
2023年1月8日  9時00分スタート

男子一般 駅伝

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
(10km)

第２区
(3km)

第３区
(4km)

第４区
(4km)

第５区
(8km)

第６区
(3km)

第７区
(5km)

第８区
(5.195km)

 ディビッド グレ
 #74R4（高知中央高）

   29:16

 池田　亜久里
 #70H29（高知農高Ａ）

    8:50

 久保　慶和  
 #61H20（四国電力高）

   11:25

 大森　輝和  
 #63H22（四国電力）
   11:11

 久保　慶和  
 #62H21（四国電力）
   23:26

 三谷　康一郎
 #74R4（高知大学）
    8:48

 久保　慶和  
 #63H22（四国電力）
   14:24

 秋山　優樹  
 #68H26（高知農高）
   15:42
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32
 
 
 

2:08:20
NGR
 
 

高知農業高校Ａ

熊本　正彦

長﨑　海弥  (3)18)
ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾔ

(  2)    29:56
(  2)    29:56

徳田　真珠  (1)16)
ﾄｸﾀﾞ ﾏｼﾞｭ

(  2)    39:09
(  1)     9:13

江口　誠悟  (3)18)
ｴｸﾞﾁ ｾｲｺﾞｳ

(  2)    51:07
(  3)    11:58

濱口　純平  (3)17)
ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

(  2)  1:03:01
(  1)    11:54

垣本　仁翔  (3)18)
ｶｷﾓﾄ ﾏｻﾄ

(  1)  1:27:50
(  1)    24:49

公文　拓翔  (3)18)
ｸﾓﾝ ﾋﾛﾄ

(  1)  1:36:52
(  1)     9:02

安喜　大晟  (3)18)
ｱｷ ﾀｲｾｲ

(  1)  1:52:30
(  1)    15:38

伊藤　裕也  (1)16)
ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ

(  1)  2:08:20
(  2)    15:50
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5
 
 
 

2:12:55
 
 
 

ＧＲｌａｂ四国

大森　輝和

ディビッド グレ  (18)

ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ
(  1)    29:14
(  1) *  29:14

橋詰　暁伸  (16)
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾉﾌﾞ

(  1)    38:46
(  6)     9:32

大和田　春  (17)
ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙ

(  1)    50:41
(  2)    11:55

三谷　海斗  (18)
ﾐﾀﾆ ｶｲﾄ

(  1)  1:03:00
(  2)    12:19

永田　　梁  (16)
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ

(  2)  1:27:54
(  2)    24:54

菱田　琉成  (17)
ﾋｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

(  2)  1:37:38
(  4)     9:44

森　　奏太  (16)
ﾓﾘ ｿｳﾀ

(  2)  1:55:06
( 10)    17:28

清藤　凌太  (17)
ｷﾖﾄｳ ﾘｮｳﾀ

(  2)  2:12:55
( 11)    17:49
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2:13:10
 
 
 

高知工業高校Ａ

大和田　賀仁

田辺　真咲  (3)17)
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

(  3)    30:20
(  3)    30:20

木村　　響  (1)16)
ｷﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ

(  3)    39:40
(  4)     9:20

小松　　睦  (3)18)
ｺﾏﾂ ﾑﾂ

(  3)    52:09
(  6)    12:29

宮地　大暉  (3)18)
ﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲｷ

(  3)  1:05:11
(  7)    13:02

西内　祐仁  (1)16)
ﾆｼｳﾁ ﾕｳｼﾞﾝ

(  3)  1:31:36
(  5)    26:25

上田　尚詠  (2)17)
ｳｴﾀ ｼｮｳｴｲ

(  3)  1:41:04
(  2)     9:28

前島　志音  (3)18)
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｵﾝ

(  3)  1:56:49
(  2)    15:45

松浦　大輝  (3)18)
ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ

(  3)  2:13:10
(  3)    16:21
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2:16:16
 
 
 

ミロク陸上ｸﾗﾌﾞ

山中　正明

弘光　伶次  (27)
ﾋﾛﾐﾂ ﾚｲｼﾞ

(  5)    31:59
(  5)    31:59

上田　隆一  (37)
ｳｴﾀ ﾘｭｳｲﾁ

(  4)    41:14
(  2)     9:15

大野　達哉  (25)
ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ

(  4)    53:12
(  3)    11:58

森田　祐介  (38)
ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ

(  4)  1:05:58
(  3)    12:46

遠藤　　眞  (42)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ

(  5)  1:33:47
( 13)    27:49

武市　大輝  (26)
ﾀｹﾁ ﾀﾞｲｷ

(  5)  1:43:30
(  3)     9:43

十萬　将弥  (27)
ｼﾞｭｳﾏﾝ ｼｮｳﾔ

(  4)  1:59:24
(  3)    15:54

佐々木優一  (34)
ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ

(  4)  2:16:16
(  4)    16:52
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2:16:19
 
