
男⼦第４６回・⼥⼦第２４回徳島県中学校新⼈駅伝競⾛⼤会

：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２９年２⽉１１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 59分59秒 第1位 43分44秒

第2位 1時間00分39秒 第2位 44分27秒

第3位 1時間00分52秒 第3位 44分54秒

第4位 1時間01分05秒 第4位 45分09秒

第5位 1時間01分12秒 第5位 45分19秒

第6位 1時間01分13秒 第6位 45分39秒

第7位 1時間01分16秒 第7位 45分49秒

第8位 1時間01分20秒 第8位 45分50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 石井 嵩也② 阿南第一 9分25秒 第1区 3.0km 第1位 折野 愛純② 新野 10分19秒

第2位 赤澤 京弥② 徳島 9分27秒 第2位 ⻄渕 明⾥② 阿波 10分21秒

第3位 和田 倖明② 牟岐 9分28秒 第3位 中山 花楓① 羽ノ浦 10分22秒

第2区 3.0km 第1位 吉田  鐘② 鳴門 9分25秒 第2区 2.0km 第1位 佐々木 萌② 松茂 7分12秒

第2位 ⼤田  旭② 牟岐 9分32秒 第2位 辻田辻田辻田辻田　　　　詩央詩央詩央詩央①①①① 那賀川 7分17秒

第3位 田岡 信一① 半田 9分33秒 第3位 湯浅 菜海② 小松島 7分24秒

第3区 3.0km 第1位 佐藤 海都① 三加茂 9分57秒 第3区 2.0km 第1位 勝瀬 愛花② 那賀川 7分20秒 区間新

第2位 奥田 龍星① 加茂谷 9分59秒 第2位 薬師寺 愛友② 松茂 7分31秒

第3位 坂井 杏輔① 板野 10分02秒 第3位 久米  葵② 石井 7分36秒

第4区 3.0km 第1位 山田 会一期① 小松島南 9分53秒 第4区 2.0km 第1位 武岡 すず② 高浦 7分25秒

第2位 楠木 太陽① 県⽴川島 10分04秒 第2位 那須 唯香② 那賀川 7分29秒

第3位 沖野 武琉② 阿波 10分09秒 第3位 ⿊川 千尋① 板野 7分47秒

第5区 3.0km 第1位 田中 浩⼈① 阿南第二 10分09秒 第5区 3.0km 第1位 矢野 未空② 美馬 11分00秒

第2位 小林 健太② 北島 10分13秒 第2位 前川 千夏② 羽ノ浦 11分04秒

第2位 納田 源一郎② 藍住 10分13秒 第3位 平野 有沙② 那賀川 11分10秒

第6区 3.0km 第1位 小澤 幸真② 牟岐 9分56秒 第3位 河野 有沙② 松茂 11分10秒

第2位 ⼤島 輝空② 那賀川 10分07秒

第3位 糀  涼介② 北島 10分14秒

気象情報 気象情報
時 刻 天 候 気 温 湿 度 風 向 風 速 時 刻 天 候 気 温 湿 度 風 向 風 速
12:30 晴れ 8.6℃ 27.0％ 北北東 10.0m/s 11:00 晴れ 6.1℃ 23.0％ 北北東 10.0m/s
13:30 晴れ 9.7℃ 28.0％ 北 10.0m/s 12:00 晴れ 7.0℃ 25.0％ 東 10.0m/s

⽇ 時
主 催

チーム名 チーム名

コ ー ス
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小松島南
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