
男⼦第６７回・⼥⼦第２７回徳島県中学校駅伝競⾛⼤会
兼第２４回全国中学校駅伝競⾛⼤会徳島県予選要項

：徳島県教育委員会、徳島県中学校体育連盟、徳島陸上競技協会、徳島新聞社
：平成２８年１１⽉１９⽇
：鳴門⼤塚スポーツパーク（ 周回コース）

⼥⼦１区３ｋｍ，２区〜４区２ｋｍ，５区３ｋｍ
男⼦１区〜６区 すべて３ｋｍ

【男子総合成績】 スタート時刻 12時30分 【⼥子総合成績】 スタート時刻 11時00分

順位 記録 備考 順位 記録 備考

第1位 56分46秒 第1位 42分15秒

第2位 58分07秒 第2位 43分42秒

第3位 58分22秒 第3位 44分14秒

第4位 58分46秒 第4位 44分41秒

第5位 58分50秒 第5位 44分47秒

第6位 58分57秒 第6位 44分50秒

第7位 59分09秒 第7位 45分02秒

第8位 59分16秒 第8位 45分04秒

【男子区間成績】 【⼥子区間成績】
区間 距離 順位 選手名 チーム 記録 備考 区間 距離 順位 選手名 チーム 記録 備考

第1区 3.0km 第1位 ⽣⽥ 琉海③ 阿南第二 8分47秒 第1区 3.0km 第1位 瀬尾 叶望③ 吉野 10分13秒

第2位 盛  友士③ 高浦 9分02秒 第2位 森岡 美羽③ 鳴門市第一 10分17秒

第3位 平尾  ⾛③ 三野 9分07秒 第3位 宮内 理帆② 松茂 10分20秒

第2区 3.0km 第1位 仁⽊ 蒼一郎③ 高浦 8分51秒 区間新 第2区 2.0km 第1位 折野 愛純② 新野 6分59秒

第2位 河野 涼太③ 石井 9分02秒 第2位 ⾕  綾乃① 那賀川 7分13秒

第3位 河内  優③ 三野 9分14秒 第3位 小園 菜水③ 松茂 7分19秒

第3区 3.0km 第1位 吉成 啓介③ 石井 9分31秒 第3位 前川 千夏② 羽ノ浦 7分19秒

第2位 矢野 達也③ 半⽥ 9分35秒 第3区 2.0km 第1位 中山 花楓① 羽ノ浦 7分02秒 区間新

第3位 中井 祐介③ 高浦 9分36秒 第2位 佐々⽊ 萌② 松茂 7分23秒

第4区 3.0km 第1位 山崎 俊真③ 石井 9分42秒 第3位 勝瀬 愛花② 那賀川 7分25秒

第2位 吉岡 育未② 池⽥ 9分45秒 第4区 2.0km 第1位 森本 美羽① 阿南 7分22秒

第3位 野口 蓮太③ 小松島南 9分50秒 第1位 辻⽥ 詩央① 那賀川 7分22秒

第5区 3.0km 第1位 栗尾 ⼤和③ 阿波 9分34秒 第3位 河野 有沙② 松茂 7分28秒

第2位 廣常 海斗③ 石井 9分42秒 第5区 3.0km 第1位 小林 璃々③ 羽ノ浦 9分46秒 区間新

第3位 山⽥ 慮宇② 小松島南 9分43秒 第2位 久次米 美聖① 北島 10分34秒

第6区 3.0km 第1位 ⽥中  颯③ 石井 9分34秒 第3位 松下 七海③ 小松島 10分44秒

第2位 ⼤⽥  旭② 牟岐 9分40秒

第3位 ⻄内 界吏③ 阿南第二 9分42秒

気象情報
時 刻 天 候 気 温 湿 度 風 向 風 速 気象情報
12:30 晴れ 21.6℃ 75.0％ 北北⻄ 1.4m/s 時 刻 天 候 気 温 湿 度 風 向 風 速
13:30 晴れ 21.7℃ 73.0％ 北 1.4m/s 11:00 曇り 20.1℃ 75.0％ 北北⻄ 1.0m/s

12:00 曇り 21.2℃ 76.0％ 北 1.1m/s
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