
競技会名

期日

陸協名 審判長

主催団体名 記録主任

後援 記録員

競技場名

順位 チーム名

ワカヤマキタ

和歌山北（9）
　2.12.15 　31.29 1 　40.19 1 　1.05.31 1 　1.31.39 1 　1.40.37 1 　1.56.32 1 　2.12.15 1

　31.29 1 　8.50 1 　25.12 1 　26.08 1 　8.58 1 　15.55 1 　15.43 1
ワカヤマコウ

和歌山工（8）

　2.18.03 　32.55 6 　42.13 4 　1.09.13 5 　1.35.32 2 　1.44.59 2 　2.01.36 2 　2.18.03 2

　32.55 6 　9.18 4 　27.00 5 　26.19 2 　9.27 2 　16.37 4 　16.27 3
チベンワカヤマ

智辯和歌山（13）

　2.18.44 　32.51 5 　42.03 3 　1.08.58 3 　1.35.48 3 　1.45.47 3 　2.02.19 4 　2.18.44 3
　32.51 5 　9.12 3 　26.55 4 　26.50 3 　9.59 4 　16.32 3 　16.25 2

ヒダカ

日高（2）
　2.19.13 　33.41 7 　42.51 7 　1.09.05 4 　1.36.03 4 　1.45.51 4 　2.02.17 3 　2.19.13 4

　33.41 7 　9.10 2 　26.14 3 　26.58 4 　9.48 3 　16.26 2 　16.56 4
ミナベ

南部（4）
　2.22.39 　32.12 4 　42.26 6 　1.08.14 2 　1.36.06 5 　1.47.01 5 　2.04.22 5 　2.22.39 5

　32.12 4 　10.14 8 　25.48 2 　27.52 5 　10.55 12 　17.21 7 　18.17 10
カイナン

海南（10）
　2.24.24 　31.52 3 　42.22 5 　1.09.42 6 　1.37.43 6 　1.47.44 6 　2.06.27 6 　2.24.24 6

　31.52 3 　10.30 12 　27.20 6 　28.01 6 　10.01 5 　18.43 13 　17.57 8
ワカヤマショウ

和歌山商（6）
　2.27.07 　33.44 8 　43.52 9 　1.11.48 8 　1.40.41 8 　1.51.23 8 　2.09.39 8 　2.27.07 7

　33.44 8 　10.08 7 　27.56 8 　28.53 8 　10.42 11 　18.16 10 　17.28 5
キオウカンハシモト

紀央館・橋本（15）

　2.27.22 　34.14 9 　43.49 8 　1.11.57 9 　1.40.15 7 　1.50.17 7 　2.08.01 7 　2.27.22 8
　34.14 9 　9.35 5 　28.08 9 　28.18 7 　10.02 6 　17.44 8 　19.21 13

コウヨウトウイン

向陽・桐蔭（14）
　2.29.36 　34.38 11 　45.05 11 　1.13.37 11 　1.42.50 10 　1.53.28 9 　2.11.55 9 　2.29.36 9

　34.38 11 　10.27 10 　28.32 11 　29.13 10 　10.38 10 　18.27 12 　17.41 7
ナガ

那賀（1）
2.30.23 　36.22 13 　46.49 13 　1.15.06 12 　1.45.18 11 　1.55.37 11 2.12.43 11 2.30.23 11

　36.22 13 　10.27 10 　28.17 10 　30.12 11 　10.19 7 17.06 6 17.40 6
タナベ

田辺（3）
　2.31.54 　34.49 12 　45.55 12 　1.13.17 10 　1.42.23 9 　1.55.26 10 　2.13.42 10 　2.31.54 10

　34.49 12 　11.06 14 　27.22 7 　29.06 9 　13.03 13 　18.16 11 　18.12 9
ミノシマ

箕島（7）
2.36.06 　36.56 14 　47.16 14 　1.16.48 13 　1.48.27 12 　1.59.00 12 2.16.54 12 2.36.06 12

　36.56 14 　10.20 9 　29.32 13 　31.39 12 　10.33 9 17.54 9 19.12 12
キンダイワカヤマ

近大和歌山（5）
2.44.49 　34.14 9 　45.01 10 　1.17.08 14 　1.51.06 13 　2.04.38 13 2.23.39 13 2.44.49 13

　34.14 9 　10.47 13 　32.07 14 　33.58 13 　13.32 14 19.01 14 21.10 14
カセダ

笠田（11）
　31.33 2 　41.30 2 　1.10.53 7
　31.33 2 　9.57 6 　29.23 12 10.31 8 16.58 5 18.52 11

ワカヤマキタ

和歌山北OPA（16）

　2.17.45 　31.22 　40.20 　1.07.11 　1.35.13 　1.44.49 　2.00.47 　2.17.45
　31.22 　8.58 　26.51 　28.02 　9.36 　15.58 　16.58

タナベコウ

田辺工（12）
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田中　陽人 (2) 吉田　駿 (2) 岩井　和也 (1) 若野　聖人 (1) 辻本　兼也 (2) 梶本　颯平 (2) 丸岡　昴太郎 (2)

中谷　光佑 (3) 山本　裕士 (1) 新田　真己 (3) 岩崎　稀優 (1) 森脇　翔大 (3) 田端　咲人 (2) 齊藤　貴之 (3)

タナカ　ハルト ヨシダ　シュン イワイ　カズヤ ワカノ　セイト ツジモト　ケンヤ カジモト　ソウヘイ マルオカ　コウタロウ

金丸　雅史 (1) 和田　祥平 (2) 樫本　拓樹 (1) 田中　絋人 (2) 金丸　智史 (2) 三宅　悠太 (2) 井辺　敬太 (1)

