
第65回　高新駅伝大会成績表
高知マラソン(駅伝)コース：高知県庁前～香南市香我美町岸本（折り返し）～高知市高須新町～高知市東部総合運動場　（第65回大会:H24.1～）

平成24年1月15日（日）
主催　高知陸上競技協会・高知県高等学校体育連盟・高知新聞社

No チーム名 1区(10km) 2区(3km) 3区(4km) 4区(4km) 5区(8km) 6区(3km) 7区(5km) 8区(5.195km) 総合記録（62回）

記録 東　卓弥 瀬戸　優之 大森　輝和 久保　慶和 山本　　学 久保　慶和
<参考記録>
山本 学

コース
変更 四国電力(H21)

（監督） 9 2°10′31″
No 選手 中平中平中平中平　　　　英志英志英志英志 藤田藤田藤田藤田　　　　椋也椋也椋也椋也 浅利浅利浅利浅利　　　　宗一郎宗一郎宗一郎宗一郎 芝芝芝芝　　　　　　　　遼平遼平遼平遼平 藤本藤本藤本藤本　　　　海生海生海生海生 山本山本山本山本　　　　将志将志将志将志 川添川添川添川添　　　　公揮公揮公揮公揮 藤原藤原藤原藤原　　　　一生一生一生一生
32 通過 0°30′37″0°30′37″0°30′37″0°30′37″ [1][1][1][1] 0°39′52″0°39′52″0°39′52″0°39′52″ [1][1][1][1] 0°51′51″0°51′51″0°51′51″0°51′51″ [1][1][1][1] 1°03′38″1°03′38″1°03′38″1°03′38″ [1][1][1][1] 1°29′35″1°29′35″1°29′35″1°29′35″ [1][1][1][1] 1°38′30″1°38′30″1°38′30″1°38′30″ [1][1][1][1] 1°54′13″1°54′13″1°54′13″1°54′13″ [1][1][1][1] 2°10′38″2°10′38″2°10′38″2°10′38″ [1][1][1][1] 2°10′38″2°10′38″2°10′38″2°10′38″ 上田　涼太 岡本　聖也

（（（（熊本熊本熊本熊本　　　　正彦正彦正彦正彦）））） 区間 30′37″30′37″30′37″30′37″ (1)(1)(1)(1) 9′15″9′15″9′15″9′15″ (3)(3)(3)(3) 11′59″11′59″11′59″11′59″ (2)(2)(2)(2) 11′47″11′47″11′47″11′47″ (1)(1)(1)(1) 25′57″25′57″25′57″25′57″ (3)(3)(3)(3) 8′55″8′55″8′55″8′55″ (1)(1)(1)(1) 15′43″15′43″15′43″15′43″ (1)(1)(1)(1) 16′25″16′25″16′25″16′25″ (2)(2)(2)(2) 1111位位位位 芝　　陽盛 細川　尚也
No 選手 松本　康孝 井上井上井上井上　　　　雄貴雄貴雄貴雄貴 谷谷谷谷　　　　　　　　雅弘雅弘雅弘雅弘 馬場　智博 山田山田山田山田　　　　健一健一健一健一 川下川下川下川下　　　　尚亮尚亮尚亮尚亮 三宅三宅三宅三宅　　　　雅土雅土雅土雅土 渡部渡部渡部渡部　　　　和幸和幸和幸和幸
54 通過 0°31′41″ [4] 0°40′40″0°40′40″0°40′40″0°40′40″ [2][2][2][2] 0°53′07″0°53′07″0°53′07″0°53′07″ [2][2][2][2] 1°05′35″1°05′35″1°05′35″1°05′35″ [2][2][2][2] 1°31′00″1°31′00″1°31′00″1°31′00″ [2][2][2][2] 1°40′33″1°40′33″1°40′33″1°40′33″ [2][2][2][2] 1°56′22″1°56′22″1°56′22″1°56′22″ [2][2][2][2] 2°12′25″2°12′25″2°12′25″2°12′25″ [2][2][2][2] 2°12′25″2°12′25″2°12′25″2°12′25″ 桑原　康隆 中島　拓穂