 
 

高知県庁RC

千屋　和仁

宮脇　智也  (30)
ﾐﾔﾜｷ ﾄﾓﾔ

(  6)    32:02
(  6)    32:02

寺田　勇気  (28)
ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ

(  5)    41:17
(  2)     9:15

野川　雄史  (35)
ﾉｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ

(  5)    53:56
(  7)    12:39

大原　壮翔  (25)
ｵｵﾊﾗ ﾀｹﾙ

(  5)  1:07:11
(  8)    13:15

門田　晃誠  (27)
ｶﾄﾞﾀ ｺｳｾｲ

(  7)  1:34:08
(  6)    26:57

千屋　和仁  (50)
ﾁﾔ ｶｽﾞﾋﾄ

(  7)  1:44:23
( 10)    10:15

平下　　修  (45)
ﾋﾗｼﾀ ｵｻﾑ

(  6)  2:00:42
(  5)    16:19

久松　大海  (27)
ﾋｻﾏﾂ ﾋﾛﾐ

(  5)  2:16:19
(  1) *  15:37
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2:17:33
 
 
 

高知農業高校Ｂ

熊本　正彦

松田　拓真  (2)16)
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ

(  9)    33:08
(  9)    33:08

吉岡　和之  (2)17)
ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ

(  9)    43:05
(  9)     9:57

今村　光汰  (3)18)
ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ

(  7)    55:33
(  5)    12:28

中尾　晟皐  (3)18)
ﾅｶｵ ｾｲｺｳ

(  7)  1:08:22
(  4)    12:49

栗生　　翼  (2)17)
ｸﾘｳ ﾂﾊﾞｻ

(  6)  1:34:02
(  3)    25:40

中平　啓太  (1)16)
ﾅｶﾋﾗ ｹｲﾀ

(  6)  1:44:15
(  8)    10:13

前田　充翔  (1)16)
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾄ

(  5)  2:00:19
(  4)    16:04

吉良　祐人  (3)18)
ｷﾗ ﾋﾛﾄ

(  6)  2:17:33
(  6)    17:14
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2:19:22
 
 
 

高農ベアーズ

山本　学

尾崎　　陽  (23)
ｵｻﾞｷ ﾖｳ

(  7)    32:48
(  7)    32:48

山本　　学  (30)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

(  8)    42:39
(  7)     9:51

中西　唯斗  (24)
ﾅｶﾆｼ ﾕｲﾄ

(  6)    54:30
(  1)    11:51

安岡　里哉  (24)
ﾔｽｵｶ ｻﾄﾔ

(  6)  1:07:25
(  5)    12:55

川上依武輝  (22)
ｶﾜｶﾐ ｲﾌﾞｷ

(  4)  1:33:10
(  4)    25:45

秋山　優樹  (25)
ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ

(  4)  1:43:05
(  6)     9:55

成岡　大輝  (24)
ﾅﾙｵｶ ﾀｲｷ

(  7)  2:01:22
( 18)    18:17

西村　　翼  (19)
ﾆｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

(  7)  2:19:22
( 13)    18:00
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2:22:17
 
 
 

幡多陸上ｸﾗﾌﾞＡ

北川　　正

東　　卓弥  (40)
ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾔ

( 13)    33:42
( 13)    33:42

有光　　浩  (44)
ｱﾘﾐﾂ ﾋﾛｼ

( 12)    43:46
( 11)    10:04

田中　智也  (35)
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ

( 11)    56:48
(  9)    13:02

吉松　誠人  (25)
ﾖｼﾏﾂ ﾏｻﾄ

( 12)  1:10:49
( 13)    14:01

橋村　大志  (27)
ﾊｼﾑﾗ ﾀｲｼ

(  8)  1:37:46
(  6)    26:57

猪谷　進示  (24)
ｲﾀﾞﾆ ｼﾝｼﾞ

(  8)  1:47:38
(  5)     9:52

伊勢脇厚哉  (29)
ｲｾﾜｷ ｱﾂﾔ

(  8)  2:04:53
(  8)    17:15

田辺　真喜  (19)
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ

(  8)  2:22:17
(  9)    17:24
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2:22:25
 