ナカタニ　コウスケ ヤマモト　ユウシ ニッタ　マサキ イワサキ　マヒロ モリワキ　ショウタ タバタ　サキト サイトウ　タカユキ

石関　正礼 (3) 大杉　宗平 (3) 豆塚　大地 (1) 中川　響輝 (3) 後和　大陽 (1) 島田　寛也 (1) 清山　和哉 (3)

カナマル　マサシ ワダ　ショウヘイ カシモト　ヒロキ タナカ　ヒロト カナマル　サトシ ミヤケ　ユウタ インベ　ケイタ

林　喜勇 (1) 世儀　綸一朗 (2) 須田　祐斗 (1) 前田　直輝 (2) 成川　純人 (3) 池田　幸幹 (3) 根来　賢太郎 (1)

イシゼキ　マサノリ オオスギ　ソウヘイ マメツカ　ダイチ ナカガワ　ヒビキ ゴワ　タイヨウ シマダ　ヒロヤ キヨヤマ　カズヤ

片山　茂 (1) 森口　翔吏 (1) 田上　勝梧 (1) 山本　涼介 (1) 陸平　拓海 (1) 西　恭平 (1) 中平　悠馬 (1)

ハヤシ　キユウ セギ　リンイチロウ スダ　ユウト マエダ　ナオキ ナリカワ　スミト イケダ　コウキ ネゴロ　ケンタロウ

（桐）森下　清登 (2) （向）福元　一輝 (1) （桐）堀口　昂己 (2) （桐）田端　千紘 (1) （向）児玉　涼太郎 (1) (桐）中野　一星 (1) （向）服部　功雅 (1)

カタヤマ　シゲル モリグチ　ショウリ タノウエ　ショウゴ ヤマモト　リョウスケ リクヒラ　タクミ ニシ　キョウヘイ ナカダイラ　ユウマ

（橋）中上　誠 (2) （橋）西澤　憲生 (2) （橋）下村　俊輝 (2) （紀）松本　稜也 (1) （橋）小畑　翔平 (1) （紀）高芝　颯大 (2) （紀）腰前　順也 (2)

モリシタ　キヨト フクモト　カズキ ホリグチ　コウキ タバタ　チヒロ コダマ　リョウタロウ ナカノ　イッセイ ハットリ　コウガ

水越　陸 (2) 門　大地 (1) 寺下　綱星 (2) 丸山　大輔 (2) 大鋸　海斗 (2) 加島　柊 (2) 栗栖　千空 (2)

ナカウエ　マコト ニシザワ　ケンセイ シモムラ　トシキ マツモト　リョウヤ コバタ　ショウヘイ タカシバ　ソウタ コシマエ　ジュンヤ

三上　諒也 (2) 楠　裕斗 (2) 東本　拓也 (2) 岡田　祐紀 (1) 岩橋　伸明 (1) 根来　昴汰 (1) 小野田　圭杜 (1)

ミズコシ　リク カド　ダイチ テラシタ　コウセイ マルヤマ　ダイスケ オオガ　カイト カシマ　シュウ クリス　チカラ

西野　元喜 (3) 中原　悠人 (1) 中川　裕斗 (2) 西谷　太一 (1) 松葉　竜誠 (2) 田中　絃貴 (3) 栗山　和也 (1)

ミカミ　リョウヤ クス　ユウト ヒガシモト　タクヤ オカダ　ユウキ イワハシ　ノブアキ ネゴロ　コウタ オノダ　ケイト

中嶋　康太 (2) 稲田　悠人 (3) 宮井　康貴 (1) 中山　真大 (1) 荒井　天輝 (1) 湯川　圭祐 (1) 小山　智成 (1)

ニシノ　ゲンキ ナカハラ　ユウト ナカガワ　ヒロト ニシタニ　タイチ マツバ　リュウセイ タナカ　ゲンキ クリヤマ　カズヤ

山崎　寛太 (1) 岡田　朋也 (1) 池本　篤史 (1) 橋本　結登 (1) 川口　拓己 (1) 折口　雄紀 (1) 中野　敢太 (1)

ナカシマ　コウタ イナダ　ユウト ミヤイ　コウキ ナカヤマ　マヒロ アライ　タカキ ユカワ　ケイスケ コヤマ　トモナリ

吉見　侑輔 (1) 岡﨑　大河 (3) 稲田　晃太 (3) 赤澤　拓磨 (3) 樋瀬　翔希 (1) 池坂　朋秀 (3) 須田　諒 (3)

ヤマザキ　カンタ オカダ　トモヤ イケモト　アツシ ハシモト　ユイト カワグチ　タクミ オリクチ　ユウキ ナカノ　カンタ

坂口　博基 (3) 中田　奎人 (3) 家吉　新大 (1) 小久保　星音 (1) 樋瀬　光稀 (3) 川村　大輔 (2) 佐野　智哉 (3)

ヨシミ　ユウスケ オカザキ　タイガ イナダ　コウタ アカザワ　タクマ ヒセ　ショウキ イケサカ　トモヒデ スダ　リョウ

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

サカグチ　ヒロキ ナカタ　ケイト イエヨシ　アラタ コクボ　シオン ヒセ　コウキ カワムラ　ダイスケ サノ　トモヤ

平成２９年度　第６８回男子和歌山県高等学校駅伝競走大会（17301003）
兼全国・近畿高等学校駅伝競走大会県予選会

2017年11月4日

和歌山陸上競技協会 山本　博司

和歌山県高等学校体育連盟 出羽　靖弘

毎日新聞社 酒部　政希

日高川町長子橋・小釜本橋周辺コース


