
女子
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

51 65 44 35 41 53 52 31 14 63 22 55 34 13 45

樫原 八幡西 広陵 高雄 香芝西 京都御池 桂 海南第三 大阪墨江丘 市立守山 飾磨西 峰山 亀川 誠風 八木
京都 滋賀 奈良 和歌山 奈良 京都 京都 和歌山 大阪 滋賀 兵庫 京都 和歌山 大阪 奈良

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

54 64 15 11 42 33 12 21 61 24 23 43 32 25 62

藤森 大東 片山 高倉 王寺 海南 田尻 姫路灘 水口 豊富 安室 郡山 下津第二 氷丘 北大路
京都 滋賀 大阪 大阪 奈良 和歌山 大阪 兵庫 滋賀 兵庫 兵庫 奈良 和歌山 兵庫 滋賀

男子
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

14 62 23 44 12 53 35 61 33 31 45 65 21 42 15

石尾 甲西北 神戸大原 香芝西 福泉 男山第三 古佐田丘 水口東 貴志川 海南 二名 湖西 神戸大池 香芝北 誠風
大阪 滋賀 兵庫 奈良 大阪 京都 和歌山 滋賀 和歌山 和歌山 奈良 滋賀 兵庫 奈良 大阪

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

41 51 22 32 63 52 43 25 34 64 13 11 54 55 24

畝傍 桂 飾磨東 西脇 長浜西 東輝 郡山 星陵台 下津第二 城山 佐野 今市 大住 網野 塩瀬
奈良 京都 兵庫 和歌山 滋賀 京都 奈良 兵庫 和歌山 滋賀 大阪 大阪 京都 京都 兵庫

令和元年度　第６８回近畿中学校総合体育大会　駅伝

スタートレーン レーン

ナンバー

チーム
府県

令和元年(2019年)11月30日(土)・12月1日(日)



ナンバー チーム名 １区(3km) ２区(2km) ３区(2km) ４区(2km) ５区(3km)

11 高倉(大) 羽原　恋乃(3) 伊藤　芽衣(1) 川合　悠音(3) 水田　琴葉(1) 高原　華凛(2)

12 田尻(大) 舛本　来羽(2) 品川　藍空(3) 野上　菜都(3) 山田　　桜(3) 向井　友希(2)

13 誠風(大) 西澤  茉鈴(3) 前田  夏歩(3) 山村  弥央(1) 岩本　蓮杏(1) 浦田  美咲(2)

14 大阪墨江丘(大) 桂　　菜乃(2) 佐々木乃愛(1) 北村　　凛(1) 荒木　美音(2) 横山　美月(2)

15 片山(大) 原田　彩花(2) 山東　結莉(3) 伴　　茜音(1) 倉島　弥々(2) 園田　未海(1)

21 姫路灘(兵) 笠松　世那(1) 田村　優芽(3) 黒田　奈那(2) 渡邉　晴香(1) 荒木　心尋(1)

22 飾磨西(兵) 末兼帆乃花(2) 染川　舞衣(3) 持田　亜姫(2) 小林　幸愛(3) 新　　楓菜(2)

23 安室(兵) 有川ひなの(2) 谷畑　澪奈(3) 徳永　百華(2) 青田　光央(3) 谷村　和沙(1)

24 豊富(兵) 生田　　翠(2) 有方　小晴(3) 東良　彩未(2) 大垰　莉玖(2) 小林　千紘(2)

25 氷丘(兵) 好井　万結(2) 小林　　遙(1) 松熊　優奈(1) 日高　正梨(3) 平田　彩乃(3)

31 海南第三(和) 牧原　優羽(2) 出﨑　香菜(2) 清水　あい(2) 神出　　萌(3) 小岩屋結希(3)

32 下津第二(和) 谷所　　翼(2) 東野　志美(1) 岡　　心実(1) 岡　　七実(3) 山中もあな(3)

33 海南(和) 菱山　愛里(2) 宮脇　歩佳(2) 新宅　由菜(3) 藤井　愛弓(3) 小倉　侑々(3)

34 亀川(和) 黒土　萌衣(2) 濵　　芹奈(1) 後藤　里菜(1) 御前ひかり(2) 東垣内夏妃(2)