（（（（渡部渡部渡部渡部　　　　和幸和幸和幸和幸）））） 区間 31′41″ (4) 8′59″8′59″8′59″8′59″ (1)(1)(1)(1) 12′27″12′27″12′27″12′27″ (3)(3)(3)(3) 12′28″ (4) 25′25″25′25″25′25″25′25″ (1)(1)(1)(1) 9′33″9′33″9′33″9′33″ (2)(2)(2)(2) 15′49″15′49″15′49″15′49″ (3)(3)(3)(3) 16′03″16′03″16′03″16′03″ (1)(1)(1)(1) 2222位位位位
No 選手 佐佐佐佐々々々々木木木木　　　　優一優一優一優一 右城　祐介 平井　達也 中村中村中村中村　　　　祐介祐介祐介祐介 上田上田上田上田　　　　隆一隆一隆一隆一 土居　照明 西内　竹彦 加藤　久喜

7 通過 0°31′23″0°31′23″0°31′23″0°31′23″ [2][2][2][2] 0°40′54″0°40′54″0°40′54″0°40′54″ [3][3][3][3] 0°53′44″0°53′44″0°53′44″0°53′44″ [3][3][3][3] 1°06′09″ [4] 1°32′01″1°32′01″1°32′01″1°32′01″ [3][3][3][3] 1°41′59″1°41′59″1°41′59″1°41′59″ [3][3][3][3] 1°58′15″1°58′15″1°58′15″1°58′15″ [3][3][3][3] 2°15′38″2°15′38″2°15′38″2°15′38″ [3][3][3][3] 2°15′38″2°15′38″2°15′38″2°15′38″ 西内　南海男 股川　元樹
（（（（西内西内西内西内　　　　竹彦竹彦竹彦竹彦）））） 区間 31′23″31′23″31′23″31′23″ (2)(2)(2)(2) 9′31″ (4) 12′50″ (5) 12′25″12′25″12′25″12′25″ (3)(3)(3)(3) 25′52″25′52″25′52″25′52″ (2)(2)(2)(2) 9′58″ (6) 16′16″ (6) 17′23″ (6) 3333位位位位 浜田　　剛

No 選手 佐々倉　一与 田村　龍吾 岡添岡添岡添岡添　　　　大樹大樹大樹大樹 友永友永友永友永　　　　佑夏佑夏佑夏佑夏 上村　恭史 永沢　一隼 水野　翔太 東　　周平
44 通過 0°32′36″ [8] 0°42′22″ [7] 0°54′08″ [4] 1°06′04″1°06′04″1°06′04″1°06′04″ [3][3][3][3] 1°32′20″ [4] 1°42′45″ [4] 1°58′56″ [4] 2°16′26″ [4] 2°16′26″

（池川　隆博） 区間 32′36″ (8) 9′46″ (6) 11′46″11′46″11′46″11′46″ (1)(1)(1)(1) 11′56″11′56″11′56″11′56″ (2)(2)(2)(2) 26′16″ (4) 10′25″ (8) 16′11″ (5) 17′30″ (9) 4位
No 選手 宮脇宮脇宮脇宮脇　　　　智也智也智也智也 植村　明久 野川　雄史 池本　成仁 平下　　修 大石　一心 千屋千屋千屋千屋　　　　和仁和仁和仁和仁 宮本宮本宮本宮本　　　　直哉直哉直哉直哉
22 通過 0°31′39″0°31′39″0°31′39″0°31′39″ [3][3][3][3] 0°41′20″ [4] 0°54′08″ [4] 1°07′33″ [5] 1°33′54″ [5] 1°43′47″ [5] 1°59′34″ [5] 2°16′31″ [5] 2°16′31″ 三谷　浩司

