
令和２年度　愛媛県中学校長距離継走大会

男子の部

順位 タイム チーム [1] 3000m [2] 3000m [3] 3000m [4] 3000m [5] 3000m [6] 3000m

1 0:56:01.13 新居浜西 光國　 奏翔(3) 島田　 悠史(1) 黒川　 真太(3) 源代　 瑛己(1) 西原　 拓未(3) 塩﨑　 駿斗(3)

 09:41.17  09:28.47  09:25.55  09:15.58  09:13.16  08:57.20

2 0:57:38.63 泉川 宮本　 士努(3) 近藤　 圭悟(2) 三谷　 京介(3) 古河　 友輔(3) 鈴木　 琉生(3) 権藤　 佑弥(3)

 09:50.02  09:54.71  09:58.94  09:15.16  09:29.52  09:10.28

3 0:58:10.92 東予東 高橋　 大和(2) 越智 彪乃介(2) 西山　 真一(3) 信岡　 大智(3) 赤堀 俊太朗(3) 水津　 智哉(3)

 10:00.01  09:48.85  09:45.65  09:44.68  09:31.75  09:19.98

4 0:58:52.32 中萩 眞鍋　 　悠(3) 守谷　 愛斗(1) 永市　 翔悟(3) 永野　 敦也(3) 水田　 涼介(3) 森賀　 來寿(3)

 09:59.68  09:49.23  09:45.22  10:16.35  09:42.03  09:19.81

5 0:59:18.53 愛大附属 大野　 公輔(2) 久米　 楽人(3) 髙瀬　 理史(3) 近藤　 泉希(2) 大田　 健介(3) 浮穴　 佳孝(3)

 10:15.80  10:19.20  09:58.10  09:48.08  09:47.78  09:09.57

6 0:59:31.45 津島 坂本　 聖央(3) 河野　 蒼空(2) 二井　　 智(3) 谷村　 瑛基(2) 水谷　 謙吾(3) 河坂　   柊(3)

 10:11.38  10:14.50  10:01.56  09:49.43  09:50.20  09:24.38

7 0:59:40.76 北郷 西野　 佑哉(1) 河野　 翔来(1) 矢野　 昊空(2) 尾﨑　 壮太(2) 井村 慎之介(3) 清水　　 倭(3)

 10:05.59  09:59.22  09:58.99  10:02.90  09:33.84  10:00.22

8 0:59:43.65 宇和 笹井　 和真(3) 村上 ヒカル(2) 山本　 勇誠(3) 菊池　 優太(3) 大野　 陸和(2) 渡辺　 大輝(3)

 10:07.03  10:05.06  10:17.97  09:52.33  09:53.98  09:27.28

9 0:59:50.68 城北 渡邊　 健豊(2) 鈴木　 嵐馬(1) 二宮　 　煌(2) 浅井　 樹心(3) 小西　　 樂(3) 楠　　 幸翔(3)

 10:19.60  10:07.71  09:58.54  10:09.87  09:52.29  09:22.67

10 1:00:05.89 川東 眞鍋　 諒大(2) 小野 真心祐(2) 森　　 悠輝(2) 酒井　 龍斗(2) 園部　 晃成(2) 西野　 永遠(2)

 10:50.79  10:29.45  09:53.66  09:45.52  09:36.38  09:30.09

11 1:00:12.27 西条東 宮竹　 一慶(3) 浅野　 翔真(2) 越野　 　晴(3) 松浦　 京市(3) 鈴木　 聖空(3) 越智　 流輝(3)

 10:25.65  09:53.44  10:04.66  09:58.54  09:58.88  09:51.10

12 1:00:26.90 勝山 上田　　 和(3) 小松　 大起(3) 橋本　 莉一(3) 藤井　 一晴(3) 井上　 　翼(3) 千守　 尋大(3)

 10:36.47  10:45.46  09:59.67  09:55.89  09:49.59  09:19.82

13 1:00:30.01 城辺 宮﨑　 央哉(3) 宇都宮琉太郎(1) 久能　 大河(2) 立花　 暖大(3) 梶田　 栞樹(2) 谷口　 海音(2)

 10:19.88  10:29.75  10:25.76  10:02.66  09:55.14  09:16.82

14 1:00:47.59 宇和島南中等 善家　 大稀(3) 船田　 昂勢(3) 土廣　 怜音(2) 平田 建太郎(3) 清家　 　楓(2) 岩城　　 空(3)

 10:30.66  10:17.63  10:05.35  09:59.68  09:48.44  10:05.83

15 1:00:50.69 吉田 松崎　 有真(1) 松崎　 陽向(2) 宮本　 伊晃(3) 谷本　 稀星(3) 鼻野　 　翔(2) 兵頭　 奏斗(3)

 10:29.84  10:13.12  10:05.83  10:09.14  10:04.20  09:48.56

16 1:00:57.03 新居浜南 西岡 　　晄(3) 大野 　晏滉(3) 山中 　孝輔(3) 青木 　亮汰(2) 内山　 裕斗(3) 堀川 　京佑(3)

