
2020年11月1日 10時00分スタート

男子高校 駅伝男子高校 駅伝男子高校 駅伝男子高校 駅伝

総合成績総合成績総合成績総合成績リストリストリストリスト

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

 三浦　祐真　(3)

 高知農業　 #69H30

    9:01

 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

 

 

 

15

 

 

 

2:12:00

 

 

 

高知中央 小出　橘平  (3)

ｺｲﾃﾞ ｷｯﾍﾟｲ

(  2)    32:24

(  2)    32:24

宮山　悠希  (3)

ﾐﾔﾔﾏ ﾕｳｷ

(  2)    41:24

(  2) *   9:00

ディビッド グレ  (1)

ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ

(  1)  1:05:18

(  1) *  23:54

白石　翔馬  (2)

ｼﾗｲｼ ｼｮｳﾏ

(  1)  1:31:11

(  1)    25:53

松村　皇哉  (2)

ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾔ

(  1)  1:40:29

(  3)     9:18

早津　　光  (3)

ﾊﾔﾂ ﾋｶﾙ

(  1)  1:56:51

(  4)    16:22

永田　政也  (3)

ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔ

(  1)  2:12:00

(  1) *  15:09

2
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2:12:52

 

 

 

高知農業 岸本遼太郎  (2)

ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

(  1)    31:48

(  1)    31:48

安喜　大晟  (1)

ｱｷ ﾀｲｾｲ

(  1)    40:46

(  1) *   8:58

公文　拓翔  (1)

ｸﾓﾝ ﾋﾛﾄ

(  2)  1:06:48

(  3)    26:02

島内　翔也  (1)

ｼﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾔ

(  2)  1:33:04

(  2)    26:16

門田　篤幸  (3)

ｶﾄﾞﾀ ｱﾂﾕｷ

(  2)  1:41:57

(  1) *   8:53

梶原　一柊  (3)

ｶｼﾞﾊﾗ ｲｯｼｭｳ

(  2)  1:57:17

(  1) *  15:20

山岡　　秀  (2)

ﾔﾏｵｶ ｼｭｳ

(  2)  2:12:52

(  2) =  15:35

3

 

 

 

18

 

 

 

2:15:11

ES1

TR5

 

高知工業 林　　優利  (3)

ﾊﾔｼ ﾕｳﾘ

(  3)    32:47

(  3)    32:47

北村　　天  (3)

ｷﾀﾑﾗ ｿﾗ

(  4)    42:05

(  4)     9:18

土居　雅季  (2)

ﾄﾞｲ ﾏｻｷ

(  3)  1:07:51

(  2)    25:46

小谷　翼咲  (2)

ｵﾀﾞﾆ ﾂﾊﾞｻ

(  3)  1:34:31

(  3)    26:40

松田　莉空  (2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ

(  3)  1:43:47

(  2)     9:16

和泉　　碧  (2)

ｲｽﾞﾐ ｱｵｲ

(  3)  1:59:11

(  2) *  15:24

久保明央人  (2)

ｸﾎﾞ ｱｵﾄ

(  3)  2:15:11

(  3)    16:00

4

 

 

 

24

 

 

 

2:26:21

ES6

TR5

 

高知小津 倉松　　健  (2)

ｸﾗﾏﾂ ｹﾝ

(  4)    32:51

(  5)    32:51

石元　潤樹  (3)

ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ

(  3)    41:58

(  3)     9:07

徳弘　　新  (1)

ﾄｸﾋﾛ ｱﾗﾀ

(  4)  1:12:48

(  9)    30:50

島村啓太郎  (1)

ｼﾏﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ

(  4)  1:41:28

(  7)    28:40

坂井　祐太  (2)

ｻｶｲ ﾕｳﾀ

(  4)  1:51:47

(  7)    10:19

吉市　圭吾  (1)

ﾖｼｲﾁ ｹｲｺﾞ

(  4)  2:08:58

(  7)    17:11

國澤　朋希  (1)

ｸﾆｻﾜ ﾄﾓｷ

(  4)  2:26:21

(  7)    17:23

5

 

 

 

21

 

 

 

2:27:16

 

 

 

高知追手前
谷合　康誠  (3)

ﾀﾆｱｲ ｺｳｾｲ

(  6)    35:02

(  9)    35:02

笠原凪海斗  (2)

ｶｻﾊﾗ ﾅﾐﾄ

(  5)    45:09

(  8)    10:07

小島　聖生  (2)

ｵｼﾞﾏ ﾀｶﾗ

(  5)  1:13:14

(  7)    28:05

恒石相太郎  (2)

