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男子第70回全国高等学校駅伝競走大会愛媛県予選会

主　催：愛媛県高体連、毎日新聞社松山支局、一般財団法人愛媛陸上競技協会
競技場：西条ひうち折り返しコース
主　管：一般財団法人愛媛陸上競技協会
日付:2019-11-3 最終コール:10:50 競技開始:11:00

愛媛県最高記録(PH)  2時間07分58秒　松山商業高校　H30　京都
　　　　　　　　    　　(千守・久保・木山・巻田・岡田・野村・亀岡）
大　会最高記録(GR)  2時間08分05秒　八幡浜高校　　H25　
　　　　　　　　　     （山本・水沼・井上・福島・松本・久保・濱田）

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km

1 2:07:29 34 新居浜東 原　   秀寿(2) 鈴木　 颯人(1) 吉田　 藍希(2) 眞鍋　 聖良(3) 中矢　 愛斗(2) 森賀　 竜斗(2) 棚野　 奏音(2)
NPH ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾋﾄ ﾖｼﾀﾞ ｱｲｷ ﾏﾅﾍﾞ ｾｲﾗ ﾅｶﾔ ﾏﾅﾄ ﾓﾘｶﾞ ﾘｭｳﾄ ﾀﾅﾉ ｶﾉﾝ
NGR (3) 30:18 (3) 39:09 (4) 1:03:44 (2) 1:28:28 (2) 1:37:17 (1) 1:52:20 (1) 2:07:29

(3) 30:18 (1) 8:51 (3) 24:35 (1) 24:44 (1) 8:49 NSR (2) 15:03 (2) 15:09
2 2:08:12 33 宇和島東 梅崎　   蓮(2) 酒井　 健成(1) 宮岡　 幸大(2) 宮本　 大也(3) 岡野　 裕斗(1) 井上　 寛貴(3) 上甲　 和樹(2)

ｳﾒｻﾞｷ ﾚﾝ ｻｶｲ ﾀｹﾙ ﾐﾔｵｶ ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾔ ｵｶﾉ ﾕｳﾄ ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ ｼﾞｮｳｺｳ ｶｽﾞｷ
(2) 29:25 (2) 38:30 (1) 1:02:55 (1) 1:27:52 (1) 1:37:08 (2) 1:52:42 (2) 2:08:12
(2) 29:25 (4) 9:05 (2) 24:25 NSR (2) 24:57 (2) 9:16 (3) 15:34 (4) 15:30

3 2:08:50 6 今治北 羽藤　 隆成(3) 津本　 優真(1) 浅海　   徹(3) 矢原　 倖瑛(1) 木村   　翔(1) 矢野　 雄大(3) 黒河　 光貴(3)
ﾊﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ ｱｻｳﾐ ﾄｵﾙ ﾔﾊﾗ ｺｳｴｲ ｷﾑﾗ ｼｮｳ ﾔﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ｸﾛｶﾜ ｺｳｷ
(1) 29:23 (1) 38:25 (2) 1:03:30 (4) 1:29:25 (4) 1:38:55 (3) 1:53:45 (3) 2:08:50

(1) 29:23 NSR (3) 9:02 (4) 25:05 (4) 25:55 (5) 9:30 (1) 14:50 (1) 15:05
4 2:09:14 12 松山商業 巻田　 理空(3) 沖　 勘太郎(1) 久保　 昇陽(3) 大谷　   翼(2) 堀江　 峻介(2) 久保　 貴大(2) 亀岡　   寛(2)

ﾏｷﾀ ﾘｸ ｵｷ ｶﾝﾀﾛｳ ｸﾎﾞ ｼｮｳﾖｳ ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ ｶﾒｵｶ ﾋﾛﾑ
(4) 30:19 (4) 39:16 (3) 1:03:39 (3) 1:28:46 (3) 1:38:04 (4) 1:53:58 (4) 2:09:14
(4) 30:19 (2) 8:57 (1) 24:23 NSR (3) 25:07 (3) 9:18 (4) 15:54 (3) 15:16

5 2:16:06 32 八幡浜 本田　 寛喜(2) 白石　 幸誠(1) 山田 蒼志郎(3) 菊池　 琉仁(2) 橡木　 雄大(1) 阿部　 魁斗(1) 城戸　 友輔(1)
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ ｼﾗｲｼ ｺｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼﾛｳ ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ ﾄﾁｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｱﾍﾞ ｶｲﾄ ｷﾄﾞ ﾕｳｽｹ
(6) 32:06 (6) 41:44 (5) 1:07:49 (5) 1:34:04 (5) 1:43:52 (5) 2:00:07 (5) 2:16:06
(6) 32:06 (7) 9:38 (5) 26:05 (5) 26:15 (7) 9:48 (5) 16:15 (6) 15:59

