
成績一覧表第73 全国高等学校駅伝競走大会・第34回 全国高等学校女子駅伝競走大会
[コード：22391003]

2022年11月6日 10時0分　スタート

コース : 　高知市東部総合運動場周回コース(H27.11～)
[コード：397000]

主　催 : 　毎日新聞社高知支局　　高知県高等学校体育連盟
主　管 : 　高知陸上競技協会

審 判 長:中山　正久
記録主任:西本　正拓

男子高校 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 高知農業 2:08:57 大会新

第２位 高知工業 2:10:39

第３位 高知中央 2:19:00

第４位 安芸 2:25:54

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10km) 長﨑　海弥  (3) 高知農業 30:27

第２区(3km) 木村　　響  (1) 高知工業  8:52

第３区(8.1075km) 中尾　晟皐  (3) 高知農業 24:56

第４区(8.0875km) ディビッドグレ  (3) 高知中央 24:52 区間新

第５区(3km) 栗生　　翼  (2) 高知農業  8:51 区間新

第６区(5km) 濱口　純平  (3) 高知農業 15:23

第７区(5km) 伊藤　裕也  (1) 高知農業 15:14

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

10:00 室内 19.0℃ 48％ 西 1.3m/s

高知市東部総合運動場11:00 室内 19.6℃ 45％ 南南東 1.9m/s

12:00 室内 20.5℃ 38％ 東南東 1.3m/s



2022年11月6日 10時00分スタート

男子高校 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
8.1075km

第４区
8.0875km

第５区
3km

第６区
5km

第７区
5km

 白石　翔馬　(3)
 高知中央　#72R3
   30:26

 和泉　　碧　(3)
 高知工業　 #721R3
    8:51

 ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ (1)
 高知中央　 #71R2
   23:54

 池田　亜久里(2)
 高知農業　 #66H27
   25:18

 門田　篤幸　(3)
 高知農業　 #71R2
    8:53

 山岡　　秀　(3)
 高知農業　 #72R3
   15:11

 永田　政也　(3)
 高知中央　 #71R2
   15:09

1
 
 
 

11
 
 
 

2:08:57
NGR
 
 

高知農業 長﨑　海弥  (3)
ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾔ
(  1)    30:27
(  1)    30:27

公文　拓翔  (3)
ｸﾓﾝ ﾋﾛﾄ
(  1)    39:22
(  2)     8:55

中尾　晟皐  (3)
ﾅｶｵ ｾｲｺｳ
(  1)  1:04:18
(  1)    24:56

垣本　仁翔  (3)
ｶｷﾓﾄ ﾏｻﾄ
(  1)  1:29:29
(  2) *  25:11

栗生　　翼  (2)
ｸﾘｳ ﾂﾊﾞｻ
(  1)  1:38:20
(  1) *   8:51

濱口　純平  (3)
ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
(  1)  1:53:43
(  1)    15:23

伊藤　裕也  (1)
ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ
(  1)  2:08:57
(  1)    15:14

2
 
 
 

18
 
 
 

2:10:39
 
 
 

高知工業 髙石　　樹  (1)
ﾀｶｲｼ ｲﾂｷ
(  2)    30:50
(  2)    30:50

木村　　響  (1)
ｷﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ
(  2)    39:42
(  1)     8:52

田辺　真咲  (3)
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ
(  2)  1:04:42
(  2)    25:00

西内　祐仁  (1)
ﾆｼｳﾁ ﾕｳｼﾞﾝ
(  2)  1:30:29
(  3)    25:47

武田　一晟  (3)
ﾀｹﾀﾞ ｲｯｾｲ
(  2)  1:39:34
(  2)     9:05

前島　志音  (3)
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｵﾝ
(  2)  1:55:08
(  2)    15:34

小松　　睦  (3)
ｺﾏﾂ ﾑﾂ
(  2)  2:10:39
(  2)    15:31

3
 
 
 

15
 
 
 

2:19:00
 
 
 

高知中央 永田　　梁  (1)
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳ
(  3)    31:07
(  3)    31:07

永田　大空  (3)
ﾅｶﾞﾀ ﾏﾅﾄ
(  3)    42:41
(  8)    11:34

三谷　海斗  (3)
ﾐﾀﾆ ｶｲﾄ
(  3)  1:09:30
(  3)    26:49

ディビッドグレ  (3)

ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾚ
(  3)  1:34:22
(  1) *  24:52

