
No チーム名 1区(10km) 2区(11.1075km) 3区(8.0875km) 4区(8km) 5区(5km) 総合記録

（監督） 15

No 選手 岡田岡田岡田岡田　　　　竜治竜治竜治竜治 武村武村武村武村　　　　佳尚佳尚佳尚佳尚 和田和田和田和田　　　　壮平壮平壮平壮平 山下山下山下山下　　　　真司真司真司真司 谷口　慧樹 小林　正章

30 通過 0°30′04″0°30′04″0°30′04″0°30′04″ [2][2][2][2] 1°03′32″1°03′32″1°03′32″1°03′32″ [1][1][1][1] 1°28′14″1°28′14″1°28′14″1°28′14″ [1][1][1][1] 1°51′59″1°51′59″1°51′59″1°51′59″ [1][1][1][1] 2°07′53″2°07′53″2°07′53″2°07′53″ [1][1][1][1] 2°07′53″2°07′53″2°07′53″2°07′53″ 赤井　暁彦

（（（（有馬有馬有馬有馬　　　　雅文雅文雅文雅文）））） 区間 30′04″30′04″30′04″30′04″ (2)(2)(2)(2) 33′28″33′28″33′28″33′28″ (1)(1)(1)(1) 24′42″24′42″24′42″24′42″ (1)(1)(1)(1) 23′45″23′45″23′45″23′45″ (1)(1)(1)(1) 15′54″ (4) 1111位位位位

No 選手 辻辻辻辻　　　　　　　　幸佑幸佑幸佑幸佑 松本松本松本松本　　　　　　　　匠匠匠匠 片山片山片山片山　　　　弘之弘之弘之弘之 藤原　康至 武谷武谷武谷武谷　　　　佳典佳典佳典佳典 天野　健太

31 通過 0°29′48″0°29′48″0°29′48″0°29′48″ [1][1][1][1] 1°04′08″1°04′08″1°04′08″1°04′08″ [2][2][2][2] 1°29′56″1°29′56″1°29′56″1°29′56″ [2][2][2][2] 1°55′12″1°55′12″1°55′12″1°55′12″ [2][2][2][2] 2°10′58″2°10′58″2°10′58″2°10′58″ [2][2][2][2] 2°10′58″2°10′58″2°10′58″2°10′58″ 廣瀬　憲太

（（（（椿椿椿椿　　　　祐昭祐昭祐昭祐昭）））） 区間 29′48″29′48″29′48″29′48″ (1)(1)(1)(1) 34′20″34′20″34′20″34′20″ (2)(2)(2)(2) 25′48″25′48″25′48″25′48″ (3)(3)(3)(3) 25′16″ (4) 15′46″15′46″15′46″15′46″ (3)(3)(3)(3) 2222位位位位

No 選手 東東東東　　　　　　　　卓弥卓弥卓弥卓弥 山﨑　竹丸 山田山田山田山田　　　　健一健一健一健一 松本松本松本松本　　　　康孝康孝康孝康孝 宮脇宮脇宮脇宮脇　　　　智也智也智也智也 日坂　圭祐

32 通過 0°30′40″0°30′40″0°30′40″0°30′40″ [3][3][3][3] 1°05′48″1°05′48″1°05′48″1°05′48″ [3][3][3][3] 1°31′13″1°31′13″1°31′13″1°31′13″ [3][3][3][3] 1°56′05″1°56′05″1°56′05″1°56′05″ [3][3][3][3] 2°11′33″2°11′33″2°11′33″2°11′33″ [3][3][3][3] 2°11′33″2°11′33″2°11′33″2°11′33″ 千屋　和仁

（（（（仲野仲野仲野仲野　　　　明明明明）））） 区間 30′40″30′40″30′40″30′40″ (3)(3)(3)(3) 35′08″ (4) 25′25″25′25″25′25″25′25″ (2)(2)(2)(2) 24′52″24′52″24′52″24′52″ (3)(3)(3)(3) 15′28″15′28″15′28″15′28″ (1)(1)(1)(1) 3333位位位位

