
成績一覧表第69 全国高等学校駅伝競走大会・第30回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：18391003]

2018年11月4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:野中　三徳
記録主任:西本　正拓

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 2:13:21

第２位 高知工業 2:15:09

第３位 小津 2:19:22

第４位 高知中央 2:23:47

第５位 安芸 2:26:44

第６位 中村 2:31:05

第７位 岡豊 2:31:52

第８位 高知高専 2:33:32

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10km) 佐古田暁人  (3) 高知農業 31:42

第２区(3km) 三浦　祐真  (3) 高知農業  9:01 区間新

第３区(8.1075km) 森　　大志  (3) 高知農業 25:30

第４区(8.0875km) 徳弘　直也  (3) 高知農業 26:00

第５区(3km) 山本　寛太  (2) 高知農業  9:04

第６区(5km) 岩下　桐人  (2) 高知農業 15:52

第７区(5km) 門田　雄誠  (2) 高知農業 16:12

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

10:00 晴れ 16.6℃ 64％ 西 1.2m/s

高知市
11:00 晴れ 19.2℃ 50％ 東 1.0m/s

12:00 晴れ 20.8℃ 41％ 南東 1.5m/s

13:00 晴れ 21.0℃ 48％ 南 1.5m/s



2018年11月4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

 森　　大志　(2)
 高知農業　 #68H29
    8:55

 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
 
 
 

2:13:21
 
 
 

高知農業 佐古田暁人  (3)
ｻｺﾀ ｱｷﾄ
(  1)    31:42
(  1)    31:42

三浦　祐真  (3)
ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ
(  1)    40:43
(  1) *   9:01

森　　大志  (3)
ﾓﾘ ﾀｲｼ
(  1)  1:06:13
(  1)    25:30

徳弘　直也  (3)
ﾄｸﾋﾛ ﾅｵﾔ
(  1)  1:32:13
(  1)    26:00

山本　寛太  (2)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ
(  1)  1:41:17
(  1)     9:04

岩下　桐人  (2)
ｲﾜｼﾀ ｷﾘﾄ
(  1)  1:57:09
(  1)    15:52

門田　雄誠  (2)
ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｾｲ

(  1)  2:13:21
(  1)    16:12

2
 
 
 

18
 
 
 

2:15:09
 
 
 

高知工業 濱口　和孝  (3)
ﾊﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾞﾉﾘ
(  3)    31:46
(  3)    31:46

林　　優利  (1)
ﾊﾔｼ ﾕｳﾘ
(  3)    41:12
(  3)     9:26

小川　達也  (3)
ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ
(  3)  1:07:19
(  3)    26:07

飛﨑　悠太  (3)
ﾄﾋﾞｻｷ ﾕｳﾀ
(  2)  1:33:42
(  3)    26:23

片岡　大己  (3)
ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｷ
(  2)  1:43:00
(  2)     9:18

江口　周希  (3)
ｴｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ
(  2)  1:58:54
(  2)    15:54

藤山　楓斗  (2)
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾌｳﾄ

(  2)  2:15:09
(  2)    16:15

3
 
 
 

24
 
 
 

2:19:22
 
 
 

小津 田井野啓介  (3)
ﾀｲﾉ ｹｲｽｹ
(  2)    31:44
(  2)    31:44

石元　潤樹  (1)
ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ
(  2)    40:47
(  2)     9:03

寺井　泰晴  (2)
ﾃﾗｲ ﾀｲｾｲ
(  2)  1:06:44
(  2)    25:57

山本　風河  (2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶﾞ
(  3)  1:35:25
(  6)    28:41

武市　郁哉  (2)
ﾀｹﾁ ｲｸﾔ
(  3)  1:44:57
(  3)     9:32

大石　陸斗  (2)
ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ
(  3)  2:01:56
(  3)    16:59

岡村　有徒  (1)
ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾄ

(  3)  2:19:22
(  6)    17:26

4
 
 
 

15
 
 
 

2:23:47
 
 
 

高知中央 小出　橘平  (1)
ｺｲﾃﾞ ｷｯﾍﾟｲ
(  6)    34:11
(  7)    34:11

堅田　大誠  (3)
ｶﾀﾀ ﾀｲｾｲ
(  5)    44:55
(  8)    10:44

ジュリアス マイナ  (1)

ｼﾞｭﾘｱｽ ﾏｲﾅ
(  5)  1:12:40
(  5)    27:45

永田　政也  (1)
ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔ
(  4)  1:39:01
(  2)    26:21

澤田　斗亜  (1)
ｻﾜﾀﾞ ﾄｱ
(  5)  1:49:57
(  7)    10:56

小松　奏汰  (1)
ｺﾏﾂ ｶﾅﾀ
(  4)  2:07:09
(  4)    17:12

梅木　奏汰  (2)
ｳﾒｷ ｶﾅﾀ

(  4)  2:23:47
(  3)    16:38

5
 
 
 

6
 
 
 

2:26:44
 
 
 