（千屋　和仁） 区間 31′39″31′39″31′39″31′39″ (3)(3)(3)(3) 9′41″ (5) 12′48″ (4) 13′25″ (10) 26′21″ (6) 9′53″ (5) 15′47″15′47″15′47″15′47″ (2)(2)(2)(2) 16′57″16′57″16′57″16′57″ (3)(3)(3)(3) 5位
No 選手 中島　一磨 傍士傍士傍士傍士　　　　拓真拓真拓真拓真 高橋　和希 山中　喬史 久川　尚史 津野津野津野津野　　　　真士真士真士真士 湯原　孝介 十萬　将弥
15 通過 0°32′33″ [7] 0°41′47″ [6] 0°54′40″ [6] 1°08′03″ [6] 1°34′20″ [6] 1°44′02″ [6] 1°59′57″ [6] 2°17′07″ [6] 2°17′07″ 山本　一希 島田　舜平

（川渕　祐介） 区間 32′33″ (7) 9′14″9′14″9′14″9′14″ (2)(2)(2)(2) 12′53″ (6) 13′23″ (7) 26′17″ (5) 9′42″9′42″9′42″9′42″ (3)(3)(3)(3) 15′55″ (4) 17′10″ (5) 6位 植野　孝哉 弘光　伶次
No 選手 原　　祐哉 前田　卓哉 小松　祐介 小松　孔明 大塚　康由 野町　貴弘 野町　順治 工藤　晃一
52 通過 0°31′43″ [5] 0°41′32″ [5] 0°55′01″ [7] 1°08′24″ [7] 1°35′28″ [7] 1°45′37″ [7] 2°02′43″ [7] 2°19′43″ [7] 2°19′43″ 新谷　祐治

（山本　武夫） 区間 31′43″ (5) 9′49″ (8) 13′29″ (9) 13′23″ (7) 27′04″ (8) 10′09″ (7) 17′06″ (8) 17′00″ (4) 7位
No 選手 田井　勇紀 西村　祥司 柳生　将宏 山本　斗輝 永野　慎也 松本　流星 松本　麗誌 榊原　宅矢
55 通過 0°33′50″ [11] 0°43′41″ [11] 0°56′40″ [9] 1°09′43″ [8] 1°38′09″ [9] 1°47′59″ [8] 2°04′43″ [8] 2°22′08″ [8] 2°22′08″ 刈谷　義貴 木村　亮太

（渡部　和幸） 区間 33′50″ (11) 9′51″ (9) 12′59″ (7) 13′03″ (6) 28′26″ (11) 9′50″ (4) 16′44″ (7) 17′25″ (7) 8位 平井　誉人 山本　　司
No 選手 西川　浩司 谷脇　勇希 渡邊　八郎 戸田　幸一 廣光　輝之 大西　正晃 谷口　　順 高橋　　輝
30 通過 0°33′29″ [10] 0°43′16″ [9] 0°56′50″ [10] 1°10′24″ [10] 1°37′33″ [8] 1°48′02″ [9] 2°05′42″ [9] 2°23′37″ [9] 2°23′37″ 澤田　　卓 坂本　健一

（北川　　一） 区間 33′29″ (10) 9′47″ (7) 13′34″ (10) 13′34″ (11) 27′09″ (10) 10′29″ (9) 17′40″ (13) 17′55″ (12) 9位
No 選手 下司　竜平 尾原　祐司 前田　健太 西野　利男 川谷　武志 小松　隆利 楠瀬　泰孝 尾木　優太

2 通過 0°31′55″ [6] 0°42′37″ [8] 0°56′00″ [8] 1°10′02″ [9] 1°38′32″ [10] 1°49′13″ [10] 2°06′41″ [10] 2°24′30″ [10] 2°24′30″ 陰山　卓生 中山　泰士
（岡本　昌宏） 区間 31′55″ (6) 10′42″ (13) 13′23″ (8) 14′02″ (16) 28′30″ (12) 10′41″ (12) 17′28″ (9) 17′49″ (11) 10位 冨田　幸寿 山崎　雄二

