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男子第71回全国高等学校駅伝競走大会　愛媛県予選会

主　催：愛媛県高等学校体育連盟　毎日新聞社松山支局　一般財団法人愛媛陸上競技
場　所:西条市ひうち陸上競技場

日付:2020-11-1 最終コール:10:50 競技開始:11:00

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

1 2:07:15 33 宇和島東 梅崎　   蓮(3) 岡野　 裕斗(2) 宮岡　 幸大(3) 上甲　 和樹(3) 常葉　 貴志(3) 酒井　 健成(2) 五島　 愛斗(2)
NPR ｳﾒｻﾞｷ ﾚﾝ ｵｶﾉ ﾕｳﾄ ﾐﾔｵｶ ｺｳﾀﾞｲ ｼﾞｮｳｺｳ ｶｽﾞｷ ﾄｷﾜ ﾀｶｼ ｻｶｲ ﾀｹﾙ ｺﾞﾄｳ ｱｲﾄ
NGR (1) 29:18 (1) 38:10 (1) 1:02:14 (1) 1:27:14 (1) 1:36:56 (1) 1:52:01 (1) 2:07:15

(1) 29:18 NSR (2) 8:52 (1) 24:04 NSR (2) 25:00 (6) 9:42 (3) 15:05 (1) 15:14
2 2:08:54 34 新居浜東 原　   秀寿(3) 中矢　 愛斗(3) 吉田　 藍希(3) 森賀　 竜斗(3) 徳永　   心(2) 中条　 拓馬(3) 棚野　 奏音(3)

ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ﾅｶﾔ ﾏﾅﾄ ﾖｼﾀﾞ ｱｲｷ ﾓﾘｶﾞ ﾘｭｳﾄ ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾝ ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾏ ﾀﾅﾉ ｶﾉﾝ
(4) 30:37 (3) 39:25 (2) 1:03:58 (3) 1:29:36 (3) 1:38:40 (3) 1:53:20 (2) 2:08:54
(4) 30:37 (1) 8:48 (2) 24:33 (3) 25:38 (1) 9:04 (1) 14:40 NSR (2) 15:34

3 2:09:13 12 松山商業 大谷   　翼(3) 丹　 柊太郎(1) 沖　 勘太郎(2) 亀岡　   寛(3) 久保　 幸陽(2) 堀江　 峻介(3) 加藤　   陽(2)
ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ﾀﾝ ｼｭｳﾀﾛｳ ｵｷ ｶﾝﾀﾛｳ ｶﾒｵｶ ﾋﾛﾑ ｸﾎﾞ ｺｳﾖｳ ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ
(5) 30:55 (5) 39:50 (3) 1:04:39 (2) 1:29:00 (2) 1:38:15 (2) 1:53:09 (3) 2:09:13
(5) 30:55 (4) 8:55 (3) 24:49 (1) 24:21 NSR (2) 9:15 (2) 14:54 (5) 16:04

4 2:12:09 6 今治北 矢原　 倖瑛(2) 尾﨑　 哉太(1) 津本　 優真(2) 木村　   翔(2) 篠崎　 平良(1) 越智　   新(1) 廣瀬　 弘汰(1)
ﾔﾊﾗ ｺｳｴｲ ｵｻﾞｷ ｶﾅﾀ ﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ ｷﾑﾗ ｼｮｳ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｲﾗ ｵﾁ ｼﾝ ﾋﾛｾ ｺｳﾀ
(2) 30:22 (4) 39:35 (4) 1:04:53 (4) 1:31:11 (4) 1:40:36 (4) 1:56:28 (4) 2:12:09
(2) 30:22 (5) 9:13 (4) 25:18 (5) 26:18 (3) 9:25 (4) 15:52 (4) 15:41

5 2:14:29 32 八幡浜 本田　 寛喜(3) 白石　 幸誠(2) 城戸　 友輔(2) 水根　 雄陽(1) 橡木　 雄大(2) 阿部　 魁斗(2) 菊池　 琉仁(3)
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ ｷﾄﾞ ﾕｳｽｹ ﾐｽﾞﾈ ﾕｳﾋ ﾄﾁｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｱﾍﾞ ｶｲﾄ ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ
(3) 30:22 (2) 39:15 (5) 1:05:59 (5) 1:33:08 (5) 1:42:35 (5) 1:58:49 (5) 2:14:29
(3) 30:22 (3) 8:53 (6) 26:44 (6) 27:09 (4) 9:27 (6) 16:14 (3) 15:40

