
成績一覧表第68 全国高等学校駅伝競走大会・第29回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：17391003]

2017年11月5日 10時0分 スタート

コース : 高知市東部総合運動場周回コース(H27.11～)
[コード：397000]

主 催 : 毎日新聞社高知支局 高知県高等学校体育連盟
主 管 : 高知陸上競技協会

審 判 長:林 繁實
記録主任:久川 博幸

男子高校 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

優 勝 高知農業 2:12:58

第２位 高知工業 2:18:35

第３位 高知高専 2:22:46

第４位 小津 2:24:52

第５位 中村 2:29:03

第６位 追手前 2:33:12

第７位 山田 2:36:35

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10km) 淵田 凌一 (3) 高知農業 31:20

第２区(3km) 三浦 祐真 (2) 高知農業 9:14

第３区(8.1075km) 西村 拓海 (3) 高知農業 26:25

第４区(8.0875km) 岡本 拓馬 (3) 高知工業 25:49

第５区(3km) 森 大志 (2) 高知農業 8:55 区間新

第６区(5km) 秋山 侃樹 (3) 高知農業 15:33

第７区(5km) 尾崎 陽 (3) 高知農業 15:37

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

9:00 晴れ 15.0℃ 40％ 東北東 2.1m/s

高知市
10:00 晴れ 16.9℃ 37％ 東北東 2.1m/s

11:00 晴れ 17.8℃ 33％ 西 1.4m/s

12:00 晴れ 18.6℃ 31％ 南南西 1.1m/s



2017年11月5日 10時00分スタート

男子高校 駅伝

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
10km

第２区
3km

第３区
8.1075km

第４区
8.0875km

第５区
3km

第６区
5km

第７区
5km

池田 亜久里(3)
高知農業Ａ #67H28

31:15

中西 唯斗 (3)
高知農業Ａ #67H28

9:02

千屋 祐太 (3)
高知工業 #66H27

25:08

池田 亜久里(2)
高知農業 #66H27

25:18

安岡 里哉 (3)
高知農業Ａ #67H28

9:04

濵田 錬 (3)
高知工業 #66H27

15:26

武内 英介 (2)
高知工業 #66H27

15:35

1 11 2:12:58 高知農業 淵田 凌一 (3)
ﾌﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾄ
( 1) 31:20
( 1) 31:20

三浦 祐真 (2)
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ
( 1) 40:34
( 1) 9:14

西村 拓海 (3)
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ
( 1) 1:06:59
( 1) 26:25

佐古田暁人 (2)
ｻｺﾀ ｱｷﾄ
( 1) 1:32:53
( 2) 25:54

森 大志 (2)
ﾓﾘ ﾀｲｼ
( 1) 1:41:48
( 1) * 8:55

秋山 侃樹 (3)
ｱｷﾔﾏ ﾅｵｷ
( 1) 1:57:21
( 1) 15:33

尾崎 陽 (3)
ｵｻﾞｷ ﾖｳ

( 1) 2:12:58
( 1) 15:37

2 18 2:18:35 高知工業 濱口 和孝 (2)
ﾊﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾞﾉﾘ
( 6) 33:58
( 8) 33:58

澤田 一輝 (1)
ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ
( 5) 43:24
( 2) 9:26

藤山 楓斗 (1)
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾌｳﾄ
( 4) 1:10:28
( 5) 27:04

岡本 拓馬 (3)
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ
( 2) 1:36:17
( 1) 25:49

片岡 大己 (2)
ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｷ
( 2) 1:45:34
( 2) 9:17

小川 達也 (2)
ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ
( 2) 2:02:00
( 2) 16:26