 
 

高知工業高校Ｂ

大和田　賀仁

竹村　海人  (1)16)
ﾀｹﾑﾗ ｶｲﾄ

( 15)    34:06
( 15)    34:06

高野　晃嘉  (1)16)
ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ

( 15)    44:18
( 12)    10:12

藤田　真登  (3)18)
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ

( 12)    57:07
(  8)    12:49

津田翔太郎  (3)18)
ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

(  8)  1:10:02
(  5)    12:55

辻　　信希  (1)16)
ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞｷ

(  9)  1:38:04
( 16)    28:02

大西　晴輝  (3)18)
ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ

(  9)  1:48:06
(  7)    10:02

長岡　颯太  (2)17)
ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ

(  9)  2:05:10
(  7)    17:04

立野　　陽  (1)16)
ﾀﾁﾉ ﾊﾙ

(  9)  2:22:25
(  7)    17:15
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2:23:45
 
 
 

川北百笑ＲＣ

尾木　優太

下司　竜平  (33)
ｹﾞｼ ﾘｭｳﾍｲ

( 10)    33:09
( 10)    33:09

小松　隆利  (45)
ｺﾏﾂ ﾀｶﾄｼ

( 10)    43:05
(  8)     9:56

尾木　優太  (39)
ｵｷﾞ ﾕｳﾀ

( 10)    56:47
( 14)    13:42

川谷　武志  (47)
ｶﾜﾀﾆ ﾀｹｼ

( 10)  1:10:40
( 11)    13:53

楠瀬　奉孝  (42)
ｸｽﾉｾ ﾄﾓﾀｶ

( 10)  1:38:11
( 10)    27:31

前田　健太  (29)
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀ

( 12)  1:50:01
( 19)    11:50

小松　勇規  (21)
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ

( 10)  2:06:49
(  6)    16:48

千光士憂斗  (30)
ｾﾝｺｳｼﾞ ﾕｳﾄ

( 10)  2:23:45
(  5)    16:56
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2:25:24
 
 
 

Bell lap TC

岡部　雄一

岡部　雄一  (40)
ｵｶﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

( 12)    33:38
( 12)    33:38

岡内　祐斗  (21)
ｵｶｳﾁ ﾕｳﾄ

( 11)    43:38
( 10)    10:00

福吉　雄樹  (35)
ﾌｸﾖｼ ﾕｳｷ

( 13)    57:08
( 12)    13:30

塩田幸之助  (35)
ｼｵﾀ ｺｳﾉｽｹ

( 13)  1:11:06
( 12)    13:58

那須　勇太  (33)
ﾅｽ ﾕｳﾀ

( 11)  1:38:24
(  9)    27:18

西込　大吾  (45)
ﾆｼｺﾞﾐ ﾀﾞｲｺﾞ

( 11)  1:49:36
( 15)    11:12

丁野　知憲  (45)
ﾁｮｳﾉ ﾄﾓﾉﾘ

( 11)  2:07:25
( 13)    17:49

土居　孝弘  (36)
ﾄﾞｲ ﾀｶﾋﾛ

( 11)  2:25:24
( 12)    17:59
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2:25:53
 
 
 

高知市役所

田邉　有彦

森田　龍道  (18)
ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾄﾞｳ

(  8)    32:59
(  8)    32:59

千屋　祐太  (25)
ﾁﾔ ﾕｳﾀ

( 13)    43:59
( 17)    11:00

宮下　智彦  (37)
ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾋｺ

( 14)    58:23
( 18)    14:24

戸田　幸一  (49)
ﾄﾀﾞ ｺｳｲﾁ

( 14)  1:12:11
(  9)    13:48

武内　陽平  (34)
ﾀｹｳﾁ ﾖｳﾍｲ

( 14)  1:39:13
(  8)    27:02

古味　俊輔  (52)
ｺﾐ ｼｭﾝｽｹ

( 14)  1:50:48
( 17)    11:35

上澤　拓人  (24)
ｳｴｻﾞﾜ ﾀｸﾄ

( 14)  2:08:33
( 12)    17:45

濱田　聖也  (36)
ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾔ

( 12)  2:25:53
(  8)    17:20
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2:27:00
 
 
 