No 選手 岡田　京大 城武城武城武城武　　　　　　　　雅雅雅雅 井上　正之 清水清水清水清水　　　　研光研光研光研光 渡邊渡邊渡邊渡邊　　　　隆之隆之隆之隆之 上　伸太郎

33 通過 0°31′40″ [4] 1°06′17″ [4] 1°32′10″ [4] 1°57′00″ [4] 2°12′41″ [4] 2°12′41″ 高橋　史人

（玉井　昭夫） 区間 31′40″ (4) 34′37″34′37″34′37″34′37″ (3)(3)(3)(3) 25′53″ (4) 24′50″24′50″24′50″24′50″ (2)(2)(2)(2) 15′41″15′41″15′41″15′41″ (2)(2)(2)(2) 4位

選手 辻辻辻辻　　　　　　　　幸佑幸佑幸佑幸佑 武村武村武村武村　　　　佳尚佳尚佳尚佳尚 和田和田和田和田　　　　壮平壮平壮平壮平 山下山下山下山下　　　　真司真司真司真司 宮脇宮脇宮脇宮脇　　　　智也智也智也智也

所属 徳島県徳島県徳島県徳島県 香川県香川県香川県香川県 香川県香川県香川県香川県 香川県香川県香川県香川県 高知県高知県高知県高知県

記録 2°07′53″2°07′53″2°07′53″2°07′53″

No チーム名 1区(6km) 2区(4.0975km) 3区(3km) 4区(3km) 5区(5km) 総合記録

（監督） 15

No 選手 井上井上井上井上　　　　彩花彩花彩花彩花 森森森森　　　　　　　　祥子祥子祥子祥子 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　　　　　舞舞舞舞 深港深港深港深港　　　　千浪千浪千浪千浪 田端田端田端田端　　　　沙紀沙紀沙紀沙紀 野口　美穂

35 通過 0°19′41″0°19′41″0°19′41″0°19′41″ [1][1][1][1] 0°32′39″0°32′39″0°32′39″0°32′39″ [1][1][1][1] 0°42′15″0°42′15″0°42′15″0°42′15″ [1][1][1][1] 0°52′36″0°52′36″0°52′36″0°52′36″ [1][1][1][1] 1°09′07″1°09′07″1°09′07″1°09′07″ [1][1][1][1] 1°09′07″1°09′07″1°09′07″1°09′07″

（（（（大岩大岩大岩大岩　　　　賢賢賢賢）））） 区間 19′41″19′41″19′41″19′41″ (1)(1)(1)(1) 12′58″12′58″12′58″12′58″ (1)(1)(1)(1) 9′36″9′36″9′36″9′36″ (1)(1)(1)(1) 10′21″10′21″10′21″10′21″ (1)(1)(1)(1) 16′31″16′31″16′31″16′31″ (1)(1)(1)(1) 1111位位位位

No 選手 宮脇宮脇宮脇宮脇　　　　瑶子瑶子瑶子瑶子 24242424 太田太田太田太田　　　　貴美貴美貴美貴美 丸岡丸岡丸岡丸岡　　　　千夏千夏千夏千夏 渡邉渡邉渡邉渡邉　　　　香奈香奈香奈香奈 中内中内中内中内　　　　真理真理真理真理 22222222 黒澤　奈美

34 通過 0°19′43″0°19′43″0°19′43″0°19′43″ [2][2][2][2] 0°32′49″0°32′49″0°32′49″0°32′49″ [2][2][2][2] 0°42′48″0°42′48″0°42′48″0°42′48″ [2][2][2][2] 0°53′28″0°53′28″0°53′28″0°53′28″ [2][2][2][2] 1°10′28″1°10′28″1°10′28″1°10′28″ [2][2][2][2] 1°10′28″1°10′28″1°10′28″1°10′28″ 福田　静香

（（（（益田益田益田益田　　　　道法道法道法道法）））） 区間 19′43″19′43″19′43″19′43″ (2)(2)(2)(2) 13′06″13′06″13′06″13′06″ (2)(2)(2)(2) 9′59″9′59″9′59″9′59″ (2)(2)(2)(2) 10′40″10′40″10′40″10′40″ (3)(3)(3)(3) 17′00″17′00″17′00″17′00″ (2)(2)(2)(2) 2222位位位位