6 2:16:04 13 松山工業 長田　 湧大(3) 二宮　 響紀(1) 千葉　 聡理(3) 鴨頭　 俊志(2) 德本　 直暉(1) 武智　   陸(1) 上岡　 龍晟(3)
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾋﾞｷ ﾁﾊﾞ ｻﾄﾘ ｶﾓｶﾞｼﾗ ﾀｶｼ ﾄｸﾓﾄ ﾅｵｷ ﾀｹﾁ ﾘｸ ｳｴｵｶ ﾘｭｳｾｲ
(6) 32:38 (6) 42:00 (6) 1:07:57 (6) 1:33:54 (6) 1:43:34 (6) 1:59:41 (6) 2:16:04
(6) 32:38 (6) 9:22 (5) 25:57 (4) 25:57 (5) 9:40 (5) 16:07 (6) 16:23

7 2:23:33 14 新田 沖野　   旭(2) 林　   亘希(2) 水野　 圭祐(1) 堀江　 海斗(1) 松本 翔太郎(2) 水口　 力輝(2) 向井　 伊織(2)
ｵｷﾉ ｱｻﾋ ﾊﾔｼ ｺｳｷ ﾐｽﾞﾉ ｹｲｽｹ ﾎﾘｴ ｶｲﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾐﾅｸﾁ ﾘｷ ﾑｶｲ ｲｵﾘ
(7) 33:01 (7) 42:57 (7) 1:10:31 (7) 1:39:51 (7) 1:49:37 (7) 2:06:57 (7) 2:23:33
(7) 33:01 (7) 9:56 (7) 27:34 (7) 29:20 (7) 9:46 (7) 17:20 (7) 16:36

OPN 2:20:46 100 今西･松東･新西･今東 長井　 尊将(2) 山下　 海渡(2) 南　   凱士(2) 鴻上　 大樹(1) 伊東　 龍吾(1) 安藤　 大哉(2) 大野　 眞己(2)
ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾄ ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ ﾐﾅﾐ ﾄｷﾋﾄ ｺｳｶﾐ ﾀﾞｲｷ ｲﾄｳ ﾘｭｳｺﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾔ ｵｵﾉ ﾏｻｷ

(OPN) 30:26 (OPN) 41:04 (OPN) 1:07:55 (OPN) 1:36:24 (OPN) 1:46:34 (OPN) 2:03:01 (OPN) 2:20:46
(OPN) 30:26 (OPN) 10:38 (OPN) 26:51 (OPN) 28:29 (OPN) 10:10 (OPN) 16:27 (OPN) 17:45

OPN 2:24:55 101 南宇和･野村･宇南 後藤　 大和(2) 浅海　 迅平(2) 芝　   佑輔(1) 大森　   宗(2) 玉田　   迅(3) 井上　   崇(2) 松本 健太郎(2)
ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ ｱｻｳﾐ ｼﾞﾝﾍﾟｲ ｼﾊﾞ ﾕｳｽｹ ｵｵﾓﾘ ｿｳ ﾀﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ ｲﾉｳｴ ｿｳ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

(OPN) 35:21 (OPN) 44:57 (OPN) 1:12:39 (OPN) 1:40:54 (OPN) 1:51:27 (OPN) 2:08:21 (OPN) 2:24:55
(OPN) 35:21 (OPN) 9:36 (OPN) 27:42 (OPN) 28:15 (OPN) 10:33 (OPN) 16:54 (OPN) 16:34

OPN 2:35:57 103 今南･伊予･新商･今工 山本　   樹(1) 河合   　岳(1) 松井　 弥陸(2) 平野　 太一(2) 白石　 佳?(2) 池田   龍飛(1) 横田　 一樹(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ｶﾜｲ ﾀｹﾙ ﾏﾂｲ ﾐﾛｸ ﾋﾗﾉ ﾀｲﾁ ｼﾗｲｼ ｹｲｽｹ ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾋ ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ

(OPN) 36:05 (OPN) 46:51 (OPN) 1:16:44 (OPN) 1:47:20 (OPN) 1:57:50 (OPN) 2:15:27 (OPN) 2:35:57
(OPN) 36:05 (OPN) 10:46 (OPN) 29:53 (OPN) 30:36 (OPN) 10:30 (OPN) 17:37 (OPN) 20:30

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

区間記録 羽藤　隆成  坂本　祐樹  久保　昇陽  井上　太郎  中矢　愛斗  馬越　直也  秦　　将吾  
今治北      南宇和      松山商業    八幡浜      新居浜東    今治北      今治北      

29:23  8:43 24:23 24:34  8:49 14:41 14:55

NGR:大会最高記録/ OPN:オープン参加/ NPR:愛媛県高校最高記録/ NSR…区間新記録

宇和島東は5年ぶり7回目の優勝（5年ぶり8回目の全国大会出場）
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女子第32回全国高等学校駅伝競走大会　愛媛県予選会

