
平成24年度　第55回春期季節外競技(駅伝)大会

主催：　全関西学生スキー連盟

 第1走者 第2走者 第3走者
順位 No. チーム名 氏名(学年) 氏名(学年) 氏名(学年) タイム

タイム (順位) タイム (順位) タイム (順位)

1 108 同志社大学Ｃ 高木　毬衣(1) 荒井　友希 (4) 杉山　真理 (1)

11:13.4 (3) 10:55.0 (1) 10:50.4 (1) 32:58.8

2 104 京都産業大学Ａ 林　菜々(2) 高野　逸未 (3) 松田　百花 (2)

11:03.3 (2) 11:21.4 (3) 12:39.0 (6) 35:03.6

3 101 武庫川女子大学Ａ 大西　和紗(1) 柴﨑　理奈 (4) 佐藤　絵里 (3)

11:47.6 (5) 11:50.0 (4) 12:13.5 (3) 35:51.1

4 109 龍谷大学Ａ 大丸　芽美(2) 町田　美紀 (3) 川村　暁帆 (2)

10:49.4 (1) 11:15.3 (2) 14:29.4 (10) 36:34.1

5 111 関西学院大学Ａ 西紋　あかり(1) 大島　かなえ (1) 杉原　来実 (1)

12:38.9 (6) 12:13.6 (5) 12:06.2 (2) 36:58.8

6 102 武庫川女子大学Ｂ 船坂　友希(4) 平口　絵理 (2) 北浦　舞 (4)

12:39.2 (7) 12:35.0 (6) 12:16.5 (4) 37:30.6

7 106 同志社大学Ａ 山北　優希(1) 松下　紗英 (1) 上田　皐 (3)

13:28.7 (8) 12:42.8 (7) 13:08.3 (8) 39:19.8

8 105 京都産業大学Ｂ 森田　果歩(2) 山下　智奈未 (4) 村山　華奈美 (4)

13:57.9 (13) 13:35.9 (9) 12:25.1 (5) 39:58.8

9 116 女子混成Ｃ 石川　明日香(4) 金田　しほり (2) 内田　夏実 (2)

大阪大学 大阪大学 大阪大学

11:44.4 (4) 13:51.4 (11) 15:30.0 (11) 41:05.8

10 110 立命館大学Ａ 金井　麻奈美(1) 石井　理紗 (3) 塚原　千絵 (3)

14:13.1 (15) 14:34.1 (13) 12:52.2 (7) 41:39.4

11 103 武庫川女子大学Ｃ 松井　友紀(3) 山本　みずほ (2) 荻原　歩 (1)

14:29.3 (16) 13:16.7 (8) 13:57.8 (9) 41:43.8

12 112 関西学院大学Ｂ 田中　藍奈(2) 佐々木　ひかり (1) 石田　まな (3)

13:46.4 (11) 14:05.5 (12) 16:17.4 (13) 44:09.2

13 107 同志社大学Ｂ 木村　ほず美(4) 太田　愛美 (1) 奥紗　矢香 (4)

13:35.8 (9) 13:38.4 (10) 17:53.3 (16) 45:07.5

14 115 女子混成Ｂ 鈴木　楓(3) 伊達　知美 (3) 白勢　ふう菜 (1)

立命館大学 阪南大学 大阪芸術大学

14:03.9 (14) 15:31.2 (14) 17:18.5 (15) 46:53.5

15 117 女子混成Ｄ 桑原　侑加(3) 才野木 緑 (2) 岸田　彩伽 (1)

追手門学院 神戸大学 武庫川女子

13:45.5 (10) 17:39.3 (15) 16:21.1 (14) 47:45.9

16 113 兵庫県立大学Ａ 堀江　祐実(2) 小竹　美華 (3) 平井　桃子 (3)

13:47.1 (12) 20:12.8 (16) 15:45.0 (12) 49:44.9
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1 17 龍谷大学Ａ 山本　将道(4) 斉藤　朋弥 (2) 山口　敦大 (3) 小椋　翼 (1)

20:01.1 (3) 20:27.9 (3) 21:06.9 (3) 20:02.8 (3) 1:21:38.7

2 1 近畿大学Ａ 山田　和月(1) 浦澤　良晴 (3) 加藤　拓真 (3) 富井　皓大 (4)

20:39.4 (7) 21:55.2 (10) 20:01.3 (1) 19:29.0 (1) 1:22:04.9

3 21 同志社大学Ａ 西川　智康(4) 小清　水亮 (2) 柳原　悠人 (1) 亀田　祐司 (3)

21:20.7 (10) 21:30.9 (8) 20:35.5 (2) 20:06.9 (4) 1:23:34.0

4 13 大阪産業大学Ａ 今北　慎太郎(1) 伊藤　祐樹 (2) 谷田　智 (2) 井上　智晶 (3)