No 選手 伊藤　　礼 清水清水清水清水　　　　惇子惇子惇子惇子 井上井上井上井上　　　　純奈純奈純奈純奈 黒田黒田黒田黒田　　　　明里明里明里明里 栗林栗林栗林栗林　　　　紗也香紗也香紗也香紗也香 松岡　由起

37 通過 0°21′23″ [4] 0°35′35″0°35′35″0°35′35″0°35′35″ [3][3][3][3] 0°46′03″0°46′03″0°46′03″0°46′03″ [3][3][3][3] 0°56′42″0°56′42″0°56′42″0°56′42″ [3][3][3][3] 1°14′09″1°14′09″1°14′09″1°14′09″ [3][3][3][3] 1°14′09″1°14′09″1°14′09″1°14′09″ 水野　綾翔

（（（（山本山本山本山本　　　　隆祥隆祥隆祥隆祥）））） 区間 21′23″ (4) 14′12″14′12″14′12″14′12″ (3)(3)(3)(3) 10′28″10′28″10′28″10′28″ (3)(3)(3)(3) 10′39″10′39″10′39″10′39″ (2)(2)(2)(2) 17′27″17′27″17′27″17′27″ (3)(3)(3)(3) 3333位位位位

No 選手 西岡西岡西岡西岡　　　　利紗利紗利紗利紗 山岡　　憂 竹本　夏好 田向　由香 比江森　七海 中平　麻弥

36 通過 0°21′07″0°21′07″0°21′07″0°21′07″ [3][3][3][3] 0°35′46″ [4] 0°46′52″ [4] 0°57′49″ [4] 1°16′50″ [4] 1°16′50″1°16′50″1°16′50″1°16′50″

（塩田　雅彦） 区間 21′07″21′07″21′07″21′07″ (3)(3)(3)(3) 14′39″ (4) 11′06″ (4) 10′57″ (4) 19′01″ (4) 4444位位位位

選手 井上井上井上井上　　　　彩花彩花彩花彩花 森森森森　　　　　　　　祥子祥子祥子祥子 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　　　　　舞舞舞舞 深港深港深港深港　　　　千浪千浪千浪千浪 田端田端田端田端　　　　沙紀沙紀沙紀沙紀

所属 徳島県徳島県徳島県徳島県 徳島県徳島県徳島県徳島県 徳島県徳島県徳島県徳島県 徳島県徳島県徳島県徳島県 徳島県徳島県徳島県徳島県

記録 1°09′07″1°09′07″1°09′07″1°09′07″

10時現在の気象　天気：曇り　気温：15.0℃　湿度：73％　気圧：1016.8hPa　風：西 2.0m/s

11時現在の気象　天気：曇り　気温：17.1℃　湿度：68％　気圧：1016.2hPa　風：西 2.0m/s

香川県香川県香川県香川県

愛媛県

高知県高知県高知県高知県

徳島県徳島県徳島県徳島県

24′42″24′42″24′42″24′42″ 15′28″15′28″15′28″15′28″23′45″23′45″23′45″23′45″

(42.195km)
交代選手（2人まで）

区間賞

33′28″33′28″33′28″33′28″29′48″29′48″29′48″29′48″

平成22年度　　　第17回　四国駅伝競走大会（女子）

徳島県徳島県徳島県徳島県

香川県香川県香川県香川県

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

高知県高知県高知県高知県

区間賞

19′41″19′41″19′41″19′41″ 12′58″12′58″12′58″12′58″ 9′36″9′36″9′36″9′36″ 10′21″10′21″10′21″10′21″ 16′31″16′31″16′31″16′31″

(21.0975km)
交代選手（2人まで）

平成22年11月21日（日）

高知県：高知マラソンコース

平成22年度　　　第57回　四国駅伝競走大会（男子）
平成22年11月21日（日）

高知県：高知マラソンコース


