
第71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

2020/11/15

交代
森本　魁力/3

通過 西本　　颯/2 (監督)

区間 山中　瑛太/1 公文　英博

安養寺　蓮/3

通過 長嶋　凜空/2 (監督)

区間 中平　佳祐/1 窪田　伸介

小川　陽己/3

通過 堀川　天斗/3 (監督)

区間 山本　幸太/3 石本　浩二

森田　優希/2

通過 森　　太智/1 (監督)

区間 前田　充翔/2 傍士　拓真

小野　敢大/3

通過 伊野部広貴/3 (監督)

区間 森　　泉澄/3 上田　貴大

川田　　康/2

通過 結城　匠輝/2 (監督)

区間 佐田　洸大/1 山地　克彦

森木　悠人/2

通過 池　　蒼輝/1 (監督)

区間 竹本　昌司

山本　睦貴/3

通過 谷脇　慈久/1 (監督)

区間 佐竹　天走/1 横山　久美

尾崎　湧麻/2

通過 廣畑　太遥/2 (監督)

区間 池　　柊斗/1 藤原　大生

池上　太陽/1

通過 立石　恭平/1 (監督)

区間 松田　奈智

辻　　信希/2

通過 木村　陽樹/2 (監督)

区間 横田　知明/3 中村　尚人

北野　皓大/1

通過 佐竹　虎珀/3 (監督)

区間 山下　祈願/2 木下　和樹

矢野　雄大/3

通過 山下　空羅/2 (監督)

区間 川上　奏汰/2 横山　　渉

西岡　莊倬/1

通過 小原　麗輝/1 (監督)

区間 鈴田　蒼斗/1 木村　憲章

山本　祐暉/2

通過 石元　碧泉/1 (監督)

区間 原田　琴也/3 松窪　洋樹

橋田　葉月/2 井上匠太郎/2 吉永　晋二/3
15 116 附属

山﨑　　陽/3 池上　　凜/3 和田　貫太/2

窪田　京介/1 西岡　莊祐/1 大原　　駿/1
14 111 県立安芸

小松　賢士/2 細川　登生/1 林　　柊吾/2

中越　幸大/3 明神　洋克/2 石川　愛大/3
13 88 梼原

中越　隆成/2 吉岡　優良/3 田尾　侑己/2

福間　悠生/3 栗木　咲哉/2 浦㞍　悠正/1
12 70 小筑紫

栗生　　翼/3 長岡　颯太/3 浦㞍　優駿/3

間城　壮太/2 恒石　孝平/3 川村　祥真/3
11 67 香我美

菱田　琉成/3 野口　兼生/3 永田　　梁/2

石川　陽翔/1 和田　武大/2 中島　琢滋/2
10 49 中村

西内　祐仁/2 吉本　惺夏/1 岡﨑　健太/2

扇喜　賢児/3 岡田　昂大/3 山本　貴史/3
9 33 清水

宮地　　凉/3 平尾　大空/1 松下　　歩/2

樫本　琉希/3 土居　星太/1 藤田　和凪/3
8 31 窪川

林　　優成/2 林　　優和/2 池上　晃太/3

片岡　寛康/1 深田　敦士/2 門田　将輝/2
7 26 伊野

佐々木蓮斗/3 西川　汰良/3 岡村　一條/2

北村　和志/2 中谷　　然/2 鈴木　快良/2
6 25 春野

田中　哲馬/3 公文　翔太/1 中山　雄太/3

市原　　光/2 川村　将人/3 小松　爽大/3
5 23 高知学芸

福留総一郎/2 野口　　洋/3 新土居諒河/2

竹村　海人/2 小石　優太/1 足達　優守/3
4 11 香長

飛渡　駈音/3 伊藤　裕也/2 松村　颯真/3

奥田　剛士/3 竹﨑　悠真/3 西野　麒凰/3
3 8 鏡野

川田　烈士/3 門 　颯太/2 安岡　李紅/2

小松　　蓮/3 山下　恭典/2 小松　洸太/2
2 2 清水ケ丘

北川　直弥/2 猪野　　豊/2 門田　翔平/2

６区
岡松　大和/3 大西　　亮/3 森口　泰拓/3

1 1 奈半利
安岡　嵩真/3 吉村　　暖/3 竹田　颯人/3

 岸本遼太郎

No Noｶｰﾄﾞ 所属
 香我美  北陵  香我美  香我美

 ●：大会(区間)タイ記録  田井野悠介  武内　英介  野口　兼生  川崎　皓太  江口　誠悟
 中村  中村

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

 ●：大会(区間)最高記録 9'09" (66回) 9'17" (64回) 9'30" (69回) 9'33" (66回) 9'10" (70回) 9'16" (69回)