No 選手 倉松　　誠 井上　勇一 堀内　建吾 中越　洋幸 佐竹　喜延 藤本　義将 曾我部　敏一 河添　光章
11 通過 0°33′52″ [12] 0°44′00″ [12] 0°58′19″ [11] 1°12′13″ [12] 1°40′57″ [14] 1°51′27″ [12] 2°09′06″ [12] 2°26′46″ [11] 2°26′46″ 種田　富也 田中　隆寛

（徳広　祐一） 区間 33′52″ (12) 10′08″ (10) 14′19″ (17) 13′54″ (14) 28′44″ (13) 10′30″ (11) 17′39″ (11) 17′40″ (10) 11位 大川　耕一郎 徳広　祐一
No 選手 田中　智也 常石　幸樹 芝崎　　綾 伊勢脇　清男 宮地　敏行 松澤　篤史 打井　健大 有光　　浩
17 通過 0°34′22″ [14] 0°45′52″ [15] 0°59′44″ [16] 1°13′38″ [16] 1°40′45″ [12] 1°51′44″ [13] 2°09′28″ [13] 2°26′53″ [12] 2°26′53″ 塩田　充幸 岩波　道信

（北川　　正） 区間 34′22″ (14) 11′30″ (21) 13′52″ (12) 13′54″ (14) 27′07″ (9) 10′59″ (15) 17′44″ (14) 17′25″ (7) 12位 田邉　有彦 中村　和広
No 選手 桑原　利弥 熊澤　弘樹 岡本　　賢 岩本　章悟 宗光　由祐 公文　昭仁 弘光　瑞貴 大原　凌平

8 通過 0°33′59″ [13] 0°44′23″ [13] 0°58′45″ [13] 1°13′00″ [14] 1°40′00″ [11] 1°50′29″ [11] 2°08′37″ [11] 2°27′01″ [13] 2°27′01″ 岡部　裕哉 中平　直樹
（北村　一弘） 区間 33′59″ (13) 10′24″ (12) 14′22″ (18) 14′15″ (17) 27′00″ (7) 10′29″ (9) 18′08″ (15) 18′24″ (13) 13位 上野　大陽 市川　久男

No 選手 下八川　久夫 岡林　功� 森崎　　達 鎌倉　啓憲 中澤　賢一 中西　　基 小村　慶太 矢野　聖貴
53 通過 0°34′47″ [16] 0°46′05″ [16] 0°59′40″ [15] 1°12′24″ [13] 1°41′30″ [15] 1°52′46″ [15] 2°11′37″ [15] 2°30′10″ [14] 2°30′10″ 下八川　裕司 國廣　峰司

（岡村　建介） 区間 34′47″ (16) 11′18″ (20) 13′35″ (11) 12′44″ (5) 29′06″ (16) 11′16″ (17) 18′51″ (18) 18′33″ (14) 14位
No 選手 植田　和久 武田　真幸 門脇　　丈 平山　　翼 中平　伸幸 萩原　隆一 國本　武恆 寺田　和正

6 通過 0°33′07″ [9] 0°43′22″ [10] 0°58′28″ [12] 1°11′52″ [11] 1°40′55″ [13] 1°52′13″ [14] 2°09′41″ [14] 2°30′25″ [15] 2°30′25″ 津野　史司 平山　　朝
（國本　武恒） 区間 33′07″ (9) 10′15″ (11) 15′06″ (20) 13′24″ (9) 29′03″ (15) 11′18″ (18) 17′28″ (9) 20′44″ (21) 15位 下元　孝広 河野　大智

No 選手 池田　真也 細川　　孝 二子石　信太郎 山崎　清人 山本　　仁 濱田　健敬 大野　幸一 川池　直人
23 通過 0°35′28″ [18] 0°46′18″ [17] 1°00′10″ [17] 1°14′42″ [17] 1°43′38″ [17] 1°55′05″ [17] 2°12′44″ [16] 2°31′41″ [16] 2°31′41″ 中山　　明

