
成績一覧表第７１回全但高等学校駅伝競走大会
[コード：20282116]

2020年10月24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:日和  裕統

男子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 八鹿 2:22:33

第２位 豊岡 2:23:41

第３位 豊岡総合 2:28:20

第４位 村岡 2:31:02

第５位 和田山 2:37:14

第６位 香住 2:39:55

第７位 出石 2:42:39

第８位 浜坂 2:42:45

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10km) 山口    凜(2) 八鹿 33:31

第２区(3km) 和田  颯太(2) 近畿大豊岡  9:53

第３区(8.1075km) 遠池  悠貴(2) 豊岡 26:49

第４区(8.0875km) 福井    峻(1) 八鹿 28:05

第５区(3km) 谷口  真貴(3) 八鹿  9:38

第６区(5km) 大谷誠士郎(1) 豊岡 16:29

第７区(5km) 岩本    真(2) 豊岡 16:34

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

10:00 晴れ 22.0℃ 35％ 北 0.0m/s

13:00 曇り 21.0℃ 30％ 西北西 1.7m/s



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 2:22:33 3 八鹿 山口    凜(2) 廣瀬  創大(1) 岡田  颯星(1) 福井    峻(1) 谷口  真貴(3) 足立  貴昭(2) 野田  陸斗(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ ﾋﾛｾ ｿｳﾀ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾌｸｲ ｼｭﾝ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｱｷ ﾉﾀﾞ ﾘｸﾄ
(1) 33:31 (1) 43:38 (1) 1:11:08 (1) 1:39:13 (1) 1:48:51 (1) 2:05:33 (1) 2:22:33
(1) 33:31 (3) 10:07 (2) 27:30 (1) 28:05 (1) 9:38 (2) 16:42 (2) 17:00

2 2:23:41 9 豊岡 西川  智生(2) 福井  涼太(2) 遠池  悠貴(2) 川上    碧(2) 山本  貴心(2) 大谷誠士郎(1) 岩本    真(2)
ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｷ ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ ﾄｵﾁ ﾕｳｷ ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ ﾔﾏﾓﾄ ｷｼﾝ ｵｵﾀﾆ ｾｲｼﾛｳ ｲﾜﾓﾄ ｼﾝ
(6) 35:18 (6) 45:15 (2) 1:12:04 (2) 1:40:29 (2) 1:50:38 (2) 2:07:07 (2) 2:23:41
(6) 35:18 (2) 9:57 (1) 26:49 (3) 28:25 (2) 10:09 (1) 16:29 (1) 16:34

3 2:28:20 10 豊岡総合 飯田  博志(2) 中嶋  颯良(1) 山下  晃平(3) 山下  領一(3) 奥仲  蒼羽(1) 福尾  一毅(2) 中川  康平(2)
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾅｶｼﾏ ｿﾗ ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｲﾁ ｵｸﾅｶ ｿｳﾊ ﾌｸｵ ｲﾂｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ
(2) 33:51 (4) 44:54 (3) 1:13:01 (3) 1:41:10 (3) 1:52:10 (3) 2:10:23 (3) 2:28:20
(2) 33:51 (8) 11:03 (3) 28:07 (2) 28:09 (4) 11:00 (4) 18:13 (3) 17:57

4 2:31:02 12 村岡 南垣  斗磨(2) 伍々    颯(1) 岡本  孝平(2) 吉門  拳臣(1) 羽渕  颯馬(1) 西村  祥吾(3) 川戸    蓮(3)
ﾐﾅﾐｶﾞｷ ﾄｳﾏ ｺﾞｺﾞ ﾊﾔﾃ ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾖｼｶﾄﾞ ｹﾝｼﾝ ﾊﾌﾞﾁ ｿｳﾏ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ｶﾜﾄ ﾚﾝ
(4) 34:29 (3) 44:52 (4) 1:15:05 (4) 1:44:47 (4) 1:55:10 (4) 2:12:53 (4) 2:31:02
(4) 34:29 (5) 10:23 (4) 30:13 (5) 29:42 (3) 10:23 (3) 17:43 (4) 18:09

5 2:37:14 2 和田山 秋森  孝希(3) 中尾    悠(2) 平山    仁(3) 藤原  琉羽(2) 小畑    凌(1) 河戸明日真(3) 丸山  琉希(1)
ｱｷﾓﾘ ｺｳｷ ﾅｶｵ ﾊﾙｶ ﾋﾗﾔﾏ ｼﾞﾝ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾕｳ ｺﾊﾀ ﾘｮｳ ｶﾜﾄ ｱｽﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾙｷ
(8) 37:03 (8) 47:38 (6) 1:18:20 (5) 1:47:16 (5) 1:58:57 (5) 2:18:06 (5) 2:37:14
(8) 37:03 (6) 10:35 (6) 30:42 (4) 28:56 (8) 11:41 (5) 19:09 (6) 19:08