石田軍団

石田　康博

筒井　智輝  (30)
ﾂﾂｲ ﾄﾓｷ

( 18)    34:30
( 18)    34:30

高橋　靖人  (50)
ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾄ

( 17)    45:04
( 14)    10:34

式地　恭平  (39)
ｼｷｼﾞ ｷｮｳﾍｲ

( 15)    58:26
( 10)    13:22

澤田　拓也  (36)
ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ

( 15)  1:12:41
( 15)    14:15

西峰　　慧  (27)
ﾆｼﾐﾈ ｻﾄﾙ

( 15)  1:40:29
( 12)    27:48

大石　一真  (25)
ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾏ

( 15)  1:51:17
( 14)    10:48

稲垣　譲史  (37)
ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ

( 15)  2:09:16
( 15)    17:59

式地　儀高  (31)
ｼｷｼﾞ ﾖｼﾀｶ

( 13)  2:27:00
( 10)    17:44
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2:27:29
 
 
 

まるＲＣ

山﨑　康平

山﨑　竹丸  (34)
ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ

(  4)    30:51
(  4)    30:51

豊田　明啓  (53)
ﾄﾖﾀ ｱｷﾋﾛ

(  6)    41:36
( 15)    10:45

竹村　高幸  (52)
ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

(  8)    55:47
( 16)    14:11

小松　夢画  (33)
ｺﾏﾂ ﾑｶﾞ

(  9)  1:10:40
( 19)    14:53

松井　康祐  (35)
ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ

( 12)  1:38:26
( 11)    27:46

伊藤　隆裕  (54)
ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

( 13)  1:50:02
( 18)    11:36

幾井　正典  (47)
ｲｸｲ ﾏｻﾉﾘ

( 13)  2:08:17
( 17)    18:15

恒石　卓也  (42)
ﾂﾈｲｼ ﾀｸﾔ

( 14)  2:27:29
( 17)    19:12
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2:27:42
 
 
 

高知ＦＲＣ

下元　寛之

井上　裕貴  (33)
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ

( 17)    34:12
( 17)    34:12

片山　享臣  (35)
ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｵﾐ

( 16)    45:03
( 16)    10:51

久保内幸彦  (36)
ｸﾎﾞｳﾁ ﾕｷﾋｺ

( 16)    58:31
( 11)    13:28

細川　敬太  (40)
ﾎｿｶﾜ ｹｲﾀ

( 16)  1:12:41
( 14)    14:10

野口　博企  (50)
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

( 16)  1:41:13
( 18)    28:32

竹又　正敏  (48)
ﾀｹﾏﾀ ﾏｻﾄｼ

( 16)  1:51:39
( 11)    10:26

岡崎　信介  (40)
ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｽｹ

( 16)  2:09:28
( 13)    17:49

下元　寛之  (53)
ｼﾓﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

( 15)  2:27:42
( 14)    18:14
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2:28:46
 
 
 

高知工科大学

川越　捷平

川越　捷平  (3)21)
ｶﾜｺﾞｴ ｼｮｳﾍｲ

( 11)    33:10
( 11)    33:10

岡田　崇史  (2)20)
ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

(  7)    42:35
(  5)     9:25

橘田　一輝  (3)21)
ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ

(  9)    56:12
( 13)    13:37

上杉　颯大  (2)21)
ｳｴｽｷﾞ ｿｳﾀ

( 11)  1:10:47
( 16)    14:35

柳生　稜介  (3)21)
ﾔｷﾞｭｳ ﾘｮｳｽｹ

( 13)  1:38:48
( 15)    28:01

富永　夢人  (1)19)
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕﾒﾄ

( 10)  1:49:35
( 13)    10:47

佐藤　　光  (3)21)
ｻﾄｳ ｺｳ

( 12)  2:08:12
( 19)    18:37

藤本　悠羽  (3)20)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳ

( 16)  2:28:46
( 19)    20:34
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2:29:17
 
 
 

土佐ＡＣ・Ａ

松岡　保彦

岡本　光正  (44)
ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾏｻ

( 14)    33:54
( 14)    33:54

堀内　建吾  (44)
ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｺﾞ

( 14)    44:15
( 13)    10:21

松岡　睦仁  (42)
ﾏﾂｵｶ ﾑﾂﾋﾄ

( 17)    58:33
( 17)    14:18

曾我部敏一  (49)
ｿｶﾞﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ

( 17)  1:13:08
( 16)    14:35

橋本　裕斗  (35)
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ

( 17)  1:42:33
( 19)    29:25

佐竹　喜延  (58)
ｻﾀｹ ﾖｼﾉﾌﾞ

( 17)  1:53:00
( 12)    10:27

佐竹　基春  (27)
ｻﾀｹ ﾓﾄﾊﾙ

( 17)  2:10:21
(  9)    17:21

遠藤　紀元  (49)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾕｷ

( 17)  2:29:17
( 16)    18:56

18
 
 
 