１区 (3km) ２区 (3km) ３区 (3km) ４区 (3km) ５区 (3km) ６区 (3km)



第28回  高新中学駅伝競走大会(女子の部)
大会記録 41'28"   香長中学校   （24回）  /  12 km   
区間記録

2020/11/15

交代
鈴木　みお/3

通過 中村　文音/2 (監督)

区間 川谷　音葉/2 松本　　舞

坂本　環奈/2

通過 福本　聖羅/1 (監督)

区間 福岡　千夏/1 小原　　卓

岩下　陽海/3

通過 山本　結芽/3 (監督)

区間 徳弘　紗奈/3 傍士　拓真

山中　奏奈/3

通過 笹岡　　陽/1 (監督)

区間 友永　心花/1 堀岡　孝文

浜本なるみ/2

通過 石川　咲来/2 (監督)

区間 小山　琴歌/2 傍士紀美子

西村　奈津/1

通過 大川ひなの/1 (監督)

区間 竹本　昌司

片岡　瑞希/3

通過 茂木　皐月/2 (監督)

区間 江西帆帆子/2 三井　利之

西村　涼花/2

通過 足達　美月/2 (監督)

区間 大谷　萌衣/2 横山　久美

畠中　　杏/2

通過 藤原　由衣/1 (監督)

区間 松下　夢音/1 牧野　桃子

金子　　蓬/2

通過 長者　真桜/1 (監督)

区間 川添　菜瑠/1 立石　和仁

佐竹　風音/1

通過 北本　美玲/1 (監督)

区間 中西　佑太

竹内美唯菜/1

通過 百田　柊菜/1 (監督)

区間 福見　　温/1 中村　尚人

中山　璃乃/1

通過 山田　陽菜/2 (監督)

区間 黒沢　真衣/1 北野凜太朗

岡田　小春/1

通過 山崎　　怜/1 (監督)

区間 宮代　　葵/1 矢野　愛弓

高瀬こころ/3

通過 濱口　花奈/1 (監督)

区間 山本　悠貴/1 木村　憲章

田元　　花/3 楠瀬　ひな/2
15 111 県立安芸

植野　瑠唯/3 谷　　彩色/1 小島さやか/1

茅野　羽海/1 田所　芽依/2
14 92 横浜

竹村　海音/1 吉本　玲那/2 澤崎　由依/2

田邊　梨央/3 大下　　翠/3
13 86 旭

寺本　弥礼/3 川村　那奈/1 松田　笑花/2

小松谷永依/2 河合　花梨/1
12 67 香我美

黒石　藍巴/1 近森沙矢佳/3 間城　百花/3

古座　小夏/1 柴岡紫流譜/2
11 50 宿毛

嵐　　　花/1 西村　百花/3 敷地　琉羽/1

長者　有季/2 野並芳乃香/3
10 49 中村

茨木　陽向/2 岡﨑　柚胡/3 有光菜々子/2

細川美彩輝/3 森　みなみ/2
9 33 清水

片岡　瑚都/3 小野　優空/3 中野　心遥/3

若林　寿紗/2 堅田　寛菜/1
8 31 窪川

宮本　朋果/2 野中　美空/1 恒石　　好/2

茂木　李瞳/3 中川理都子/1
7 29 朝ヶ丘

谷岡　桃菜/3 岡田　有倭/1 松浦　あき/2

田邊　ゆい/1 山田　実桜/2
6 26 伊野

田中　亜子/2 北代　　浬/1 福井　想菜/1

沖野　珠悠/3 津野　小桜/3
5 21 潮江

山本　春風/2 井津　佑菜/3 宮地　七弥/3

秋山　珠愛/3 伴ノ内夏澄/1
4 13 北陵

山中　愛海/3 谷口希那里/2 竹本　梨乃/3

清藤　奈穂/2 穂岐山芽衣/2
3 11 香長

下總　彩夏/3 北川あかり/1 谷渕　結夏/1

山田　果凜/1 尾原　乃愛/2
2 3 安芸

安光　生桜/1 福岡　　心/2 藤田　姫加/1

名木　藍子/3 小松　愛空/2
1 2 清水ケ丘

須藤　　優/1 萩野　愛莉/2 山中　唯衣/2

No Noｶｰﾄﾞ 所属
 近江香穂/香長  香長  香長  下總彩夏/香長

 ●：大会(区間)タイ記録  池本　愛/県中村  近江　香穂  山下夕里奈  酒井彩音/香長  山下　美海
 香長

１区 ２区 ３区 ４区 ５区

 ●：大会(区間)最高記録 10'06" (17,25回) 6'46" (24回) 6'55" (24回) 7'07" (24,26回) 10'23" (24回)

１区 (3km) ２区 (2km) ３区 (2km) ４区 (2km) ５区 (3km)