ﾂﾈｲｼ ｿｳﾀﾛｳ

(  5)  1:42:27

(  8)    29:13

中島　幸平  (2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ

(  5)  1:52:20

(  4)     9:53

中村　圭吾  (1)

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ

(  5)  2:09:58

(  8)    17:38

髙田　智弘  (2)

ﾀｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ

(  5)  2:27:16

(  6)    17:18

6

 

 

 

6

 

 

 

2:36:11

 

 

 

安芸 加藤　史也  (3)

ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ

(  5)    33:43

(  7)    33:43

濱口　和志  (1)

ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ

(  6)    45:12

(  9)    11:29

山岡　蒼大  (2)

ﾔﾏｵｶ ｿｳﾀ

(  6)  1:15:41

(  8)    30:29

小西　竜太  (2)

ｺﾆｼ ﾘｮｳﾀ

(  6)  1:47:20

(  9)    31:39

有澤　健太  (1)

ｱﾘｻﾜ ｹﾝﾀ

(  6)  1:58:41

(  9)    11:21

清岡　拓海  (2)

ｷﾖｵｶ ﾀｸﾐ

(  6)  2:16:29

(  9)    17:48

井上　由河  (2)

ｲﾉｳｴ ﾕｳｶﾞ

(  6)  2:36:11

(  9)    19:42

OPN

 

 

 

60

 

 

 

2:19:17

 

 

 

高知農業Ｂ
中尾　晟皐  (1)

ﾅｶｵ ｾｲｺｳ

(OPN)    32:50

(  4)    32:50

西村　　翼  (2)

ﾆｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

(OPN)    42:24

(  5)     9:34

池川亜路捺  (2)

ｲｹｶﾞﾜ ｱﾛﾅ

(OPN)  1:09:27

(  4)    27:03

和田　颯太  (2)

ﾜﾀﾞ ｿｳﾀ

(OPN)  1:36:20

(  4)    26:53

冨田　壮司  (1)

ﾄﾐﾀ ｿｳｼ

(OPN)  1:46:33

(  6)    10:13

濱口　純平  (1)

ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

(OPN)  2:02:52

(  3)    16:19

今村　光汰  (1)

ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ

(OPN)  2:19:17

(  4)    16:25

OPN

 

 

 

62

 

 

 

2:22:45

 

 

 

高知工業Ｂ
土山　翔大  (2)

ﾂﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ

(OPN)    34:19

(  8)    34:19

宮崎　惇仁  (1)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂﾋﾄ

(OPN)    44:08

(  6)     9:49

畠中　八起  (3)

ﾊﾀﾅｶ ﾊﾂｷ

(OPN)  1:11:58

(  5)    27:50

川池　友樹  (3)

ｶﾜｲｹ ﾄﾓｷ

(OPN)  1:39:08

(  5)    27:10

津田翔太郎  (1)

ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

(OPN)  1:49:02

(  5)     9:54

松浦　大輝  (1)

ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ

(OPN)  2:06:05

(  6)    17:03

中嶋　唯斗  (1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲﾄ

(OPN)  2:22:45

(  5)    16:40

OPN

 

 

 

64

 

 

 

2:23:30

 

 

 

高知工業Ｃ
谷脇　涼太  (2)

ﾀﾆﾜｷ ﾘｮｳﾀ

(OPN)    32:58

(  6)    32:58

小松　　睦  (1)

ｺﾏﾂ ﾑﾂ

(OPN)    42:59

(  7)    10:01

立野　　凛  (2)

ﾀﾁﾉ ﾘﾝ

(OPN)  1:10:52

(  6)    27:53

田所　良成  (2)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾖｼﾅﾘ

(OPN)  1:38:48

(  6)    27:56

大西　晴輝  (1)

ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ

(OPN)  1:49:21

(  8)    10:33

森田　龍道  (2)

ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾄﾞｳ

(OPN)  2:06:03

(  5)    16:42

藤田　真登  (1)

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ

(OPN)  2:23:30

(  8)    17:27

凡例 OPN:オープン参加/ TR5:規定外シューズ使用(TR5.5)/ ES6:第6区/ ES1:第1区/ *…区間新記録/ =…区間ﾀｲ記録



    成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表    第第第第71 71 71 71 全国高等学校駅伝競走大会全国高等学校駅伝競走大会全国高等学校駅伝競走大会全国高等学校駅伝競走大会・・・・第第第第32323232回 全国高等学校女子駅伝競走大会回 全国高等学校女子駅伝競走大会回 全国高等学校女子駅伝競走大会回 全国高等学校女子駅伝競走大会

 [コード：20391003]