20:57.3 (9) 20:16.1 (2) 22:05.7 (6) 22:07.2 (10) 1:25:26.3

5 8 京都産業大学Ａ 小松　秀平(3) 杉田　将生 (2) 西村　弘輝 (2) 吉田　悠 (3)

21:32.1 (11) 21:30.0 (7) 21:30.3 (4) 21:40.1 (9) 1:26:12.5

6 19 関西学院大学Ａ 森本　悠大(2) 中野　聖基 (3) 中川　智貴 (1) 浅田　惇基 (2)

20:17.5 (5) 21:18.7 (6) 22:21.4 (7) 23:17.0 (14) 1:27:14.6

7 40 男子混成J 岡本 染川 田中 松葉

関西大学 関西大学 関西大学 大阪教育大学

19:09.9 (1) 21:59.5 (11) 22:58.7 (11) 23:56.3 (17) 1:28:04.4

8 23 大阪大学Ａ 安井　良輔(3) 三浦　潤(2) 池崎　克彦(1) 瀧山　祥希(1)

22:49.6 (21) 22:30.4 (14) 22:28.3 (8) 21:06.2 (7) 1:28:54.5

9 44 男子混成Ｄ 宮崎　 芝野 橋本 有賀　哲

大阪産業大学 大阪産業大学 京都大学

22:15.0 (16) 22:41.5 (17) 24:12.4 (18) 20:55.1 (6) 1:30:04.0

10 6 立命館大学Ｂ 山下　悠佑(4) 大山　太地 (1) 山村　悦康 (1) 和田　健吾 (2)

20:11.6 (4) 19:32.6 (1) 31:31.3 (37) 19:32.2 (2) 1:30:47.6

11 9 京都産業大学Ｂ 川上　遥(1) 櫻井　郷希(2) 谷　俊哉(1) 間狭　一希(3)

23:39.5 (24) 21:45.5 (9) 22:58.9 (12) 22:34.9 (12) 1:30:58.9

12 2 近畿大学Ｂ 小笠原　克真(3) 上原　広大 (4) 小川　直人 (1) 池田　匡誉 (1)

22:07.8 (14) 21:15.2 (5) 23:34.6 (15) 24:09.1 (20) 1:31:06.7

13 10 京都産業大学Ｃ 吉田　昂史(3) 長瀬　大地 (1) 津田　優将 (3) 津嶋　滋丈 (2)

22:11.1 (15) 23:15.7 (20) 23:23.8 (13) 22:53.5 (13) 1:31:44.2

14 7 立命館大学Ｃ 風慎　太郎(4) 大橋　和倫 (2) 山本　康貴 (1) 高石　晃佑 (2)

22:27.2 (19) 23:52.1 (25) 24:39.1 (20) 20:54.5 (5) 1:31:52.8

15 36 同志社大学OB 町田 加茂 尾崎 松下

19:22.1 (2) 21:00.3 (4) 24:48.7 (21) 26:42.2 (31) 1:31:53.3
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16 37 男子混成H 酒井　駿(2) 山口　哲弥(2) 木村　淳司(3) 笠松　祐樹(1)

鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学 阪南大学

21:47.4 (13) 22:30.1 (13) 21:57.7 (5) 26:02.3 (27) 1:32:17.6

17 30 滋賀大学Ａ 堀内　裕太(3) 小野　正行(3) 三ツ井　慎吾(4) 野村　啓貴(2)

22:21.1 (18) 23:51.9 (24) 25:30.3 (24) 22:12.0 (11) 1:33:55.2

18 22 同志社大学Ｂ 中村　寿真(1) 山口　雄亮 (1) 山本　航 (3) 松澤　太也 (2)

22:16.3 (17) 22:38.7 (15) 22:32.6 (9) 27:01.1 (32) 1:34:28.8

19 45 男子混成Ｅ 吉川　富詞(4) 白濱　良樹(1) 難波　圭佑(1) 玉井　伸幸(1)

神戸大学 神戸大学 神戸大学 同志社大

20:52.6 (8) 22:41.4 (16) 25:59.2 (25) 25:07.1 (24) 1:34:40.3

20 5 立命館大学Ａ 田中　智之(4) 室田　健悟 (3) 藤井　正興 (2) 清水　大輔 (2)

20:19.0 (6) 24:32.3 (26) 30:00.1 (34) 21:07.7 (8) 1:35:59.1

21 46 男子混成Ｆ 有賀　遼(1) 栗原(3) 井関　 江里口

京都大学 京都大学 大阪教育大学 大阪教育大学

21:35.2 (12) 23:06.9 (19) 26:10.7 (26) 25:16.4 (26) 1:36:09.2

22 26 京都大学Ｂ 石原　弘輝(4) 平山　靖之 (4) 冨塚　敦 (4) 宮島　佑 (3)