（千屋　和仁） 区間 35′28″ (18) 10′50″ (15) 13′52″ (12) 14′32″ (19) 28′56″ (14) 11′27″ (19) 17′39″ (11) 18′57″ (15) 16位
No 選手 片山　享臣 東谷　信宏 地村　吉弘 矢野　智宏 大原　隆弘 植田　繁実 今橋　宏彰 村田　和広
43 通過 0°34′26″ [15] 0°45′10″ [14] 0°59′26″ [14] 1°13′05″ [15] 1°43′31″ [16] 1°54′25″ [16] 2°12′46″ [17] 2°31′56″ [17] 2°31′56″ 中田　　啓 曽我　真二

（塩田　哲夫） 区間 34′26″ (15) 10′44″ (14) 14′16″ (16) 13′39″ (12) 30′26″ (18) 10′54″ (13) 18′21″ (16) 19′10″ (16) 17位 塩田　雅彦 塩田　哲夫
No 選手 小松　公雅 伊藤　光広 福守　　朗 岡田　一也 杉野　誠一 若江　卓恭 近森　弘明 小松　司沙
58 通過 0°35′39″ [19] 0°46′44″ [19] 1°00′58″ [19] 1°15′17″ [18] 1°45′21″ [18] 1°57′15″ [19] 2°16′04″ [18] 2°35′31″ [18] 2°35′31″ 藤村　昭太 黒瀬　雄生

（山本　武夫） 区間 35′39″ (19) 11′05″ (17) 14′14″ (15) 14′19″ (18) 30′04″ (17) 11′54″ (22) 18′49″ (17) 19′27″ (17) 18位
No 選手 明神　良房 今西　　務 谷脇　　稔 森澤　安倫 合田　勇次 刈谷　真也 有澤　元希 横井　康太

1 通過 0°35′27″ [17] 0°46′21″ [18] 1°01′49″ [20] 1°15′36″ [19] 1°46′16″ [19] 1°57′12″ [18] 2°16′33″ [19] 2°37′40″ [19] 2°37′40″ 合田　和希 山岡　翔太
（明神　良房） 区間 35′27″ (17) 10′54″ (16) 15′28″ (21) 13′47″ (13) 30′40″ (19) 10′56″ (14) 19′21″ (20) 21′07″ (22) 19位 高橋　豊明 伊藤　博文

No 選手 佐々木　恵一 弘瀬　友也 野口　敦史 地引　光二 朝倉　壽信 中村　　仰 川崎　　泰 上田　満春
31 通過 0°38′08″ [22] 0°49′24″ [22] 1°04′04″ [21] 1°18′40″ [21] 1°49′29″ [21] 2°00′41″ [21] 2°19′39″ [21] 2°39′08″ [20] 2°39′08″ 高橋　鉄昭 猪野　　昭

（北川　　一） 区間 38′08″ (22) 11′16″ (18) 14′40″ (19) 14′36″ (20) 30′49″ (20) 11′12″ (16) 18′58″ (19) 19′29″ (18) 20位
No 選手 九町　俊吾 村馬　伸也 國吉　宣俊 細川　博義 恒光　文昭 細木　紘一郎 前田　進一 山中　孝志
12 通過 0°35′44″ [20] 0°47′00″ [20] 1°00′52″ [18] 1°15′59″ [20] 1°47′39″ [20] 1°59′24″ [20] 2°18′52″ [20] 2°39′13″ [21] 2°39′13″ 川本　真浩 中岡　尚士

（徳広　祐一） 区間 35′44″ (20) 11′16″ (18) 13′52″ (12) 15′07″ (21) 31′40″ (21) 11′45″ (21) 19′28″ (21) 20′21″ (20) 21位 西本　啓三 松岡　保彦
No 選手 渡辺　誠毅 吉門　　要 宮地　義徳 芝崎　公志 松本　崇志 松本　広一 山下　順生 郷畑　和久
18 通過 0°36′58″ [21] 0°48′34″ [21] 1°04′27″ [22] 1°19′52″ [22] 1°51′49″ [22] 2°03′16″ [22] 2°23′01″ [22] 2°42′39″ [22] 2°42′39″ 吉松　昭人 中島　　康

