
成績一覧表第６８回全但高等学校駅伝競走大会
[コード：17282116]

2017年10月21日 10時0分　スタート

競技場:出石～小野 折返しコース
[コード：]

主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
後援:豊岡市　豊岡市教育委員会　神戸新聞社

審 判 長:中村    暁
記録主任:勝丸  大槻

男子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 豊岡 2:27:19

第２位 豊岡総合 2:27:44

第３位 村岡 2:31:44

第４位 香住 2:36:13

第５位 八鹿 2:37:00

第６位 浜坂 2:37:24

第７位 生野 2:44:29

第８位 出石 2:46:20

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10km) 澤吉  克哉(3) 豊岡総合 33:35

第２区(3km) 塚原  啓太(1) 豊岡  9:58

第３区(8.1075km) 斉藤    諒(2) 豊岡総合 27:37

第４区(8.0875km) 高階  学士(1) 豊岡総合 29:06

第５区(3km) 中嶋    佑(1) 豊岡 10:05

第６区(5km) 三木  天慈(2) 豊岡 17:32

第７区(5km) 福井  雄斗(1) 豊岡 17:33

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

10:00 曇り 17.6℃ 71％ 北 0.1m/s

10:05 曇り 17.9℃ 69％ 北 0.0m/s

11:48 雨 17.6℃ 82％ 北 0.1m/s

12:59 雨 17.9℃ 78％ 東 0.3m/s



第６８回全但高等学校駅伝競走大会

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
10km 3km 8.1075km 8.0875km 3km 5km 5km

1 2:27:19 9 豊岡 岸本  一輝(1) 塚原  啓太(1) 尾﨑  高志(2) 澤本  丈弥(2) 中嶋    佑(1) 三木  天慈(2) 福井  雄斗(1)
ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾂｶﾊﾗ ｹｲﾀ ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ ｻﾜﾓﾄ ｼﾞｮｳﾔ ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ ﾐｷ ﾃﾝｼﾞ ﾌｸｲ ﾕｳﾄ
(2) 33:50 (2) 43:48 (2) 1:12:18 (2) 1:42:09 (2) 1:52:14 (1) 2:09:46 (1) 2:27:19
(2) 33:50 (1) 9:58 (2) 28:30 (3) 29:51 (1) 10:05 (1) 17:32 (1) 17:33

2 2:27:44 10 豊岡総合 澤吉  克哉(3) 鴫畑  奈生(2) 斉藤    諒(2) 高階  学士(1) 木多見隆太(1) 長谷川竜太(2) 宮本斗生嗣(2)
ｻﾜﾖｼ ｶﾂﾔ ｼｷﾞﾊﾀ ﾅｵ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾀｶｼﾅ ﾏﾅﾄ ｷﾀﾐ ﾘｭｳﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ﾐﾔﾓﾄ ﾄｷﾂｸﾞ
(1) 33:35 (1) 43:47 (1) 1:11:24 (1) 1:40:30 (1) 1:51:13 (2) 2:09:55 (2) 2:27:44
(1) 33:35 (2) 10:12 (1) 27:37 (1) 29:06 (3) 10:43 (4) 18:42 (5) 17:49

3 2:31:44 12 村岡 森岡    岳(2) 中村  駿佑(2) 上田  庸平(1) 西垣  和真(3) 木谷  育大(2) 藤村  海都(2) 塚本  諒平(1)
ﾓﾘｵｶ ｶﾞｸ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｳｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ ﾆｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ ｷﾀﾆ ﾅﾘﾀ ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｲﾄ ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ
(3) 35:22 (3) 45:49 (3) 1:15:09 (3) 1:44:58 (3) 1:55:38 (3) 2:13:56 (3) 2:31:44
(3) 35:22 (3) 10:27 (3) 29:20 (2) 29:49 (2) 10:40 (2) 18:18 (4) 17:48

4 2:36:13 13 香住 岡本  賢治(1) 田中龍之介(1) 茨    直輝(2) 室井  翔太(3) 吉野  寿樹(2) 濱戸  佑真(2) 宮脇  耀翠(1)
ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾊﾞﾗ ﾅｵｷ ﾑﾛｲ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾉ ﾄｼｷ ﾊﾏﾄ ﾕｳﾏ ﾐﾔﾜｷ ﾖｳｽｲ
(5) 35:56 (5) 47:27 (5) 1:17:52 (5) 1:48:03 (5) 1:59:57 (5) 2:18:37 (4) 2:36:13
(5) 35:56 (8) 11:31 (6) 30:25 (4) 30:11 (8) 11:54 (3) 18:40 (2) 17:36