24:47.3 (29) 23:43.6 (23) 24:04.7 (17) 23:54.0 (16) 1:36:29.6

23 20 関西学院大学Ｂ 入間川　穂高(4) 峠洋　輔 (2) 上田　洋平 (4) 今井　良太 (2)

23:35.4 (23) 23:03.2 (18) 23:25.6 (14) 26:26.5 (30) 1:36:30.7

24 3 近畿大学Ｃ 須貝　完(1) 大藤　翔太(2) 林　来征(2) 大山　瑠(1)

23:42.8 (25) 23:41.1 (22) 24:58.7 (22) 24:42.1 (22) 1:37:04.7

25 48 関西学院大学OB 太田　創() 森　光 () 田所　昭人 () 古賀　幹久 ()

22:38.2 (20) 22:19.0 (12) 23:56.8 (16) 28:27.7 (33) 1:37:21.8

26 43 男子混成Ｃ 中野　遼(3) 長谷川　俊輔 (4) 小谷　崚慈 (1) 板垣　達哉 (3)

佛教大学 佛教大学 大阪体育大学 京都産業大学

26:39.2 (33) 25:01.7 (27) 22:54.7 (10) 24:00.4 (18) 1:38:36.1

27 32 和歌山大学Ａ 木村　卓稔(3) 吉川　由一 (1) 大倉　有人 (1) 内藤　愼一郎 (2)

27:36.4 (34) 23:34.6 (21) 26:21.0 (27) 23:39.9 (15) 1:41:11.8

28 39 男子混成I 小柴　慶一郎(2) 西谷　勇祐(1) 0 0

大阪経済大学 関西学院大 0 0

26:28.4 (31) 25:13.0 (29) 26:35.0 (28) 24:03.4 (19) 1:42:19.8

29 15 大阪産業大学Ｃ 宮﨑　護(3) 金釘　奨太 (1) 槙塚　勇治 (2) 大村　晃右 (1)

25:48.0 (30) 25:12.4 (28) 27:50.9 (31) 24:09.2 (21) 1:43:00.5
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30 24 大阪大学Ｂ 大川　颯太(1) 木下　大毅 (1) 是久　倫太郎 (1) 宮本　寛幸 (2)

28:48.1 (35) 25:17.1 (30) 24:38.5 (19) 24:50.3 (23) 1:43:34.0

31 11 京都産業大学Ｄ 山崎　涼太(2) 中村　洋 (1) 矢野　豪伸 (1) 加川　満広 (4)

23:24.5 (22) 25:58.8 (33) 27:55.5 (32) 26:23.1 (29) 1:43:42.0

32 41 男子混成Ａ 三島　悠矢(2) 大久保　省吾 (4) 村上　健 (2) 村田　陵 (1)

近畿大学 近畿大学 京都産業大学 京都産業大学

24:37.2 (27) 25:57.0 (32) 28:00.0 (33) 26:13.1 (28) 1:44:47.3

33 18 龍谷大学Ｂ 中川　剛聡(4) 西谷　大我 (3) 小峠　裕輝 (1) 高岡　正嗣 (2)

26:32.2 (32) 29:47.8 (36) 26:50.3 (29) 25:08.0 (25) 1:48:18.3

34 31 兵庫県立大学Ａ 入船　正年(4) 土井　晋太郎 (3) 秋葉　健太 (3) 中村　亘 (3)

24:44.3 (28) 25:50.5 (31) 27:45.8 (30) 33:05.9 (38) 1:51:26.5

35 33 大阪市立大学Ａ 尾上　真輝(2) 都倉　悠平 (2) 佐藤　正輝 (2) 巽　俊輔 (3)

30:08.4 (36) 28:56.0 (34) 25:16.6 (23) 28:30.8 (34) 1:52:51.8

36 16 大阪産業大学Ｄ 饗場　佳広(3) 藤田　智郎 (2) 柴田　陸朗 (3) 山本　和哉 (1)

24:27.2 (26) 29:13.2 (35) 30:30.4 (36) 30:33.1 (37) 1:54:43.9

37 42 男子混成Ｂ 柿田　佑介(3) 中野　晃佑 (3) 沢田　雄介 (1) 山口　修平 (1)

追手門学院 追手門学院 大阪大学 大阪大学

30:08.9 (37) 31:01.7 (38) 33:23.4 (38) 28:38.9 (35) 2:03:13.2

38 47 男子混成Ｇ 中田　涼(3) 筏紀　晶 (3) 亀山　涼一 (1) 中村　哲也 (1)

大阪市立大学 大阪市立大学 大阪芸術大学 大阪芸術大学

34:48.9 (38) 30:55.6 (37) 30:08.5 (35) 29:15.2 (36) 2:05:08.3

DF 4 近畿大学Ｄ 斉藤　昇吾(4) 水上　智之 (2) 島倉　拓郎 (3) 桒原　涼 (3)

DF DS DS DS


	2012ekiden-L
	2012ekiden-M