35 高雄(和) 楠本　七瀬(1) 森本　日和(2) 大滝　侑芽(2) 楠本風舞稀(2) 米田　愛未(2)

41 香芝西(奈) 縄田　藍子(1) 宮脇　羽菜(2) 村井　鈴奈(3) 小倉　　杏(1) 縄田　　雅(3)

42 王寺(奈) 六反　栞奈(2) 大前奈々葉(3) 山下　紗和(1) 金沢　美紅(2) 飯盛　愛珂(1)

43 郡山(奈) 西川　　凜(2) 久堀　貴音(1) 村田　羽菜(1) 田口菜奈子(2) 田中　　優(3)

44 広陵(奈) 坂本有理佳(3) 大石　心暖(2) 小林　美月(3) 和田ありさ(3) 竹上日向子(2)

45 八木(奈) 岡田　琴音(1) 木下　心愛(1) 布上　百葉(3) 清水　彩名(3) 立川　真梨(1)

51 樫原(京) 深田　望友(2) 竹田　佳音(3) 太田　咲雪(3) 小出　英奈(3) 山下　瑞月(3)

52 桂(京) 佐藤　ゆあ(1) 上村　　琴(2) 佐野　桃香(2) 山本菜々香(3) 鍋倉　夢乃(3)

53 京都御池(京) 内田　奏音(3) 山﨑　日那(2) 飴谷麻千悠(3) 木村　爽風(3) 若井　彩栞(3)

54 藤森(京) 小宮由侑菜(2) 横田　莉來(2) 山田　美咲(1) 今西　和香(3) 今井　万尋(2)

55 峰山(京) 荻野　優妃(2) 長谷川夕夏(2) 吉岡希々花(3) 松本　未來(2) 中西　知穂(2)

61 水口(滋) 山中　彩愛(1) 中部　　静(1) 盛田　胡春(2) 速水　月香(3) 大久保楓香(3)

62 北大路(滋) 松田　彩奈(3) 新井　乃愛(2) 濱　　心菜(3) 須佐見悠奈(1) 新井　叶愛(2)

63 市立守山(滋) 高木　明里(3) 森川　心愛(2) 西田　咲心(1) 西田　有里(2) 西　こゆき(2)

64 大東(滋) 千田　梨央(3) 宮川　結凪(3) 西村　陽向(1) 赤尾　育歩(1) 大谷　心優(2)

65 八幡西(滋) 廣嶋　萌愛(2) 安田　萌結(1) 田畑　美優(2) 齋藤　晏羽(1) 梅田穂乃花(1)
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ナンバー チーム名 １区(3km) ２区(3km) ３区(3km) ４区(3km) ５区(3km) ６区(3km)

11 今市(大) 長谷川優馬(3) 中村　光樹(3) 竹内秀多朗(2) 脇坂　耕平(2) 中澤　亮希(2) 岸田　一慧(3)

12 福泉(大) 林　　龍正(3) 出口　俊介(3) 三宅　拓海(3) 奥名　良唯(3) 小松　拓真(3) 藤原　遥太(1)

13 佐野(大) 細川　　亮(3) 丸岡　春翔(3) 中野　空翔(3) 岩谷　和弥(2) 岸本　莞太(3) 浅田　浩太(3)

14 石尾(大) 杉本　結(3) 吉岡　力哉(3) 東川　瀬空(3) 室田　篤季(2) 柿本　幸誠(2) 永野　陽己(1)

15 誠風(大) 鳥井　健太(3) 角谷　和磨(3) 山中  英樹(3) 国本  丈司(2) 小松  一稀(3) 松野  朔和(3)

21 神戸大池(兵) 竹田　優人(3) 脇田　幸輝(3) 奥村　俊太(2) 熊井　渓人(3) 石地　陽向(3) 光田　晴希(3)

22 飾磨東(兵) 三木　浩輔(2) 濵野　宙良(3) 松本　颯馬(3) 萬矢　和寿(3) 濵野　　尋(3) 山本　楓斗(3)

23 神戸大原(兵) 磯和　　琳(3) 三浦　晋矢(3) 石松　直樹(3) 友松　暉良(3) 美藤　和人(3) 中塚　陸斗(3)