飛﨑 悠太 (2)
ﾄﾋﾞｻｷ ﾕｳﾀ

( 2) 2:18:35
( 2) 16:35

3 63 2:22:46 高知高専 臼木翔惟瑠 (3)
ｳｽｷ ｶｲﾙ
( 4) 32:57
( 4) 32:57

小松 靖心 (1)
ｺﾏﾂ ｾｲｼﾝ
( 3) 42:51
( 4) 9:54

鶴嶋 柚季 (3)
ﾂﾙｼﾏ ﾕｽﾞｷ
( 3) 1:09:53
( 4) 27:02

徳弘 大輝 (3)
ﾄｸﾋﾛ ﾀﾞｲｷ
( 3) 1:37:20
( 3) 27:27

吉良 雄斗 (1)
ｷﾗ ﾕｳﾄ
( 3) 1:47:54
( 6) 10:34

矢野 真拓 (1)
ﾔﾉ ﾏﾋﾛ
( 3) 2:05:21
( 4) 17:27

中脇 匠悟 (1)
ﾅｶﾜｷ ｼｮｳｺﾞ

( 3) 2:22:46
( 5) 17:25

4 24 2:24:52 小津 田井野啓介 (2)
ﾀｲﾉ ｹｲｽｹ
( 3) 32:44
( 3) 32:44

田能 誠士 (2)
ﾀﾉｳ ｾｲｼﾞ
( 2) 42:37
( 3) 9:53

寺井 泰晴 (1)
ﾃﾗｲ ﾀｲｾｲ
( 2) 1:09:20
( 3) 26:43

武市 郁哉 (1)
ﾀｹﾁ ｲｸﾔ
( 4) 1:37:45
( 5) 28:25

上杉 颯大 (1)
ｳｴｽｷﾞ ｿｳﾀ
( 4) 1:48:41
( 7) 10:56

大石 陸斗 (1)
ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ
( 4) 2:06:28
( 5) 17:47

山本 風河 (1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶﾞ

( 4) 2:24:52
( 6) 18:24

5 47 2:29:03 中村 新谷 竜平 (2)
ﾆｲﾔ ﾘｭｳﾍｲ
( 5) 33:29
( 6) 33:29

林 大飛 (2)
ﾊﾔｼ ﾀｲﾄ
( 6) 44:03
( 7) 10:34

久保偉央吏 (1)
ｸﾎﾞ ｲｵﾘ
( 6) 1:13:42
( 9) 29:39

大原 陸 (2)
ｵｵﾊﾗ ﾘｸ
( 5) 1:42:47
( 6) 29:05

池田 李音 (1)
ｲｹﾀﾞ ﾘｵﾝ
( 5) 1:52:43
( 3) 9:56

河内山蒼竜 (1)
ｺｳﾁﾔﾏ ｿｳﾘｭｳ
( 5) 2:10:30
( 5) 17:47

松岡 祐也 (1)
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾔ

( 5) 2:29:03
( 7) 18:33

6 21 2:33:12 追手前 三谷康一郎 (3)
ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁﾛｳ
( 2) 31:56
( 2) 31:56

葛岡 佳展 (1)
ｸｽﾞｵｶ ﾖｼﾉﾘ
( 4) 43:00
( 8) 11:04

野村 信平 (1)
ﾉﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ
( 5) 1:11:29
( 7) 28:29

坂本 海斗 (1)
ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ
( 6) 1:43:39
( 9) 32:10

木村 拳土 (2)
ｷﾑﾗ ｹﾝﾄﾞ
( 6) 1:55:06
( 8) 11:27

森木 友祥 (2)
ﾓﾘｷ ﾄﾓｱｷ
( 6) 2:14:05
( 9) 18:59

上村 啄斗 (3)
ｶﾐﾑﾗ ﾀｸﾄ

( 6) 2:33:12
( 8) 19:07

7 10 2:36:35 山田 下田 鉱矢 (1)
ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾔ
( 7) 35:45
( 9) 35:45

小松 立昌 (3)
ｺﾏﾂ ﾀｶﾖｼ
( 7) 47:25
( 9) 11:40

高橋亜華音 (2)
ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ
( 7) 1:16:09
( 8) 28:44