安芸 加藤　史也  (1)
ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ
(  4)    32:15
(  5)    32:15

竹崎　太一  (3)
ﾀｹｻﾞｷ ﾀｲﾁ
(  4)    42:03
(  5)     9:48

林　　航平  (1)
ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ
(  4)  1:10:52
(  6)    28:49

森本　　凪  (1)
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞ
(  5)  1:39:30
(  5)    28:38

堀川　雅斗  (1)
ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾄ
(  4)  1:49:54
(  6)    10:24

倉橋　弘汰  (1)
ｸﾗﾊｼ ｺｳﾀ
(  5)  2:08:16
(  8)    18:22

島村　　暢  (2)
ｼﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ

(  5)  2:26:44
(  8)    18:28

6
 
 
 

47
 
 
 

2:31:05
 
 
 

中村 久保偉央吏  (2)
ｸﾎﾞ ｲｵﾘ
(  8)    36:01
(  9)    36:01

佐田　海仁  (1)
ｻﾀﾞ ｶｲﾄ
(  8)    45:48
(  4)     9:47

安田　豊崇  (1)
ﾔｽﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ
(  7)  1:15:35
(  8)    29:47

松岡　祐也  (2)
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾔ
(  7)  1:46:00
(  9)    30:25

加用　洸也  (1)
ｶﾖｳ ｺｳﾔ
(  7)  1:55:56
(  4)     9:56

河内山蒼竜  (2)
ｺｳﾁﾔﾏ ｿｳﾘｭｳ
(  7)  2:13:48
(  6)    17:52

池田　李音  (2)
ｲｹﾀﾞ ﾘｵﾝ

(  6)  2:31:05
(  5)    17:17

7
 
 
 

14
 
 
 

2:31:52
 
 
 

岡豊 山﨑　敬太  (3)
ﾔﾏｻｷ ｹｲﾀ
(  7)    34:20
(  8)    34:20

山﨑竹一郎  (1)
ﾔﾏｻｷ ﾀｹｲﾁﾛｳ
(  6)    44:57
(  7)    10:37

宗圓　達也  (1)
ｿｳｴﾝ ﾀﾂﾔ
(  6)  1:14:14
(  7)    29:17

大窪　伶典  (3)
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｽｹ
(  6)  1:43:30
(  8)    29:16

加藤　天玖  (1)
ｶﾄｳ ﾀｶﾋｻ
(  6)  1:54:28
(  9)    10:58

澤木　尚治  (1)
ｻﾜｷ ﾅｵﾊﾙ
(  6)  2:12:22
(  7)    17:54

片岡　祐太  (1)
ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ

(  7)  2:31:52
( 10)    19:30

8
 
 
 

63
 
 
 

2:33:32
 
 
 

高知高専 矢野　真拓  (2)
ﾔﾉ ﾏﾋﾛ
(  5)    33:31
(  6)    33:31

尾木　将弥  (3)
ｵｷﾞ ｼｮｳﾔ
(  7)    45:13
( 10)    11:42

濱口　夢楽  (1)
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ
(  8)  1:17:35
( 10)    32:22

中脇　匠悟  (2)
ﾅｶﾜｷ ｼｮｳｺﾞ
(  8)  1:46:06
(  4)    28:31

鈴木　　颯  (1)
ｽｽﾞｷ ｿｳ
(  8)  1:57:39
( 10)    11:33

小松　靖心  (2)
ｺﾏﾂ ｾｲｼﾝ
(  8)  2:15:10
(  5)    17:31

吉良　雄斗  (2)
ｷﾗ ﾕｳﾄ

(  8)  2:33:32
(  7)    18:22

9
 
 
 

21
 
 
 

2:41:24
 
 
 

追手前 野村　信平  (2)
ﾉﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ
(  9)    36:56
( 10)    36:56

葛岡　佳展  (2)
ｸｽﾞｵｶ ﾖｼﾉﾘ
(  9)    47:56
(  9)    11:00

谷合　康誠  (1)
ﾀﾆｱｲ ｺｳｾｲ
(  9)  1:18:32
(  9)    30:36

河本　一郎  (1)
ｶﾜﾓﾄ ｲﾁﾛｳ
(  9)  1:50:51
( 10)    32:19

三谷　真広  (2)
ﾐﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ
(  9)  2:01:48
(  8)    10:57

掛橋　良介  (2)
ｶｹﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
(  9)  2:22:01
(  9)    20:13

坂本　海斗  (2)
ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ

(  9)  2:41:24
(  9)    19:23

OPN
 
 
 

100
 
 
 

 
 
 

合同 篠川　史隆  (2)
ｼﾉｶﾜ ﾌﾐﾀｶ
(OPN)    32:03
(  4)    32:03

大前　幹太  (1)
ｵｵﾏｴ ｶﾝﾀ
(OPN)    42:05
(  6)    10:02

宮﨑　健太  (2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ
(OPN)  1:08:58
(  4)    26:53

吉川　翔太  (2)
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾀ
(OPN)  1:37:55
(  7)    28:57

