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第67回  高新中学駅伝競走大会(男子の部)
大会記録 57'10"   香我美中学校   （66回）  /  18 km   

区間記録

2016/11/13

１区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 交代
井上　由河/1

通過 別府　睦哉/1 監督

区間 五味凜太朗/1 谷井　慎二

横山　甲陽/3
通過 山中　淳平/3 監督

区間 小松　康平/2 公文　英博

宮地雅玖人/1
通過 黒石　誠也/1 監督

区間 片岡　祐太/2 原山　芳枝

浜田　綜真/3
通過 安藤　圭紀/3 監督

区間 吉本　匠成/2 竹村　理志

田所　良成/1
通過 高田　智弘/1 監督

区間 濱田龍之介/2 鎌倉　啓憲

植田　一秀/3
通過 森島　照瑛/2 監督

区間 利岡　応紀/3 門田　圭祐

芝　　龍輝/3
通過 勝賀野遥斗/1 監督

区間 伊興木　翔/1 遠近　晋作

野村　英生/2
通過 弘田　尚也/3 監督

区間 齋藤　大知/3 岡下　洋介

仙頭　　海/2
通過 大崎　正太/2 監督

区間 立野　　凜/1 中島　夢翔

藤田　凱吏/3
通過 松岡　拓実/3 監督

区間 矢野　敦士/2 大川　将司

齋木　真生/1
通過 戸田　海里/1 監督

区間 井関　　翼/1 山﨑　隼司

松田　莉空/1
通過 平口　　静/3 監督

区間 友永　杏慈/3 長谷川尚子

稲毛　太陽/2
通過 半山　晃生/2 監督

区間 橋本　大悟/1 野村　綾彦

濱田　大生/3
通過 岡　　柊雅/3 監督

区間 森　　　平/1 濱田　將慈

小山　卓斗/3
通過 山﨑竹一郎/2 監督

区間 松田　康汰/2 金子　理恵

福川　　司/3
通過 竹村　弘聖/2 監督

区間 田所　宏基/2 西川　精一

岸本遼太郎/1
通過 坂井　祐太/1 監督

区間 橋本　雅代

脇本　　凌/3
通過 清家　龍翔/3 監督

区間 森本　　航/2 中川　智之

西　　健汰/3
通過 石川　明斗/2 監督

区間 依光　駿人/2 篠崎　伸二

吉野　圭吾/3
通過 藤田　爽介/2 監督

区間 鈴木　誠子

大﨑　優人/3
通過 片岡優羽登/2 監督

区間 下元　　怜/2 濱田　明彦

依岡　朋紀/3
通過 片岡　捺樹/3 監督

区間 谷内　郁哉/3 佐竹　俊春

澤木　尚冶/2
通過 窪内　智優/2 監督

区間 恒石相太郎/1 木村　憲章

鵜島　春吉/2
通過 高橋　裕史/3 監督

区間 河原　太陽/2 木下　和樹

宮崎　祥亘/3
通過 福原　惇希/2 監督

区間 岡崎　奏大/2 市川喬一郎

中越　隆太/3
通過 宜保　光在/3 監督

区間 橋元　大地

松田　直之/2
通過 川田　竜雅/2 監督

区間 北川　大智/1 中村　洋介

松吉　　淳/2
通過 監督

区間 正木伸太朗

倉橋　弘汰/2
通過 山脇　滉貴/3 監督

区間 小原　光稀/3 中島　信策

上原康太郎/1
通過 山崎　広翔/2 監督

区間 町田　竜樹/2 東　龍之介

森　　翔吾/2 德弘　　匠/2 掛水　温太/1
30 116 附属

野村　信平/3 小川　雄誠/3 国沢　佑斗/3

松本　康生/3 堀川　雅斗/2 岩元　友希/3
29 111 県立安芸

加藤　史也/2 吉田　大志/3 川越　捷平/3

德山　天志/2 岩下　颯覇/2 橋本　爽颯/2
28 95 甲浦

岡　　陸人/2 大坪　潤也/2 松島幸之介/1

多和　陸翔/1 宮尾　　心/2 川田　恭也/3
27 91 宿毛東

中脇　匠悟/3 小野川心乃祐/1濱田　航汰/3

藤井　嵐司/3 河野　悠介/3 中越　蒼空/3
26 88 梼原

中越　寛陽/3 川上　梨玖/3 松本　嗣音/3

井上　陽稀/3 倉松　　健/1 高石　隼人/3
