
　

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区

8km 3km 5km 5km 5km

森　丈二(2) 林　優成(2) 上藤　蓮斗(1) 矢上　嵩護(2) 西田　龍希亜(1)

ﾓﾘ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾊﾔｼ ﾕｳｾｲ ｶﾐﾌｼﾞ ﾚﾝﾄ ﾔｶﾞﾐ ｼｭｳｺﾞ ﾆｼﾀﾞ ﾙｷｱ

24:52.20 09:23.97 16:07.38 16:06.59 15:58.71

（1） （1） （3） （1） （1）

國安　一翔(2) 松本　葵(1) 中川　比呂(1) 伊藤　郁哉(2) 髙木　瑛冬(1)

ｸﾆﾔｽ ｲｯﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛ ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ ﾀｶｷﾞ ｱｷﾄ

24:58.93 09:34.71 15:48.67 17:07.25 16:30.98

（2） （2） （1） （4） （2）

市場　優友(2) 近藤　煌英(1) 木内　翔梧(1) 井内　琉光(2) 中野　堅斗(2)

ｲﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｴｲ ｷﾉｳﾁ ｼｮｳｺﾞ ｲﾉｳﾁ ﾘｭｳｺｳ ﾅｶﾉ ｹﾝﾄ

27:01.03 09:50.13 15:57.05 16:20.28 16:42.82

（5） （5） （2） （2） （4）

藤　柾貴(2) 五味　瑞貴(1) 池内　渉平(2) 勝浦　暖真(1) 福島　翼(1)

ﾌｼﾞ ﾏｻﾀｶ ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ ｲｹｳﾁ ｼｮｳﾍｲ ｶﾂｳﾗ ﾊﾙﾏ ﾌｸｼﾏ ﾂﾊﾞｻ

26:41.93 09:42.62 16:29.58 16:30.72 16:31.93

（4） （3） （4） （3） （3）

大向　賢志郎(2) 川瀬　弦大(2) 池添　真生(2) 三木　碧已(2) 北濱　大騎(2)

ｵｵﾑｶｲ ｹﾝｼﾛｳ ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀ ｲｹｿﾞｴ ﾏｵ ﾐｷ ｱｵｲ ｷﾀﾊﾏ ﾀｲｷ

DNF 26:19.24 09:49.40 18:50.74 DNS DNS

（3） （4） （5）

中村　亮介(2) 熊澤　悠馬(1) 後藤　壮(1) 白菊　力也(1) 吉本　大樹(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｺﾞﾄｳ ｿｳ ｼﾗｷﾞｸ ﾘｷﾔ ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

OPN 27:11.92 10:05.75 16:04.91 16:56.60 17:06.28

OPN OPN OPN OPN OPN

外磯　蓮(2) 瀧上　凌(1) ⾧井　智史(2) 森内　迅(1) 西内　晃翔(1)

ﾄﾉｲｿ ﾚﾝ ﾀｷｳｴ ﾘｮｳ ﾅｶﾞｲ ｻﾄｼ ﾓﾘｳﾁ ｼﾞﾝ ﾆｼｳﾁ ｱｷﾄ

OPN 26:42.12 11:04.03 18:12.88 18:57.68 DNS

DNF OPN OPN OPN OPN OPN

平尾　快(2) 田岡　暁(1) 村上　文崇(2) 赤澤　治弥(1) 篠原　想生(2)

ﾋﾗｵ ｶｲ ﾀｵｶ ｱｷﾗ ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾀｶ ｱｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ ｼﾉﾊﾗ ｿｳｲ

