
〔　男子総合順位　〕　　１９．２　㎞

順位 学校名（府県名） 記録 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区

1 桂(京) 59′１７″ 福島　　命 池田　　陸 工藤　羽流 加嶋　　翼 加嶋　　響 奥村　櫂陸

2 宝殿（兵） 1゜00′32″ 神吉　惶翔 若林　　司 田中　颯眞 柳井　快音 佐藤　透晏 加藤　璃久

3 大住(京) 1゜01′01″ 前田　悠仁 植田　圭祐 植村　悠矢 橋本　颯人 岸田　和真 西脇　敬吾

4 桂川（京） 1゜01′35″ 小島　颯晟 阪本夏菜翔 三谷　　榛 依田　弥央 和田　侑大 小島　瑠晟

5 江陽（京） 1゜01′47″ 福井　　楽 小池　千樹 小長谷俊介 浪江　亮成 河原林　遼 河邊　海聖

6 有野（兵） 1゜01′49″ 梅本　陸翔 藤本　嵩統 藤岡孝太郎 阿津坂元気 倉橋　春都 太田　　詢

7 大池(兵) 1゜02′18″ 中尾　光希 行天　晴郎 佐久間大輝 河内　　岳 中尾　香輝 奥村　啓太

8 北神戸（兵） 1゜02′39″ 山元　颯真 大西　隼斗 宮崎弘太郎 盛本　頼晴 竹内　海翔 前中　智瑛

18 水口(滋） 1゜04′34″ 西原　　陸 石田　崇人 松山　遼祐 石川　海輝 田中　良治 谷口　滉太

21 八幡西(滋） 1゜04′58″ 三橋　大翔 信田　亮太 大橋仁一郎 吉田　太一 福岡　銀二 山本　兼慎

23 甲南(滋） 1゜05′10″ 木村　朋貴 大原　宇人 酒井　颯太 河崎　暖希 木村　聡真 藤澤　慶祐

26 城山(滋） 1゜06′03″ アロイオヒロシ 上山　綾大 岩井　　樹 高橋　恭祐 多胡　圭祐 平岡　修磨

27 彦根南(滋） 1゜06′19″ 村居　太郎 中田　煌人 山下　璃旺 松前　　輝 上田　啓太 倉田　　心

〔　女子総合順位　〕　　１２．７　㎞

順位 学校名（府県名） 記録 １区 ２区 ３区 ４区 ５区

1 稲美（兵） 42′59″ 𠮷川　菜緒 長野　亜美 𠮷川　陽菜 湊　　友希 藤田　直子

2 桂（京） 43′43″ 西川　綾乃 佐藤　ゆあ 篠原　千怜 山形　美月 伊藤　愛波

3 荒井（兵） 44′21″ 塚本　夕藍 老松　和奏 山下　真央 八木　琉天 稲岡　咲羽

4 姫路灘（兵） 44′38″ 渡邉　晴香 荒木　心尋 大川　幸乃 笠松　世那 寺田　妃織

5 樫原（京） 44′43″ 小磯　心優 木寺　咲希 藤渕　眞子 田中　佑奈 原田　果穂

6 安室（兵） 44′52″ 仲田　そら 森下　菜央 堀　　幸奈 岩本　朱音 谷村　和沙

7 八木（奈） 44′59″ 尾﨑　一樺 平田　紗菜 米田　優海 秋山奈々香 立川　真梨

8 太山寺（兵） 45′02″ 池野　絵莉 飯塚菜津子 森　　春佳 髙橋咲也香 香川　　悠

16 水口東（滋） 47′04″ 山﨑　　叶 中島　純鈴 小川　由衣 西川　明里 木場田萌優

19 瀬田（滋） 47′17″ 肥後　彩羽 小松　愛優 丹羽　彩華 堀内　莉咲 小松　真優

21 甲南（滋） 47′35″ 松岡　陽花 早尻　充春 平尾　夕愛 飯田　愛心 網治　美空

27 甲西北（滋） 48′28″ 福本　真生 吉岡　由愛 奥村　彩菜 望月　菜穂 林田　　杏

30 彦根南（滋） 49′31″ 石谷　莉来 木村撫乃珈 林　　れい 中川　詩月 谷口　真琴

順位

区間 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録 氏名 学校名 記録

１区 （3.2㎞） 金銅　友雅 東陽(大) 9′35″ 福居　京弥 大成(和) 9′37″ 梅本　陸翔 有野(兵) 9′45″

２区 （3.2㎞） 植田　圭祐 大住(京) 9′21″ 若林　　司 宝殿(兵) 9′37″ 池田　　陸 桂(京) 9′55″

３区 （3.2㎞） 工藤　羽流 桂(京) 9′44″ 田中　颯眞 宝殿(兵) 9′56″
吉田　湧真
岡部　景虎

星陵台(兵)
香芝(奈)

10′00″

４区 （3.2㎞） 加嶋　　翼 桂(京) 9′31″ 橋本　颯人 大住(京) 9′38″ 安東　海音 西脇(和) 9′43″

５区 （3.2㎞） 加嶋　　響 桂(京) 10′12″ 佐藤　透晏 宝殿(兵) 10′13″ 竹内　海翔 北神戸(兵) 10′18″

６区 （3.2㎞） 奥村　櫂陸 桂(京) 10′07″ 小島　瑠晟 桂川(京) 10′15″
関　透綺亜
西脇　敬吾

桜坂(大)
大住(京)

10′24″

１区 （3.2㎞） 塚本　夕藍 荒井（兵） 10′29″ 池野　絵莉 太山寺（兵） 10′30″ 𠮷川　菜緒 稲美（兵） 10′34″

２区 （2.1㎞） 佐藤　ゆあ 桂(京) 6′48″ 木寺　咲希 樫原(京) 6′57″ 長野　亜美 稲美（兵） 6′58″

３区 （2.1㎞） 𠮷川　陽菜 稲美（兵） 6′57″ 藤渕　眞子 樫原(京) 7′07″ 篠原　千怜 桂(京) 7′10″

４区 （2.1㎞） 湊　　友希 稲美（兵） 7′09″ 山形　美月 桂(京) 7′10″ 田中　佑奈 樫原(京) 7′22″

５区 （3.2㎞） 森本　　杏 畝傍(奈) 11′13″ 藤田　直子 稲美（兵） 11′21″ 伊藤　愛波 桂(京) 11′22″

男
子

女
子
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