25 86 旭

桑本　大成/3 高橋　　司/3 藪内　智基/2

西平　世真/3 松岡　祐也/3 久保明央人/1
24 70 小筑紫

門田　雄誠/3 久保偉央吏/3 井上　晴友/2

野口　耕生/2 永田　政也/2 岩下　桐人/3
23 67 香我美

川崎　皓太/3 濱口　夢楽/2 十萬　尊琉/3

吉川睦左士/2 前田　廉太/2 中山　息吹/2
22 61 夜須

大石　陸斗/3 宗圓　達也/2 岡村　有徒/2

河原　巧味/1 中山　真斗/1 長山　武史/2
21 59 葉山

大﨑　泰希/3 大﨑　晴輝/1 大﨑　　空/1

小黒　大翔/3 澤田　凌旺/3 都築　楓太/3
20 56 高知

塩田　歩都/3 浜脇　海都/3 吉川　翔太/3

石田　悠人/1 山中　碧斗/3 土居　知暉/3
19 54 香北

府川　拓渡/3 大山　覚士/3 青木　悠生/3

池田　翔音/1 尾川　徹馬/2 田中　　蓮/3
18 50 宿毛

池田　李音/3 松田　直優/3 池川亜路捺/1

篠川　史隆/3 池田　　凌/2 山岡　　秀/1
17 49 中村

櫻内　新也/3 福地　来夢/2 今井　脩斗/3

西森　亨弥/3 乙部　　輝/3 石元　潤樹/2
16 44 佐川

片岡　正明/3 植田　竜正/3 岡村　龍二/3

清岡　聖由/3 西山　幹人/3 山中　和幸/2
15 43 田野

山本　寛太/3 西岡　楽徒/3 中村　幸成/2

横山明希人/3 竹﨑　　聖/3 岩室　　響/3
14 40 羽根

森本　　凪/2 島村　　暢/3 徳永　　旭/3

大野　秀人/3 宮﨑　海斗/3 安田　豊崇/2
13 37 大月

風間丈一郎/3 宮﨑　刀志/1 岡田　啓汰/2

松岡　健成/3 森岡　貴登/3 田辺　真喜/1
12 36 大方

二岡　大貴/3 秋田　天晴/3 伊與田零大/3

井関　　涼/2 池　　竜哉/3 馬場　　悟/3
11 30 東津野

西森　奏斗/3 谷脇　綾人/2 片田　臣亮/3

松岡　　葵/2 横山　大也/3 山中　就翔/2
10 28 日高

三宮　一真/3 篠原　　巧/2 吉本　兼清/3

小川　優太/2 眞鍋　貴人/3 片山　素良/3
9 27 高岡

藤山　楓斗/3 中内　泰斗/3 大前　幹太/2

大原　麻央/3 田村　　匠/3 枦山　　凌/3
8 25 春野

中平　悠太/3 松岡　　涼/2 芝　　崇良/1

清岡　祐甫/3 中山　貴昌/3 岡本　宇宙/3
7 21 潮江

寺井　泰晴/3 廣瀬　貴也/3 濱田　恭輝/3

杉山　優介/2 小谷　春人/3 中山　永遠/2
6 20 城西

中山　永貴/2 田中　大葵/2 川上　覇貴/3

山本　風河/3 武市　郁哉/3 北村　　天/2
5 11 香長

澤田　一輝/3 畠中　八起/2 田中　風太/3

4 10 香南
小松　　暉/2 國澤　友晴/3 入交　陽斗/3

3 8 鏡野
小松　靖心/3 宮地　寛人/3 小松南央巳/3

岡﨑　統也/2 末政　京真/2 上村　恵大/3

村田　康晟/3 中谷　悠真/3 和田　久幸/2

2 2 清水ヶ丘
須藤　匡人/3 大野　　光/3

 香我美  香我美

1 1 奈半利
門田　篤幸/2 谷口　青大/3 大西　啓斗/3 松平　翔吾/1

弘内　秀佑/3 安岡　丈瑠/3 小松　憲永/3 吉村　史也/2

五味蒼一朗/3 大寺　陸斗/3

 中村　文哉

No No
ｶｰﾄﾞ

所属
 香我美  北陵  奈半利  香我美

 ●：大会(区間)タイ記録  田井野悠介  武内　英介  田中　尚人  川崎　皓太  千屋　祐太

 ●：大会(区間)最高記録 9'09" (66回) 9'17" (64回) 9'35" (62回) 9'33" (66回) 9'29" (63回) 9'22" (66回)
１区 (3km) ２区 (3km) ３区 (3km) ４区 (3km) ５区 (3km) ６区 (3km)

NPO法人高知市陸上競技協会