葛岡 尚樹 (3)
ｸｽﾞｵｶ ﾅｵｷ
( 7) 1:45:17
( 8) 29:08

楠山 晃平 (1)
ｸｽﾔﾏ ｺｳﾍｲ
( 7) 1:59:09
( 9) 13:52

片岡 正明 (1)
ｶﾀｵｶ ﾏｻｱｷ
( 7) 2:17:13
( 7) 18:04

川村 龍 (1)
ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳ

( 7) 2:36:35
( 9) 19:22

OPN 100 2:23:45 合同Ａ 篠川 史隆 (1)
ｼﾉｶﾜ ﾌﾐﾀｶ
(OPN) 33:23
( 5) 33:23

脇本 凌 (1)
ﾜｷﾓﾄ ﾘｮｳ
(OPN) 43:27
( 6) 10:04

市川 俊輔 (1)
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝｽｹ
(OPN) 1:10:47
( 6) 27:20

吉川 翔太 (1)
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾀ
(OPN) 1:38:57
( 4) 28:10

片山 素良 (1)
ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ
(OPN) 1:49:17
( 5) 10:20

田頭 平藏 (2)
ﾀｶﾞｼﾗ ﾍｲｿﾞｳ
(OPN) 2:06:31
( 3) 17:14

山本 竜世 (2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

(OPN) 2:23:45
( 4) 17:14

OPN 101 2:24:57 合同Ｂ 小松 勇規 (2)
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ
(OPN) 33:51
( 7) 33:51

大窪 怜典 (2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｽｹ
(OPN) 43:51
( 5) 10:00

山﨑 啓太 (2)
ﾔﾏｻｷ ｹｲﾀ
(OPN) 1:10:23
( 2) 26:32

川越 捷平 (1)
ｶﾜｺﾞｼ ｼｮｳﾍｲ
(OPN) 1:39:30
( 7) 29:07

島村 暢 (1)
ｼﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ
(OPN) 1:49:46
( 4) 10:16

岩元 友希 (1)
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ
(OPN) 2:08:04
( 8) 18:18

野村 成希 (2)
ﾉﾑﾗ ﾅﾙｷ

(OPN) 2:24:57
( 3) 16:53

凡例 OPN:オープン参加/ *…区間新記録



成績一覧表第68 全国高等学校駅伝競走大会・第29回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：17391003]

2017年11月5日 9時50分 スタート

コース : 高知市東部総合運動場周回コース(H27.11～)
[コード：397000]