OPN 25:23.57 09:49.69 DNS 17:04.52 DNS

DNF OPN OPN OPN OPN OPN

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区

8km 3km 5km 5km 5km

記録主任:鈴木　有二

審 判 ⾧:近藤　清司

2021年2月6日 11時00分

6 6 鳴門B

4 1 徳島科技

5 3 徳島北

3 4 小松島西
1時間25分51秒31

1時間24分00秒54

5 鳴門
1時間22分28秒85

2 2 つるぎ

会場:鳴門・大塚スポーツパーク第２陸上競技場

男子　総合成績
男子第 64 回・女子第 28 回徳島県高等学校新人駅伝競走大会

8 8 富岡東・城東・脇町

記録

1時間27分25秒46

1時間25分56秒78

順位 No. チーム

1

※総合記録は、各区間ごとのトラックレースの合計による。

7 7 海部・富岡西・小松島



記録 第1区 第2区 第3区 第4区

ｺﾒﾝﾄ 5km 3km 3km 3km

松谷　里緒(1) 蛇目　璃香子(2) 吉岡　小都里(2) 吉岡　なみな(2)

ﾏﾂﾀﾆ ﾘｵ ｼﾞｬﾉﾒ ﾘｶｺ ﾖｼｵｶ ｺﾄﾘ ﾖｼｵｶ ﾅﾐﾅ

17:52.95 10:53.23 10:44.68 10:53.98

（1） （2） （1） （1）

大西　友菜(1) 石井　愛理(2) 奥谷　実優(1) 髙橋　知世(1)

ｵｵﾆｼ ﾕｳﾅ ｲｼｲ ｱｲﾘ ｵｸﾀﾆ ﾐｳ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖ

18:36.24 10:42.81 11:38.04 12:46.10

（3） （1） （2） （2）

近藤　陽菜(1) 小山　璃奈(1) 齋藤　明日美(1) 前川　和夏(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ ｺﾔﾏ ﾘﾅ ｻｲﾄｳ ｱｽﾐ ﾏｴｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ

17:53.85 11:51.61 12:33.06 13:21.30

（2） （3） （3） （3）

濱田　愛子(2) 塩田　結万(1) 住登　希成(1) 松家　和花(1)

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲｺ ｼｵﾀ ﾕﾏ ｽﾐﾄ ｷﾅﾘ ﾏﾂｶ ﾖﾘｶ

19:52.93 12:39.17 12:41.70 13:38.41

（4） （4） （4） （4）

仲田　鈴(2) 一上　莉里奈(1) 湯浅　若葉(1) 湯浅　初音(1)

ﾅｶﾀ ﾘﾝ ｲﾁｶﾐ ﾘﾘﾅ ﾕｱｻ ﾜｶﾊﾞ ﾕｱｻ ﾊﾂﾈ

DNS DNS DNS DNS DNS

萱谷　結衣(1) 岡本　朝妃(2) 阿部　みちる(1) 岡本　寧々(1)

ｶﾔﾀﾆ ﾕｲ ｵｶﾓﾄ ｱｻﾋ ｱﾍﾞ ﾐﾁﾙ ｵｶﾓﾄ　ﾈﾈ

DNS DNS DNS DNS DNS

戎田　夏子(2) 井上　陽和(2) 髙内　結菜(1) 佐藤　安里紗(2)

ｴﾋﾞｽﾀﾞ ﾅﾂｺ ｲﾉｳｴ ﾋﾖﾘ ﾀｶｳﾁ ﾕｲﾅ ｻﾄｳ ｱﾘｻ

OPN DNF DNS DNS DNS

DNF OPN OPN OPN OPN

第１区 第２区 第３区 第４区

5km 3km 3km 3km

女子　総合成績
男子第 64 回・女子第 28 回徳島県高等学校新人駅伝競走大会

2021年2月6日 13時00分

審 判 ⾧:近藤　清司

記録主任:鈴木　有二

会場:鳴門・大塚スポーツパーク第２陸上競技場

順位 No. チーム

1 6 鳴門
0時間50分24秒84

2 5 徳島北

3 3 城ノ内中等・高
0時間55分39秒82

0時間53分43秒19

4 4 城南

5 1 富岡東

0時間58分52秒21

※総合記録は、各区間ごとのトラックレースの合計による。

6 2 小松島西

7 7 鳴門B