64
 
 
 

2:29:34
 
 
 

Ｑランナーズ

塩田　隆司

森本　裕也  (39)
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ

( 20)    35:55
( 20)    35:55

犬伏　英樹  (40)
ｲﾇﾌﾞｼ ﾋﾃﾞｷ

( 19)    47:07
( 18)    11:12

江里口　誠  (41)
ｴﾘｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

( 18)  1:00:55
( 15)    13:48

竹田　良太  (46)
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

( 18)  1:14:44
( 10)    13:49

三木　文彦  (40)
ﾐｷ ﾌﾐﾋｺ

( 18)  1:43:11
( 17)    28:27

山田　篤佳  (45)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾖｼ

( 18)  1:53:25
(  9)    10:14

宮崎　裕也  (39)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾔ

( 18)  2:10:54
( 11)    17:29

澤田　　優  (40)
ｻﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ

( 18)  2:29:34
( 15)    18:40

19
 
 
 

6
 
 
 

2:37:10
 
 
 

窪川陸上クラブ

國本　武恒

川上　悠磨  (28)
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾏ

( 16)    34:10
( 16)    34:10

岡島　　翼  (35)
ｵｶｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

( 18)    46:03
( 19)    11:53

國本　武恒  (49)
ｸﾆﾓﾄ ﾀｹﾂﾈ

( 19)  1:01:45
( 22)    15:42

武田　真幸  (37)
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ

( 19)  1:17:06
( 21)    15:21

田向　　仁  (25)
ﾀﾑｺｳ ｼﾞﾝ

( 20)  1:46:55
( 20)    29:49

山崎　綾成  (37)
ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳｾｲ

( 19)  1:58:09
( 16)    11:14

武山　弘周  (24)
ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾁｶ

( 19)  2:16:08
( 15)    17:59

中平　伸幸  (59)
ﾅｶﾋﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

( 19)  2:37:10
( 21)    21:02

20
 
 
 

67
 
 
 

2:40:13
 
 
 

フタガミＲＣ

中平　英志

中平　英志  (28)
ﾅｶﾋﾗ ｴｲｼﾞ

( 19)    34:48
( 19)    34:48

公文　康揮  (30)
ｸﾓﾝ ｺｳｷ

( 20)    47:47
( 22)    12:59

中澤　翔大  (21)
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ

( 20)  1:04:02
( 23)    16:15

益　　陽平  (30)
ﾏｽ ﾖｳﾍｲ

( 20)  1:19:03
( 20)    15:01

西村　拓海  (23)
ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ

( 19)  1:46:55
( 14)    27:52

古谷　謙典  (37)
ﾌﾙﾔ ｹﾝｽｹ

( 20)  1:59:09
( 20)    12:14

伊藝　健人  (35)
ｲｹﾞｲ ｹﾝﾄ

( 20)  2:19:14
( 21)    20:05

中島　風紀  (35)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｷ

( 20)  2:40:13
( 20)    20:59

21
 
 
 

1
 
 
 

2:42:13
 
 
 

四国電力高知

明神　良房

森澤　安倫  (43)
ﾓﾘｻﾜ ﾔｽﾉﾘ

( 21)    36:49
( 21)    36:49

横井　康太  (37)
ﾖｺｲ ｺｳﾀ

( 21)    49:17
( 20)    12:28

掛水　大輔  (29)
ｶｹﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ

( 21)  1:04:33
( 21)    15:16

明神　良房  (61)
ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾖｼﾌｻ

( 21)  1:19:16
( 18)    14:43

三宮　舜斗  (18)
ｻﾝﾉﾐﾔ ｼｭﾝﾄ

( 21)  1:49:39
( 21)    30:23

宮脇　啓臣  (47)
ﾐﾔﾜｷ ｹｲｼﾝ

( 21)  2:03:39
( 22)    14:00

由藤　　遼  (25)
ﾕﾄｳ ﾊﾙｶ

( 21)  2:22:59
( 20)    19:20

竹﨑　良祐  (26)
ﾀｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ

( 21)  2:42:13
( 18)    19:14

22
 
 
 