主 催 : 毎日新聞社高知支局 高知県高等学校体育連盟
主 管 : 高知陸上競技協会

審 判 長:林 繁實
記録主任:久川 博幸

女子高校 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

優 勝 山田 1:11:42 大会新

第２位 追手前 1:22:28

第３位 中村 1:23:28

第４位 幡多農業 1:24:56

第５位 高知商 1:31:25

第６位 土佐女子 1:33:09

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 寺尾 鼓妙 (3) 山田 20:26

第２区(4.0975km) 野村菜々美 (3) 山田 13:58

第３区(3km) 澤本沙久羅 (2) 山田 9:55 区間新

第４区(3km) 弘光 美紅 (2) 山田 9:56 区間新

第５区(5km) 西川 鶴乃 (3) 山田 17:27

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

9:00 晴れ 15.0℃ 40％ 東北東 2.1m/s

高知市
10:00 晴れ 16.9℃ 37％ 東北東 2.1m/s

11:00 晴れ 17.8℃ 33％ 西 1.4m/s

12:00 晴れ 18.6℃ 31％ 南南西 1.1m/s



2017年11月5日 9時50分スタート

女子高校 駅伝

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
6km

第２区
4.0975km

第３区
3km

第４区
3km

第５区
5km

西松 美樹 (2)
山田 #27H27

20:22

片岡 秀美 (3)
山田Ａ #28H28

13:38

中里 千穂香(3)
山田 #27H27

10:27

大塚 日真莉(1)
山田Ａ #28H28

10:14

西松 美樹 (3)
山田Ａ #28H28

16:47

1 10 1:11:42
NGR

山田 寺尾 鼓妙 (3)
ﾃﾗｵ ﾂﾂﾞﾐ

( 1) 20:26
( 1) 20:26

野村菜々美 (3)
ﾉﾑﾗ ﾅﾅﾐ

( 1) 34:24
( 1) 13:58

澤本沙久羅 (2)
ｻﾜﾓﾄ ｻｸﾗ

( 1) 44:19
( 1) * 9:55

弘光 美紅 (2)
ﾋﾛﾐﾂ ﾐｸ

( 1) 54:15
( 1) * 9:56

西川 鶴乃 (3)
ﾆｼｶﾜ ﾂﾙﾉ

( 1) 1:11:42
( 1) 17:27

2 21 1:22:28 追手前 伊藤向日葵 (2)
ｲﾄｳ ﾋﾏﾜﾘ

( 2) 22:21
( 2) 22:21

松本 実怜 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾚ

( 3) 38:28
( 3) 16:07

下村 絢音 (1)
ｼﾓﾑﾗ ｱﾔﾈ

( 2) 50:18
( 2) 11:50

小松 有結 (2)
ｺﾏﾂ ｱﾕ

( 2) 1:02:47
( 2) 12:29

円山 紀乃 (2)
ｴﾝｻﾞﾝ ｷﾉ

( 2) 1:22:28
( 3) 19:41

3 47 1:23:28 中村 西 杏実 (2)
ﾆｼ ｱﾐ

( 4) 23:03
( 4) 23:03

秋元 萌香 (1)
ｱｷﾓﾄ ﾓｴｶ

( 4) 39:34
( 4) 16:31

福田 夏鈴 (2)
ﾌｸﾀﾞ ｶﾘﾝ

( 4) 51:35
( 3) 12:01

藤田まあり (1)
ﾌｼﾞﾀ ﾏｱﾘ

( 3) 1:04:15
( 3) 12:40

濵口 菜月 (2)
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

( 3) 1:23:28
( 2) 19:13

4 45 1:24:56 幡多農業 福田 サラ (1)
ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ

( 3) 22:28
( 3) 22:28

野島 萌夏 (2)
ﾉｼﾞﾏ ﾓｶ

( 2) 37:59
( 2) 15:31

押谷 颯 (1)
ｵｼﾀﾆ ｿﾖｶ

( 3) 51:30
( 6) 13:31

川田 芽生 (2)
ｶﾜﾀﾞ ﾒｲ

( 4) 1:04:44
( 4) 13:14

三浦 萌子 (1)
ﾐｳﾗ ﾓｴｺ

( 4) 1:24:56
( 4) 20:12

5 28 1:31:25 高知商 松木 琴美 (1)
ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ

( 5) 25:08
( 5) 25:08

下元 美吹 (2)
ｼﾓﾓﾄ ﾐﾌﾞｷ

( 5) 42:11
( 5) 17:03

藤田 風子 (3)
ﾌｼﾞﾀ ﾌｳｺ

( 5) 54:56
( 5) 12:45

中山 朋世 (2)
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾖ

( 5) 1:08:34
( 5) 13:38

中本 光 (3)
ﾅｶﾓﾄ ﾋｶﾙ

( 5) 1:31:25
( 6) 22:51

6 22 1:33:09 土佐女子 片山 日和 (3)
ｶﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ

( 6) 26:30
( 6) 26:30

池田佳菜子 (2)
ｲｹﾀﾞ ｶﾅｺ

( 6) 43:44
( 6) 17:14

小笠原未玲 (2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾚｲ

( 6) 56:09
( 4) 12:25

塩見 那菜 (1)
ｼｵﾐ ﾅﾅ

( 6) 1:12:21
( 6) 16:12

黒岩星紗碧 (3)
ｸﾛｲﾜ ｾｻﾐ

( 6) 1:33:09
( 5) 20:48

凡例 NGR:大会新記録/ *…区間新記録