（村越　豊年） 区間 36′58″ (21) 11′36″ (22) 15′53″ (22) 15′25″ (22) 31′57″ (22) 11′27″ (19) 19′45″ (22) 19′38″ (19) 22位 泉　　千尋
No 選手

通過
区間

No 選手 塩原　幹也 藤岡　博哉 鵜川　竜也 濱田　　滋 野村　龍志 越智　翔平 山口　克哉 皮居　功嗣 棄権
26 通過 ｼｵﾊﾗ ﾐｷﾔ ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾛﾔ ｳｶﾜ ﾀﾂﾔ ﾊﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ ﾉﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｵﾁ ｼｮｳﾍｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾔ ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 河内　啓貴 松山　侑樹

（駒井　説夫） 区間 森田　優太 櫛野　智也

選手 中平中平中平中平　　　　英志英志英志英志 井上井上井上井上　　　　雄貴雄貴雄貴雄貴 岡添岡添岡添岡添　　　　大樹大樹大樹大樹 芝芝芝芝　　　　　　　　遼平遼平遼平遼平 山田山田山田山田　　　　健一健一健一健一 山本山本山本山本　　　　将志将志将志将志 川添川添川添川添　　　　公揮公揮公揮公揮 渡部渡部渡部渡部　　　　和幸和幸和幸和幸
所属 高知農業高校高知農業高校高知農業高校高知農業高校 陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知ＡＡＡＡ 宿毛工業高校宿毛工業高校宿毛工業高校宿毛工業高校 高知農業高校高知農業高校高知農業高校高知農業高校 陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知ＡＡＡＡ 高知農業高校高知農業高校高知農業高校高知農業高校 高知農業高校高知農業高校高知農業高校高知農業高校 陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知ＡＡＡＡ

記録 2°10′38″2°10′38″2°10′38″2°10′38″

(42.195km)

第64回(H23)   15′53″

交代選手

（4人まで）
（高知農業高校）（四国電力）（四国電力） （高知農業高校）（四国電力）

第62回(H21)   8′56″ 第63回(H22)   14′24″第62回(H21)   23′26″

25′25″25′25″25′25″25′25″ 15′43″15′43″15′43″15′43″

久保　慶和

四国電力高知

高知ＦＲＣ

土佐ＡＣ・Ａ

陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知陸上自衛隊高知ＡＡＡＡ

高知高専

ミロクミロクミロクミロク陸上陸上陸上陸上クラブクラブクラブクラブ

（四国電力）
第61回(H20)   11′25″

佐川陸上クラブ

第63回(H22)   11′11″

高知工業高校

陸上自衛隊高知Ｂ

土佐ＡＣ・Ｂ

香美陸上クラブＢ

高知県庁ＲＣ・Ａ

高知農業高校高知農業高校高知農業高校高知農業高校

川北百笑ＲＣ

幡多陸上クラブＢ

高知市役所Ｂ

（四国電力高知）（四国電力高知）
第64回(H23)   30′00″

香美陸上クラブＡ

第62回(H21)   8′56″

宿毛工業高校

高知県庁ＲＣ・Ｂ

窪川陸上クラブ

幡多陸上クラブＡ

高知市役所Ａ

高知大学

16′03″16′03″16′03″16′03″11′47″11′47″11′47″11′47″8′59″8′59″8′59″8′59″ 新記録 新記録 新記録 新記録 8888′′′′55555555″″″″30′37″30′37″30′37″30′37″

区間賞
11′46″11′46″11′46″11′46″

10時00分現在の気象　天気：くもり　気温：6.2℃　湿度：60％　気圧：1018.7hPa　風：西 1.3m/s