24 塩瀬(兵) 具志　一諒(3) 西脇　　駿(3) 三木　翔琉(3) 大西　晴己(3) 岡崎　颯樹(3) 荒神　利仁(3)

25 星陵台(兵) 橋本　昊太(2) 新井　和彬(3) 前田　涼太(3) 長畑　優真(3) 岡嶋　翔太(3) 森本康一郎(2)

31 海南(和) 嶋田　聖輝(3) 三栖　滉介(3) 上田　　樹(3) 露口　大地(3) 西垣　陽詩(1) 白樫　理雄(3)

32 西脇(和) 山田　奨真(3) 安東　海音(1) 上北　季亜(3) 河村　陽向(3) 前田　雄士(1) 宮武　奏門(2)

33 貴志川(和) 岩橋　快晟(3) 山本　悠人(2) 富谷　泰成(3) 吉岡　宏記(3) 大坪　遥斗(2) 濵﨑　隆哉(2)

34 下津第二(和) 若林　良樹(2) 森岡　篤史(3) 藤本　勝斗(3) 西川　侍元(2) 森本　将斗(3) 宮坂　季亜(3)

35 古佐田丘(和) 植阪　嶺児(3) 南出　　望(3) 尾嵜　優志(2) 鈴木　晴大(3) 井本　侑希(1) 佐藤　翔太(2)

41 畝傍(奈) 永戸敢太朗(3) 近森　遥斗(3) 岩下　兼暖(3) 紺井　大輝(3) 石井　晴斗(3) 森岡　　寛(3)

42 香芝北(奈) 滝本　朗史(3) 仁科　拓磨(2) 津森　祐希(3) 勝浪　琢磨(3) 吉中　陽騎(3) 矢野　巧樹(3)

43 郡山(奈) 鈴木　康佑(3) 高間　　碧(3) 増井　翼稀(3) 門脇　睦樹(3) 川北　真渡(3) 名取　陽樹(1)

44 香芝西(奈) 前田　章吾(3) 江藤　　慧(2) 高橋　健太(2) 東條　匠真(2) 田邊　優空(1) 岡留　尚紀(2)

45 二名(奈) 柏木　優希(2) 井上　大誠(2) 高田　直純(2) 實藤　　仁(2) 天羽　　蓮(2) 松本　侑樹(1)

51 桂(京) 高倉　侃斗(2) 松山誠之介(3) 宮村　友也(3) 村山　佳駿(2) 森田　えん(3) 柴田　大地(3)

52 東輝(京) 大西　裕翔(3) 中村　貫太(2) 茶畑　洸星(3) 磯辺　　慶(3) 井上　凌嘉(3) 十川　丈穂(2)

53 男山第三(京) 白糸　晟也(3) 齊藤　翔太(3) 横須賀度美(3) 村上　硯哉(1) 平田　鼎歩(2) 松岡　空良(2)

54 大住(京) 橋本　颯人(1) 植田　圭祐(1) 中嶋　和羽(3) 西脇　敬吾(1) 浅川　侑大(3) 守本　研人(3)

55 網野(京) 白井皇美都(3) 友松　悠人(3) 小森　　陽(3) 小塚　凌雅(3) 田中　榛人(2) 地部颯仁郎(3)

61 水口東(滋) 児玉　航洋(3) 山部　伸悟(3) 小澤　光輝(2) 明山　楓人(3) 西尾　康介(3) 村田　士侑(2)

62 甲西北(滋) 山本　貫太(3) 柏原　謙心(3) 松田　侑士(3) 風口　奏楽(3) 松下　拓暉(3) 小田　翔輝(3)

63 長浜西(滋) 松原　陽之(2) 鹿取　佑充(3) 田川　琉久(3) 芝　　拓弥(3) 德田　桜亮(3) 吉川　太智(3)

64 城山(滋) 津田　彩翔(2) 芝崎　壮貴(3) 髙井　爽太(3) 永田　瑛士(3) 徳野　眞大(3) 都築　颯太(3)

65 湖西(滋) 中西慶士郎(2) 福島　元基(3) 粟津健太郎(2) 海老原　光(1) 堀本　彩斗(3) 上山　詩樹(3)
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