主　催：愛媛県高等学校体育連盟　毎日新聞社松山支局　一般財団法人愛媛陸上競技
場　所:西条市ひうち陸上競技場

日付:2020-11-1 最終コール:11:05 競技開始:11:15

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

1 1:11:14 6 八幡浜 上田　 琴葉(2) 三好　 菜加(2) 山本　 瑚春(1) 小野　 鈴花(1) 徳山　   和(2)
ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾊ ﾐﾖｼ ﾅﾉｶ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ ｵﾉ ｽｽﾞｶ ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ
(1) 19:48 (1) 33:51 (1) 44:06 (1) 54:42 (1) 1:11:14
(1) 19:48 (1) 14:03 (1) 10:15 (2) 10:36 (1) 16:32 NSR

2 1:12:03 5 聖カタリナ学園 福田　 美空(2) 濵野　 友那(3) 河本　   律(2) 山﨑   　空(1) 岡田　 倫佳(3)
ﾌｸﾀﾞ ﾐｸ ﾊﾏﾉ ﾕｳﾅ ｶﾜﾓﾄ ﾘﾂ ﾔﾏｻｷ ｿﾗ ｵｶﾀﾞ ﾘﾝｶ

(2) 20:03 (2) 34:09 (2) 44:33 (2) 55:00 (2) 1:12:03
(2) 20:03 (2) 14:06 (2) 10:24 (1) 10:27 (2) 17:03

3 1:16:42 3 今治北 杉本　 和巴(1) 塩崎　 楓花(2) 大澤　 夏実(3) 村越　   梢(1) 越智　 楓野(3)
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾊ ｼｵｻﾞｷ ﾌｳｶ ｵｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ ﾑﾗｺｼ ｺｽﾞｴ ｵﾁ ｶﾉ
(3) 21:22 (3) 36:11 (3) 47:10 (3) 58:33 (3) 1:16:42
(3) 21:22 (3) 14:49 (3) 10:59 (3) 11:23 (3) 18:09

4 1:20:01 14 新居浜東 一井　 愛央(2) 小野 安友奈(3) 髙橋　 未羽(1) 芥川　   凜(3) 伊藤　   萌(3)
ｲﾁｲ ﾏﾋﾛ ｵﾉ ｱﾕﾅ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ ｲﾄｳ ﾓｴ

(4) 22:12 (4) 37:45 (4) 49:08 (4) 1:00:34 (4) 1:20:01
(4) 22:12 (4) 15:33 (4) 11:23 (4) 11:26 (5) 19:27

5 1:21:29 9 松山北 菅　   茉梨(2) 橘　   希歩(3) 渡部 日菜美(1) 東原   　萌(2) 長﨑　 泉水(2)
ｶﾝ ﾏﾂﾘ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾐ ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾓｴ ﾅｶﾞｻｷ ｲｽﾞﾐ

(5) 22:50 (5) 38:40 (5) 50:32 (5) 1:02:19 (5) 1:21:29
(5) 22:50 (5) 15:50 (5) 11:52 (5) 11:47 (4) 19:10

OPN 1:24:42 100 新西･今南･今東 藤田　 夏穂(1) 一井　 愛可(1) 谷口　 らん(2) 森内　 優衣(2) 近藤　 紗加(2)
ﾌｼﾞﾀ ｶﾎ ｲﾁｲ ｱｲｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾗﾝ ﾓﾘｳﾁ ﾕｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ

(OPN) 21:41 (OPN) 38:50 (OPN) 50:40 (OPN) 1:02:32 (OPN) 1:24:42
(OPN) 21:41 (OPN) 17:09 (OPN) 11:50 (OPN) 11:52 (OPN) 22:10

OPN 1:27:03 102 野村･宇東･宇南 岩村　 和華(1) 酒井　 遥佳(2) 氏本　 月菜(1) 井関　 日南(1) 櫻井　 彩乃(2)
ｲﾜﾑﾗ ﾜｶ ｻｶｲ ﾊﾙｶ ｳｼﾞﾓﾄ ﾙｳﾅ ｲｾｷ ﾋﾅ ｻｸﾗｲ ｱﾔﾉ

(OPN) 24:03 (OPN) 40:28 (OPN) 53:38 (OPN) 1:06:50 (OPN) 1:27:03
(OPN) 24:03 (OPN) 16:25 (OPN) 13:10 (OPN) 13:12 (OPN) 20:13

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
6km 4.0975km 3km 3km 5km

区間記録 河野　朋恵  大森ゆりえ  西山　貴美(松山商業) 大平　美樹  徳山　　和  
八幡浜      八幡浜      藤田　真優(八 幡 浜) 松山商業    八幡浜      

19:23 13:14  9:49  9:58 16:59

OPN:オープン参加/ NSR…区間新記録

八幡浜は14年連続14回目の優勝