18
 
 
 

2:58:56
 
 
 

幡多陸上ｸﾗﾌﾞＢ

北川　　正

泉　　千尋  (31)
ｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ

( 23)    37:38
( 23)    37:38

中島　　康  (53)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽ

( 22)    50:15
( 21)    12:37

山本　太郎  (37)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ

( 23)  1:05:26
( 20)    15:11

圓岡　　悠  (30)
ﾏﾙｵｶ ﾕｳ

( 23)  1:25:57
( 23)    20:31

宇都宮朋彦  (46)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄﾓﾋｺ

( 23)  2:01:33
( 23)    35:36

新谷　優司  (19)
ﾆｲﾔ ﾕｳｼ

( 23)  2:14:31
( 21)    12:58

宮地　敏行  (55)
ﾐﾔｼﾞ ﾄｼﾕｷ

( 22)  2:35:14
( 22)    20:43

仮谷　博之  (50)
ｶﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ

( 22)  2:58:56
( 23)    23:42

23
 
 
 

12
 
 
 

2:59:52
 
 
 

土佐ＡＣ・Ｂ

松岡　保彦

倉松　　誠  (51)
ｸﾗﾏﾂ ﾏｺﾄ

( 22)    37:36
( 22)    37:36

細川　博義  (67)
ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ

( 23)    50:40
( 23)    13:04

渡辺　大貴  (30)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ

( 22)  1:05:25
( 19)    14:45

村場　伸也  (51)
ﾑﾗﾊﾞ ｼﾝﾔ

( 22)  1:21:56
( 22)    16:31

稲垣　良平  (43)
ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ

( 22)  1:53:38
( 22)    31:42

西山　貴雄  (57)
ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｵ

( 22)  2:11:45
( 23)    18:07

細木紘一郎  (79)
ﾎｿｷﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

( 23)  2:38:21
( 23)    26:36

前田　進一  (60)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

( 23)  2:59:52
( 22)    21:31

 
 
 

26
 
 
 

DNS
 
 

高知大学

宮本　隆信

久保　光輝  (4)22)
ｸﾎﾞ ｺｳｷ

沖塩　崇史  (4)24)
ｵｷｼｵ ﾀｶﾌﾐ

坂東　新介  (3)22)
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｽｹ

松尾　　要  (2)20)
ﾏﾂｵ ｶﾅﾒ

小笠原　諒  (2)20)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳ

坂井　祐太  (1)18)
ｻｶｲ ﾕｳﾀ

山根　　淳  (1)20)
ﾔﾏﾈ ｼﾞｭﾝ

高田　智弘  (1)19)
ﾀｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ
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DNS
 
 

香美陸上クラブ

小松　公雅

若江　卓恭  (59)
ﾜｶｴ ﾀｶﾕｷ

工藤　晃一  (49)
ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ

小松　公雅  (53)
ｺﾏﾂ ｷﾐﾏｻ

野町　順治  (51)
ﾉﾏﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ

大塚　康由  (44)
ｵｵﾂｶ ﾔｽﾖｼ

時久　政和  (50)
ﾄｷﾋｻ ﾏｻｶｽﾞ

野町　貴弘  (42)
ﾉﾏﾁ ﾀｶﾋﾛ

山田　広資  (43)
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

 
 
 

54
 
 
 

DNS
 
 

第50普通科連隊

中島　健一

中島　健一  (40)
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

高井　銀河  (20)
ﾀｶｲ ｷﾞﾝｶﾞ

橋井　堅吾  (22)
ﾊｼｲ ｹﾝｺﾞ

藤原　斗哉  (22)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｳﾔ

柳生　将宏  (30)
ﾔｷﾞｭｳ ﾏｻﾋﾛ

喜多　勇介  (25)
ｷﾀ ﾕｳｽｹ

横山　竜馬  (20)
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾏ

藤澤　竜彦  (27)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾂﾋｺ

 
 
 

70
 
 
 

DNS
 
 