6 2:17:19 13 松山工業 岡田 康斗士(3) 長田　 湧大(2) 鴨頭　 俊志(1) 千葉　 聡理(2) 上岡　 龍晟(2) 和泉 才志朗(3) 谷泉　 幸治(3)
ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾄｼ ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾓｶﾞｼﾗ ﾀｶｼ ﾁﾊﾞ ｻﾄﾘ ｳｴｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｲｽﾞﾐ ｻｲｼﾛｳ ﾀﾆｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ
(8) 33:16 (8) 42:36 (7) 1:09:00 (6) 1:35:17 (6) 1:45:03 (6) 2:01:34 (6) 2:17:19
(8) 33:16 (6) 9:20 (6) 26:24 (6) 26:17 (6) 9:46 (7) 16:31 (5) 15:45

7 2:19:19 14 新田 松浦　 礼穏(3) 知念   　凛(2) 髙本　   優(3) 牧野　 拓未(2) 沖野　   旭(1) 水津　 悠斗(1) 西原　 覇月(1)
ﾏﾂｳﾗ ﾚｵﾝ ﾁﾈﾝ ﾘﾝ ﾀｶﾓﾄ ﾕｳ ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ ｵｷﾉ ｱｻﾋ ｽｲﾂﾞ ﾕｳﾄ ﾆｼﾊﾗ ﾊﾂｷ
(5) 31:35 (5) 41:13 (6) 1:08:21 (7) 1:36:10 (7) 1:45:32 (7) 2:02:00 (7) 2:19:19
(5) 31:35 (7) 9:38 (7) 27:08 (8) 27:49 (4) 9:22 (6) 16:28 (8) 17:19

8 2:24:00 29 南宇和 菅原　   黎(3) 中川　 大智(3) 大森　   宗(1) 浅海　 迅平(1) 中平   青空(2) 玉田   　迅(2) 後藤　 大和(1)
ｽｶﾞﾊﾗ ﾚｲ ﾅｶｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ｵｵﾓﾘ　ｿｳ ｱｻｳﾐ　ｼﾞﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾋﾗ ｿﾗ ﾀﾏﾀﾞ　ｼﾞﾝ ｺﾞﾄｳ　ﾔﾏﾄ
(9) 34:15 (9) 43:30 (8) 1:11:31 (8) 1:39:05 (8) 1:49:48 (8) 2:07:32 (8) 2:24:00
(9) 34:15 (5) 9:15 (8) 28:01 (7) 27:34 (8) 10:43 (8) 17:44 (7) 16:28

9 2:28:30 30 今治西 長井　 尊将(1) 村上　 晋平(1) 渡部　   凜(2) 松浦　 佑真(2) 高井　 啓行(2) 山下　 海渡(1) 豊嶋　 憲人(2)
ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾄ ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾍﾟｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾏ ﾀｶｲ ﾋﾛﾕｷ ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ ﾄﾖｼﾏ ｹﾝﾄ
(7) 32:25 (7) 42:23 (9) 1:11:59 (9) 1:41:14 (9) 1:52:09 (9) 2:10:51 (9) 2:28:30
(7) 32:25 (9) 9:58 (9) 29:36 (9) 29:15 (9) 10:55 (9) 18:42 (9) 17:39

OPN 2:32:46 100 今東･今南･三島 西原　 琢生(3) 大野　 眞己(1) 柏井　 大樹(2) 松井　 弥陸(1) 宮内   　凌(1) 岡山　 一威(3) 平野　 太一(1)
ﾆｼﾊﾗ ﾀｸﾐ ｵｵﾉ ﾏｻｷ ｶｼﾜｲ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｲ ﾐﾛｸ ﾐﾔｳﾁ ﾘｮｳ ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞｲ ﾋﾗﾉ ﾀｲﾁ

(OPN) 36:02 (OPN) 46:17 (OPN) 1:17:25 (OPN) 1:45:48 (OPN) 1:56:56 (OPN) 2:15:12 (OPN) 2:32:46
(OPN) 36:02 (OPN) 10:15 (OPN) 31:08 (OPN) 28:23 (OPN) 11:08 (OPN) 18:16 (OPN) 17:34

OPN 2:33:08 101 内子･八工 矢野　 航大(2) 藤岡　   稜(2) 竹本　 悠真(1) 橘　   要太(2) 濵松　 海響(1) 徳丸　 幸汰(1) 頼本　   陸(3)
ﾔﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ ﾀｹﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｳﾀ ﾊﾏﾏﾂ ｳｷｮｳ ﾄｸﾏﾙ ｺｳﾀ ﾖﾘﾓﾄ ﾘｸ

(OPN) 35:36 (OPN) 45:21 (OPN) 1:15:35 (OPN) 1:45:53 (OPN) 1:56:41 (OPN) 2:14:49 (OPN) 2:33:08
(OPN) 35:36 (OPN) 9:45 (OPN) 30:14 (OPN) 30:18 (OPN) 10:48 (OPN) 18:08 (OPN) 18:19

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km

区間記録 安永　淳一  坂本　祐樹  大内　宏樹  井上　太郎  清川　　的  馬越　直也  秦　　将吾  
松山商業    南宇和      松山商業    八幡浜      今治北      今治北      今治北      

29:24  8:43 24:32 24:34  8:52 14:41 14:55

新居浜東は初優勝

NGR:大会最高記録/ OPN:オープン参加/ NPH:愛媛県高校最高記録/ NSR…区間新記録


