(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)

共通男子駅伝
大会記録 55:34  加古川山手 2013 決勝 10/30 14:30 
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