沖村　昂來  (1)
ｵｷﾑﾗ ｺｳｷ
(  3)  1:45:23
(  7)    11:01

清藤　凌太  (3)
ｷﾖﾄｳ ﾘｮｳﾀ
(  3)  2:02:16
(  5)    16:53

菱田　琉成  (2)
ﾋｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
(  3)  2:19:00
(  4)    16:44

4
 
 
 

6
 
 
 

2:25:54
 
 
 

安芸 木村　陽樹  (1)
ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ
(  4)    33:50
(  7)    33:50

山﨑　悠翔  (1)
ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾄ
(  4)    44:15
(  7)    10:25

小松　賢士  (1)
ｺﾏﾂ ｹﾝﾄ
(  4)  1:12:15
(  5)    28:00

北川　直弥  (1)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ
(  4)  1:39:58
(  6)    27:43

長嶋　凛空  (1)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｸ
(  4)  1:51:42
(  8)    11:44

山本　敦輝  (1)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ
(  4)  2:08:27
(  4)    16:45

安田　　錬  (1)
ﾔｽﾀﾞ ﾚﾝ
(  4)  2:25:54
(  6)    17:27

OPN
 
 
 

60
 
 
 

2:17:46
 
 
 

高知農業Ｂ 松田　拓真  (2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ
(OPN)    32:25
(  5)    32:25

吉良　祐人  (3)
ｷﾗ ﾋﾛﾄ
(OPN)    42:00
(  3)     9:35

島内　翔也  (3)
ｼﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾔ
(OPN)  1:09:08
(  4)    27:08

江口　誠悟  (3)
ｴｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ
(OPN)  1:35:27
(  4)    26:19

中平　啓太  (1)
ﾅｶﾋﾗ ｹｲﾀ
(OPN)  1:45:04
(  4)     9:37

吉岡　和之  (2)
ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ
(OPN)  2:01:42
(  3)    16:38

前田　充翔  (1)
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾄ
(OPN)  2:17:46
(  3)    16:04

OPN
 
 
 

64
 
 
 

2:30:30
 
 
 

高知工業Ｃ 竹村　海人  (1)
ﾀｹﾑﾗ ｶｲﾄ
(OPN)    35:16
(  8)    35:16

足達　優守  (2)
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ
(OPN)    45:36
(  6)    10:20

高野　晃嘉  (1)
ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ
(OPN)  1:16:05
(  8)    30:29

松村　颯真  (2)
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾏ
(OPN)  1:44:50
(  7)    28:45

吉永　晋二  (2)
ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ
(OPN)  1:55:39
(  6)    10:49

阿佐　一刀  (2)
ｱｻ ｲｯﾄｳ
(OPN)  2:13:16
(  7)    17:37

藤田　真登  (3)
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ
(OPN)  2:30:30
(  5)    17:14

OPN
 
 
 

100
 
 
 

2:27:04
 
 
 

合同 大和田　春  (2)
ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙ
(OPN)    31:52
(  4)    31:52

橋詰　暁伸  (2)
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾉﾌﾞ
(OPN)    41:28
(  4)     9:36

森　　奏太  (2)
ﾓﾘ ｿｳﾀ
(OPN)  1:10:49
(  7)    29:21

園田　倭苑  (3)
ｿﾉﾀﾞ ﾜｵﾝ
(OPN)  1:40:53
(  8)    30:04

川村　祐貴  (1)
ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ
(OPN)  1:50:39
(  5)     9:46

坂本　勝輝  (3)
ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ
(OPN)  2:08:11
(  6)    17:32

國則　昂太  (1)
ｸﾆﾉﾘ ｺｳﾀ
(OPN)  2:27:04
(  7)    18:53

OPN
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高知工業Ｂ 宮地　大暉  (3)
ﾐﾔｼﾞ ﾀﾞｲｷ
(OPN)    32:42
(  6)    32:42

立野　　陽  (1)
ﾀﾁﾉ ﾊﾙ
(OPN)    42:27
(  5)     9:45

長岡　颯太  (2)
ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ
(OPN)  1:11:16
(  6)    28:49

辻　　信希  (1)
ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞｷ
(OPN)  1:38:41
(  5)    27:25

津田翔太郎  (3)
ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
(OPN)  1:48:03
(  3)     9:22

上田　尚詠  (2)
ｳｴﾀ ｼｮｳｴｲ

      !       

林　　優成  (1)
ﾊﾔｼ ﾕｲ

      S       

凡例 NGR:大会新記録/ OPN:オープン参加/ *…区間新記録/ !…区間未完走/ S…区間未発走