 2020年11月1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 長審 判 長審 判 長審 判 長::::野中野中野中野中　　　　三徳三徳三徳三徳

記録主任記録主任記録主任記録主任::::西本西本西本西本　　　　正拓正拓正拓正拓

男子高校 駅伝男子高校 駅伝男子高校 駅伝男子高校 駅伝

総合成績

順位 チーム 記録 備考

優　勝 高知中央 2:12:00

第２位 高知農業 2:12:52

第３位 高知工業 2:15:11

第1区

規定外シューズ使用(TR5.5)

第４位 高知小津 2:26:21

第6区

規定外シューズ使用(TR5.5)

第５位 高知追手前 2:27:16

第６位 安芸 2:36:11

区間賞

区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10km) 岸本遼太郎  (2) 高知農業 31:48

第２区(3km) 安喜　大晟  (1) 高知農業  8:58 区間新

第３区(8.1075km) ディビッド グレ  (1) 高知中央 23:54 区間新

第４区(8.0875km) 白石　翔馬  (2) 高知中央 25:53

第５区(3km) 門田　篤幸  (3) 高知農業  8:53 区間新

第６区(5km) 梶原　一柊  (3) 高知農業 15:20 区間新

第７区(5km) 永田　政也  (3) 高知中央 15:09 区間新

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 19.7℃ 61％ 西北西 1.3m/s

高知市

11:00 晴れ 22.5℃ 53％ 西南西 0.8m/s

12:00 曇り 22.5℃ 56％ 南東 1.8m/s

13:00 雨 22.4℃ 58％ 南 1.7m/s



2020年11月1日 10時20分スタート

女子高校 駅伝女子高校 駅伝女子高校 駅伝女子高校 駅伝

総合成績総合成績総合成績総合成績リストリストリストリスト

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

 

 

 

1:13:15

 

 

 

山田
尾崎　　光  (2)

ｵｻﾞｷ ﾐﾂ

(  1)    20:07

(  1) *  20:07

白木ひなの  (1)

ｼﾛｷ ﾋﾅﾉ

(  1)    34:01

(  1)    13:54

田所　　纏  (2)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏﾄｲ

(  1)    44:27

(  1)    10:26

森　　望美  (2)

ﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ

(  1)    55:45

(  1)    11:18

吉松　真穂  (1)

ﾖｼﾏﾂ ﾏﾎ

(  1)  1:13:15

(  1)    17:30

2

 

 

 

24

 

 

 

1:26:28

 

 

 

小津
髙橋愛理沙  (2)

ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ

(  2)    23:16

(  2)    23:16

円山　美杜  (1)

ｴﾝｻﾞﾝ ﾐﾄ

(  2)    39:40

(  2)    16:24

小白方莉央  (2)

ｺｼﾛｶﾀ ﾘｵ

(  2)    53:13

(  2)    13:33

中村　郁美  (1)

ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ

(  2)  1:05:27

(  2)    12:14

穗岐山　陽  (2)

ﾎｷﾔﾏ ﾋﾅﾀ

(  2)  1:26:28

(  2)    21:01

凡例 *…区間新記録



    成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表    第第第第71 71 71 71 全国高等学校駅伝競走大会全国高等学校駅伝競走大会全国高等学校駅伝競走大会全国高等学校駅伝競走大会・・・・第第第第32323232回 全国高等学校女子駅伝競走大会回 全国高等学校女子駅伝競走大会回 全国高等学校女子駅伝競走大会回 全国高等学校女子駅伝競走大会

 [コード：20391003]

 2020年11月1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 長審 判 長審 判 長審 判 長::::野中野中野中野中　　　　三徳三徳三徳三徳

記録主任記録主任記録主任記録主任::::西本西本西本西本　　　　正拓正拓正拓正拓

女子高校 駅伝女子高校 駅伝女子高校 駅伝女子高校 駅伝

総合成績

順位 チーム 記録 備考

優　勝 山田 1:13:15

第２位 小津 1:26:28

区間賞

区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6km) 尾崎　　光  (2) 山田 20:07 区間新

第２区(4.0975km) 白木ひなの  (1) 山田 13:54

第３区(3km) 田所　　纏  (2) 山田 10:26

第４区(3km) 森　　望美  (2) 山田 11:18

第５区(5km) 吉松　真穂  (1) 山田 17:30

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 19.7℃ 61％ 西北西 1.3m/s

高知市

11:00 晴れ 22.5℃ 53％ 西南西 0.8m/s

12:00 曇り 22.5℃ 56％ 南東 1.8m/s

13:00 雨 22.4℃ 58％ 南 1.7m/s


