
第12回西脇多可新人高校駅伝競走大会
男子出場校 女子出場校

1 茨城県 水戸葵陵 41 京都府 洛南Ｂ 1 埼玉県 埼玉栄 37 京都府 久御山・ 網野
2 群馬県 東農大二 42 大阪府 大阪Ａ 2 千葉県 成田 38 京都府 西京・ 堀川・ 京都学園・ 京都外大西
3 埼玉県 埼玉栄 43 大阪府 大阪Ｂ 3 福井県 鯖江 39 京都府 立命館・ 京都外大西
4 千葉県 成田 44 大阪府 大阪桐蔭 4 山梨県 韮崎 40 兵庫県 加古川西・ 加古川北
5 東京都 國學院久我山Ａ 45 大阪府 関西創価 5 長野県 長野東 41 兵庫県 東播連合Ａ
6 東京都 國學院久我山Ｂ 46 大阪府 関大北陽 42 兵庫県 東播連合Ｂ
7 東京都 東京実業 47 大阪府 履正社 6 静岡県 常葉大菊川Ａ
8 神奈川県 藤沢翔陵 48 奈良県 智辯カレッ ジＡ 7 静岡県 常葉大菊川Ｂ 101 兵庫県 宝塚
9 新潟県 中越 49 奈良県 智辯カレッ ジＢ 8 滋賀県 草津東 102 兵庫県 宝塚北

10 富山県 高岡向陵 50 奈良県 奈良育英 9 滋賀県 滋賀学園 103 兵庫県 小野
11 福井県 敦賀気比 51 和歌山県 田辺 10 京都府 桂Ａ 104 兵庫県 東播磨
12 山梨県 韮崎 52 和歌山県 智辯和歌山 11 京都府 桂Ｂ 105 兵庫県 加古川東
13 長野県 上田西 53 和歌山県 和歌山北 12 京都府 京産大附属 106 兵庫県 篠山鳳鳴
14 長野県 佐久長聖 54 鳥取県 鳥取城北 13 京都府 京都外大西Ａ 107 兵庫県 西脇
15 岐阜県 大垣工業 55 島根県 出雲工業 14 京都府 京都外大西Ｂ 108 兵庫県 西脇工業
16 岐阜県 大垣日大 56 岡山県 倉敷 15 京都府 京都光華Ａ
17 岐阜県 中京院中京 57 岡山県 水島工業 16 京都府 京都光華Ｂ
18 岐阜県 美濃加茂 58 広島県 呉 17 京都府 南陽
19 静岡県 浜松日大 59 広島県 西条農業 18 京都府 福知山成美
20 静岡県 藤枝明誠 60 広島県 広島国際 19 京都府 宮津
21 愛知県 豊川 61 徳島県 つるぎ 20 京都府 桃山
22 愛知県 名経大高蔵Ａ 62 徳島県 徳島科技 21 京都府 立命館宇治
23 愛知県 名経大高蔵Ｂ 63 香川県 小豆島中央 22 大阪府 大阪薫英Ａ
24 三重県 伊賀白鳳 64 香川県 尽誠学園 23 大阪府 大阪薫英Ｂ
25 三重県 四日市工業 65 愛媛県 松山商業 24 大阪府 大阪桐蔭
26 滋賀県 草津東 66 高知県 高知中央 25 大阪府 東大阪敬愛
27 京都府 網野 67 高知県 高知農業 26 奈良県 智辯カレッ ジ
28 京都府 綾部 68 福岡県 大牟田Ａ 27 奈良県 奈良育英
29 京都府 桂Ａ 69 福岡県 大牟田Ｂ 28 和歌山県 智辯和歌山
30 京都府 桂Ｂ 70 熊本県 九州学院 29 和歌山県 和歌山北
31 京都府 京産大付属 71 岐阜県 美濃加茂・ 中津商 30 鳥取県 鳥取城北
32 京都府 京都外大西 72 滋賀県 滋賀学園・ 米原 31 広島県 西条農業
33 京都府 田辺 73 京都府 京都外大西・ 久御山 32 徳島県 つるぎ
34 京都府 南丹 74 京都府 立命館・ 洛南 33 香川県 四学香川西
35 京都府 南陽 75 兵庫県 加古川西・ 県農 34 香川県 高松工芸
36 京都府 東山 76 兵庫県 篠山鳳鳴・ 篠山産業 35 岐阜県 大垣日大・ 中京院中京
37 京都府 福知山成美 77 兵庫県 東播連合 36 岐阜県 中津商・ 美濃加茂
38 京都府 宮津
39 京都府 桃山
40 京都府 洛南Ａ

101 兵庫県 宝塚
102 兵庫県 宝塚北
103 兵庫県 須磨学園 男子 87 チーム
104 兵庫県 東播磨 女子 50 チーム
105 兵庫県 加古川東
106 兵庫県 三木 計 137 チーム
107 兵庫県 柏原
108 兵庫県 西脇
109 兵庫県 西脇工業Ａ
110 兵庫県 西脇工業Ｂ
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