6 2:39:55 13 香住 松本  哲汰(3) 宮田  凌那(3) 北村  快斗(1) 神田  真光(2) 増田  翔太(2) 濱田  裕土(3) 三崎  龍真(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾃｯﾀ ﾐﾔﾀ ﾘｮｳﾅ ｷﾀﾑﾗ ｶｲﾄ ｶﾝﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾐｻｷ ﾘｭｳﾏ
(3) 34:12 (2) 44:24 (5) 1:16:40 (6) 1:48:28 (6) 2:00:04 (6) 2:20:48 (6) 2:39:55
(3) 34:12 (4) 10:12 (8) 32:16 (8) 31:48 (7) 11:36 (7) 20:44 (5) 19:07

7 2:42:39 7 出石 田中  隆翔(1) 谷口  瑠哉(1) 上坂  悠人(1) 中山  慶祐(1) 清水  生成(1) 渡邊  壱斎(1) 廣井    渉(1)
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ ｳｴｻｶ ﾕｳﾄ ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ ｼﾐｽﾞ ｷﾅﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｻ ﾋﾛｲ ｼｮｳ
(7) 35:24 (7) 46:43 (7) 1:18:51 (8) 1:49:38 (7) 2:01:02 (7) 2:22:15 (7) 2:42:39
(7) 35:24 (10) 11:19 (7) 32:08 (7) 30:47 (6) 11:24 (9) 21:13 (8) 20:24

8 2:42:45 14 浜坂 岡野  尊斗(2) 加藤  義規(3) 松岡  将大(2) 中村  圭吾(2) 田熊  伴基(2) 諸道  竜馬(2) 北村    樹(3)
ｵｶﾉ ﾀｶﾄ ｶﾄｳ ﾖｼｷ ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ ﾀｸﾏ ﾄﾓｷ ﾓﾛﾐﾁ ﾘｮｳﾏ ｷﾀﾑﾗ ｲﾂｷ
(9) 38:15 (9) 49:14 (8) 1:19:30 (7) 1:49:24 (8) 2:02:05 (8) 2:22:21 (8) 2:42:45
(9) 38:15 (7) 10:59 (5) 30:16 (6) 29:54 (10) 12:41 (6) 20:16 (8) 20:24

9 2:50:38 11 近畿大豊岡 上崎  圭吾(1) 和田  颯太(2) 和久  大起(1) 中村  佳祐(1) 西垣  祐輝(2) 中西  孝太(1) 小山  歩夢(2)
ｶﾐｻｷ ｹｲｺﾞ ﾜﾀﾞ ｿｳﾀ ﾜｸ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ ﾅｶﾆｼ ｺｳﾀ ｺﾔﾏ ｱﾕﾑ
(5) 35:16 (5) 45:09 (9) 1:20:59 (9) 1:56:04 (9) 2:07:12 (9) 2:30:25 (9) 2:50:38
(5) 35:16 (1) 9:53 (10) 35:50 (10) 35:05 (5) 11:08 (10) 23:13 (7) 20:13

10 2:58:38 1 生野 椿野    葵(2) 浜上颯志郎(1) 和田  健伸(1) 佐堀  圭汰(2) 藤原  大将(2) 黒田  悠斗(2) 佐堀  尊琉(2)
ﾂﾊﾞｷﾉ ｱｵｲ ﾊﾏｶﾞﾐ ｿｳｼﾛｳ ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｻﾎﾘ ｹｲﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｼｮｳ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ ｻﾎﾘ ﾀｹﾙ
(10) 43:09 (10) 54:18 (10) 1:29:50 (10) 2:03:55 (10) 2:16:13 (10) 2:37:11 (10) 2:58:38
(10) 43:09 (9) 11:09 (9) 35:32 (9) 34:05 (9) 12:18 (8) 20:58 (10) 21:27

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:2020-10-24 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64回 兵庫県高等学校総合体育大会
第71回 全但高等学校駅伝競走大会　兼　第75回 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選会



第 64 回 兵庫県高等学校総合体育大会 
第 71 回 全但高等学校駅伝競走大会 兼 第 75 回 兵庫県高等学校駅伝競走大会 但馬地区予選会 
 
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： 日和 裕統 

コース ： 出石〜小野折り返しコース 

日時  ：令和 2 年 10 月 24 日（土） 



 