片山　素良  (2)
ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ
(OPN)  1:48:00
(  5)    10:05

市川　俊輔  (2)
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝｽｹ

      X       

小松　勇規  (3)
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ

(  4)    17:05

凡例 OPN:オープン参加/ *…区間新記録/ X…区間失格



成績一覧表第69 全国高等学校駅伝競走大会・第30回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：18391003]

2018年11月4日 10時20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:野中　三徳
記録主任:西本　正拓

女子高校 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 山田 1:14:16

第２位 小津 1:23:48

第３位 追手前 1:28:39

第４位 高知高専 1:39:26

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 大塚日真莉  (3) 山田 20:41

第２区(4.0975km) 弘光　美紅  (3) 山田 14:01

第３区(3km) 中西　みゆ  (2) 山田 10:41

第４区(3km) 西川　莉愛  (1) 山田 11:32

第５区(5km) 澤本沙久羅  (3) 山田 17:21

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

10:00 晴れ 16.6℃ 64％ 西 1.2m/s

高知市11:00 晴れ 19.2℃ 50％ 東 1.0m/s

12:00 晴れ 20.8℃ 41％ 南東 1.5m/s



2018年11月4日 10時20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

 澤本　沙久羅(2)
 山田　 #29H29
    9:55

 弘光　美紅　(2)
 山田　 #29H29
    9:56

 西松　美樹　(3)
 山田Ａ #28H28
   16:47

1
 
 
 

10
 
 
 

1:14:16
 
 
 

山田 大塚日真莉  (3)
ｵｵﾂｶ ﾋﾏﾘ

(  1)    20:41
(  1)    20:41

弘光　美紅  (3)
ﾋﾛﾐﾂ ﾐｸ

(  1)    34:42
(  1)    14:01

中西　みゆ  (2)
ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ

(  1)    45:23
(  1)    10:41

西川　莉愛  (1)
ﾆｼｶﾜ ﾘﾈ

(  1)    56:55
(  1)    11:32

澤本沙久羅  (3)
ｻﾜﾓﾄ ｻｸﾗ

(  1)  1:14:16
(  1)    17:21

2
 
 
 

24
 
 
 

1:23:48
 
 
 

小津 森国　　麗  (1)
ﾓﾘｸﾆ ｳﾗﾗ

(  2)    23:46
(  3)    23:46

島岡　かの  (1)
ｼﾏｵｶ ｶﾉ

(  2)    39:55
(  2)    16:09

横田明日香  (1)
ﾖｺﾀ ｱｽｶ

(  2)    51:42
(  3)    11:47

小野　鮎美  (2)
ｵﾉ ｱﾕﾐ

(  2)  1:03:22
(  2)    11:40

中平　早保  (2)
ﾅｶﾋﾗ ｻﾎ

(  2)  1:23:48
(  2)    20:26

3
 
 
 

21
 
 
 

1:28:39
 
 
 

追手前 吉川萌々歌  (1)
ﾖｼｶﾜ ﾓﾓｶ

(  3)    23:59
(  4)    23:59

山岡　泉水  (1)
ﾔﾏｵｶ ｲｽﾞﾐ

(  3)    40:40
(  3)    16:41

立仙　唯佳  (2)
ﾘｯｾﾝ ﾕｲｶ

(  3)    53:47
(  4)    13:07

田岡　汐梨  (2)
ﾀｵｶ ｼｵﾘ

(  3)  1:08:09
(  4)    14:22

下村　絢音  (2)
ｼﾓﾑﾗ ｱﾔﾈ

(  3)  1:28:39
(  3)    20:30

4
 
 
 

63
 
 
 

1:39:26
 
 
 

高知高専 久川すみれ  (3)
ﾋｻｶﾜ ｽﾐﾚ

(  4)    27:16
(  5)    27:16

寺川　　凛  (1)
ﾃﾗｶﾜ ﾘﾝ

(  4)    47:46
(  5)    20:30

松岡　　悠  (2)
ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｶ

(  4)  1:02:01
(  5)    14:15

中川　　桜  (1)
ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ

(  4)  1:16:50
(  5)    14:49

酒井　彩音  (2)
ｻｶｲ ｱﾔﾈ

(  4)  1:39:26
(  5)    22:36

OPN
 
 
 

100
 
 
 

1:24:19
 
 
 

合同 福田　サラ  (2)
ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ

(OPN)    22:43
(  2)    22:43

メイリ ワンガリ  (1)

ﾒｲﾘ ﾜﾝｶﾞﾘ
(OPN)    39:40
(  4)    16:57

阿多　望海  (1)
ｱﾀ ﾉｿﾞﾐ

(OPN)    51:21
(  2)    11:41

島内　里緒  (2)
ｼﾏｳﾁ ﾘｵ

(OPN)  1:03:29
(  3)    12:08

秋元　萌香  (2)
ｱｷﾓﾄ ﾓｴｶ

(OPN)  1:24:19
(  4)    20:50

凡例 OPN:オープン参加