5 2:37:00 3 八鹿 谷口  真大(2) 村上    輝(1) 嘉屋  碧輝(1) 松本  知樹(1) 長島    蓮(1) 愛原  唯楓(2) 伊達  颯真(2)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ ｶﾔ ｱｵｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ ﾅｶﾞｼﾏ ﾚﾝ ｱｲﾊﾗ ｲﾌﾞｷ ﾀﾞﾃ ｿｳﾏ
(4) 35:28 (4) 46:48 (4) 1:16:49 (4) 1:47:49 (4) 1:59:24 (4) 2:18:25 (5) 2:37:00
(4) 35:28 (7) 11:20 (5) 30:01 (6) 31:00 (6) 11:35 (7) 19:01 (6) 18:35

6 2:37:24 14 浜坂 田中    遥(2) 山本  陸斗(2) 牧谷  亮希(1) 松岡  拓斗(2) 加藤  優翔(2) 村尾  勇真(2) 諸道  貫太(2)
ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸﾄ ﾏｷﾀﾆ ﾘｮｳｷ ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾄ ｶﾄｳ ﾕｳﾄ ﾑﾗｵ ﾕｳﾏ ﾓﾛﾐﾁ ｶﾝﾀ
(8) 37:34 (7) 48:14 (6) 1:18:14 (6) 1:48:42 (6) 2:00:30 (6) 2:19:48 (6) 2:37:24
(8) 37:34 (5) 10:40 (4) 30:00 (5) 30:28 (7) 11:48 (8) 19:18 (2) 17:36

7 2:44:29 1 生野 松本  寛生(1) 白岩  大空(3) 和田    響(2) 横田    楓(2) 尾﨑  達也(2) 上山  智也(2) 藤原  一平(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝｾｲ ｼﾗｲﾜ ﾋﾛﾀｶ ﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾖｺﾀ ｶｴﾃﾞ ｵｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ｳｴﾔﾏ ﾄﾓﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯﾍﾟｲ
(9) 38:53 (9) 50:08 (9) 1:22:25 (9) 1:54:38 (8) 2:05:54 (7) 2:24:36 (7) 2:44:29
(9) 38:53 (6) 11:15 (8) 32:17 (8) 32:13 (4) 11:16 (4) 18:42 (8) 19:53

8 2:46:20 7 出石 山本  悠真(3) 近藤  大樹(3) 大谷    響(3) 岡田  真一(3) 川原  和也(3) 森垣  詠太(2) 西田  光紀(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾀﾆ ﾋﾋﾞｷ ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ ﾓﾘｶﾞｷ ｴｲﾀ ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ
(6) 37:28 (6) 47:57 (7) 1:20:16 (7) 1:53:32 (7) 2:05:43 (8) 2:26:05 (8) 2:46:20
(6) 37:28 (4) 10:29 (9) 32:19 (9) 33:16 (10) 12:11 (9) 20:22 (9) 20:15

9 2:48:00 11 近畿大豊岡 岡坂宗一郎(2) 和田    剛(2) 平尾  優太(1) 田村  隆翔(1) 森口  都生(2) 芝  慎太郎(2) 森下  陽斗(1)
ｵｶｻｶ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ ﾋﾗｵ ﾕｳﾀ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾄ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾄｷ ｼﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾄ
(7) 37:33 (8) 49:35 (8) 1:21:03 (8) 1:54:20 (9) 2:06:19 (9) 2:28:21 (9) 2:48:00
(7) 37:33 (10) 12:02 (7) 31:28 (10) 33:17 (9) 11:59 (10) 22:02 (7) 19:39

10 2:59:10 2 和田山 片岡    凌(1) 東垣  颯真(2) 中島  和輝(1) 松原  大翔(1) 石田  路偉(1) 和田  朋也(2) 松田  偉吹(1)
ｶﾀｵｶ ﾘｮｳ ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｿｳﾏ ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ ｲｼﾀﾞ ﾛｲ ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
(10) 43:40 (10) 55:41 (10) 1:35:42 (10) 2:07:35 (10) 2:19:08 (10) 2:38:01 (10) 2:59:10
(10) 43:40 (9) 12:01 (10) 40:01 (7) 31:53 (5) 11:33 (6) 18:53 (10) 21:09

主催:兵庫県高等学校体育連盟但馬支部
競技場:出石～小野 折返しコース
後援:豊岡市　豊岡市教育委員会　神戸新聞社
日付:2017-10-21 最終コール:9:50 競技開始:10:00
大会記録          ２時間１７分１３秒  （生   野）　1992年

総合成績



第 61 回 兵庫県高等学校総合体育大会 
第 68 回 全但高等学校駅伝競走大会 兼 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選 
 
区間成績（男子） 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

主催  ： 兵庫県高等学校体育連盟  

主管  ： 兵庫県高等学校体育連盟 但馬支部 

後援  ： 豊岡市・豊岡市教育委員会・神⼾新聞社 

総務  ： 一柳 昌孝 

審判⻑ ： 中村 暁 

記録主任： 勝丸 大規 

コース ： 出石〜小野折り返しコース 

日時  ：平成 29 年 10 月 21 日（土） 



 