安芸高校

木村　憲章

木村　陽樹  (1)16)
ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ

小松　彗真  (1)16)
ｺﾏﾂ ｴｲｼﾝ

安田　　練  (1)15)
ﾔｽﾀﾞ ﾚﾝ

山﨑　悠翔  (1)15)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ

北川　直弥  (1)16)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ

長嶋　凛空  (1)16)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｸｳ

小松　賢士  (1)16)
ｺﾏﾂ ｹﾝﾄ

山本　敦輝  (1)16)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ

凡例 NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ *…区間新記録
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2023年1月8日  9時00分スタート

男子一般 駅伝

順位変動表
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

ＧＲｌａｂ四国   1 32 2:08:20 高知農業高校Ａ

高知農業高校Ａ   2 5 2:12:55 ＧＲｌａｂ四国

高知工業高校Ａ   3 15 2:13:10 高知工業高校Ａ

まるＲＣ   4 7 2:16:16 ミロク陸上ｸﾗﾌﾞ

ミロク陸上ｸﾗﾌﾞ   5 22 2:16:19 高知県庁RC

高知県庁RC   6 34 2:17:33 高知農業高校Ｂ

高農ベアーズ   7 33 2:19:22 高農ベアーズ

高知市役所   8 17 2:22:17 幡多陸上ｸﾗﾌﾞＡ

高知農業高校Ｂ   9 42 2:22:25 高知工業高校Ｂ

川北百笑ＲＣ  10 2 2:23:45 川北百笑ＲＣ

高知工科大学  11 25 2:25:24 Bell lap TC

Bell lap TC  12 30 2:25:53 高知市役所

幡多陸上ｸﾗﾌﾞＡ  13 61 2:27:00 石田軍団

土佐ＡＣ・Ａ  14 68 2:27:29 まるＲＣ

高知工業高校Ｂ  15 43 2:27:42 高知ＦＲＣ

窪川陸上クラブ  16 4 2:28:46 高知工科大学

高知ＦＲＣ  17 11 2:29:17 土佐ＡＣ・Ａ

石田軍団  18 64 2:29:34 Ｑランナーズ

フタガミＲＣ  19 6 2:37:10 窪川陸上クラブ

Ｑランナーズ  20 67 2:40:13 フタガミＲＣ

四国電力高知  21 1 2:42:13 四国電力高知

土佐ＡＣ・Ｂ  22 18 2:58:56 幡多陸上ｸﾗﾌﾞＢ

幡多陸上ｸﾗﾌﾞＢ  23 12 2:59:52 土佐ＡＣ・Ｂ
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成績一覧表第75回 高新駅伝競走大会
[コード：22390011]

2023年1月8日 9時0分　スタート

コース : 　県庁前→香南市香我美町岸本(折返)→高須新町→高知市東部総合運動場
[コード：397011]

主　催 : 　NPO法人高知陸上競技協会高知　高知県高等学校体育連盟　高知新聞社
主　管 : 　NPO法人　高知陸上競技協会高知　　　<旧高知マラソン(駅伝)コース>

審 判 長:正木　秀一
記録主任:西本　正拓

男子一般 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 高知農業高校Ａ 2:08:20 大会新

第２位 ＧＲｌａｂ四国 2:12:55

第３位 高知工業高校Ａ 2:13:10

第４位 ミロク陸上ｸﾗﾌﾞ 2:16:16

第５位 高知県庁RC 2:16:19

第６位 高知農業高校Ｂ 2:17:33

第７位 高農ベアーズ 2:19:22

第８位 幡多陸上ｸﾗﾌﾞＡ 2:22:17

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区((10km)) ディビッド グレ ＧＲｌａｂ四国 29:14 区間新

第２区((3km)) 徳田　真珠 高知農業高校Ａ  9:13

第３区((4km)) 中西　唯斗 高農ベアーズ 11:51

第４区((4km)) 濱口　純平 高知農業高校Ａ 11:54

第５区((8km)) 垣本　仁翔 高知農業高校Ａ 24:49

第６区((3km)) 公文　拓翔 高知農業高校Ａ  9:02

第７区((5km)) 安喜　大晟 高知農業高校Ａ 15:38

第８区((5.195km)) 久松　大海 高知県庁RC 15:37 区間新

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 気圧 場所

 9:00 晴れ 4.3℃ 68％ 西 2.5m/s 1023.9hPa

高知市
10:00 晴れ 7.5℃ 57％ 西南西 1.5m/s 1024.4hPa

11:00 晴れ 10.7℃ 45％ 西 1.3m/s 1023.9hPa

12:00 晴れ 11.9℃ 39％ 南西 1.4m/s 1022.6hPa