 10:47.65  10:44.09  10:04.98  09:52.04  09:48.95  09:39.32

17 1:00:58.46 松山西 又川　 統馬(3) 大久保 凌佑(2) 木原　 流星(3) 大家　 瑛大(3) 長江　 樹太(3) 平田　 波琉(3)

 10:36.42  10:24.45  10:01.44  10:14.69  09:41.85  09:59.61

18 1:01:06.90 桑原 西森　 悠真(3) 後藤　 隆希(2) 田村　 海璃(2) 丹　 龍之介(3) 石崎　 哲也(3) 山口　 恵生(3)

 10:24.96  10:28.09  10:29.37  10:19.53  09:56.72  09:28.23

19 1:01:07.96 城東 石黒　 壱晴(1) 浜田　 和祈(3) 節安　 翔太(2) 林　　 照真(2) 叶本　 愛地(1) 土田 想太郎(3)

 10:04.51  10:58.00  10:30.46  10:02.95  09:52.90  09:39.14

20 1:01:13.26 三瓶 木下　 優希(3) 菊池　 大雅(2) 水元　 柊介(3) 川﨑 ｹｲｼｰ誠(3) 小松　　 颯(3) 山本　 拓土(3)

 10:27.60  10:27.44  10:06.66  09:55.24  10:27.43  09:48.89

21 1:01:20.02 川之江南 矢野　 海斗(2) 星川　 琉惺(3) 大荒　 陽平(3) 髙橋　 亨希(3) 石川　 賢芯(3) 宗次　 航歩(3)

 10:51.77  10:20.86  10:30.63  09:59.89  09:58.58  09:38.29

22 1:01:42.03 保内 武内　 快斗(3) 上川　 颯斗(3) 菊池　 貫太(3) 二宮 蒼志郎(1) 兵頭　 大地(3) 都築　 由弥(2)

 10:37.28  10:55.66  10:34.38  10:06.30  09:54.37  09:34.04

23 1:02:01.63 土居 堀田　 兼伸(3) 工藤　　 蓮(3) 河村　 一磨(3) 苅田　 賢斗(2) 近藤　 快威(3) 星川　 晃樹(3)

 10:25.38  10:30.25  10:44.94  10:28.32  10:06.40  09:46.34

24 1:02:09.55 港南 藤岡　 宏輔(2) 佐々木 康太(2) 宮岡　 竜生(1) 和氣　 央真(2) 大西　 倖汰(3) 赤尾　 優斗(2)

 10:29.42  11:09.54  10:44.54  10:10.69  09:45.14  09:50.22



順位 タイム チーム [1] 3000m [2] 3000m [3] 3000m [4] 3000m [5] 3000m [6] 3000m

25 1:02:19.67 愛宕 米井　 想真(2) 宮本　 拓幸(2) 村越　 柊弥(2) 浜田　　 宙(3) 下久保 武紀(3) 玉岡　 颯真(3)

 11:01.17  10:21.06  10:36.59  10:09.88  09:59.48  10:11.49

26 1:02:24.36 椿 山之内 彩翔(3) 松本　 青葉(2) 佐伯　 洋輔(3) 千葉　 晴翔(3) 古川　 尋基(3) 宮本　 将汰(3)

 10:47.66  10:03.47  10:55.80  10:19.65  10:26.49  09:51.29

27 1:03:05.20 新居浜東 髙橋　 幸志(3) 近藤　 歩武(3) 髙須　 晴仁(3) 髙橋　 栄心(2) 篠田　 武杜(3) 佐藤　 昂大(3)

 11:35.50  10:43.96  10:35.81  10:20.90  09:57.01  09:52.02

28 1:03:17.64 三間 長澤　 一馬(3) 谷口　 誠也(1) 友澤　 悦人(3) 小山　 広大(3) 中西　 史哉(2) 北川　　 昴(3)

 11:15.88  10:46.06  11:02.11  10:22.09  09:58.68  09:52.82

29 1:03:20.44 城西 越智　 颯太(3) 宇郷　 天翔(3) 高橋　 一心(3) 石丸　 隼斗(3) 藤岡　 俊介(3) 曽我部竜之助(3)

 11:19.51  10:52.01  11:49.05  10:03.71  09:47.41  09:28.75

30 1:03:22.63 大洲北 福原　 滉稀(3) 井手内 啓斗(3) 石田　 弥月(2) 白石　 慎治(1) 福岡　 直汰(2) 嶋家　 文太(3)

 11:07.60  10:59.68  10:52.46  10:11.59  10:05.67  10:05.63

31 1:03:33.89 御荘 濵田　 風駕(3) 濵見　 晴丘(3) 清水　 公将(2) 島内　 耀生(3) 伊藤　 樹生(3) 馬詰　 　皓(3)

 11:10.00  10:41.40  10:50.25  10:46.53  10:00.11  10:05.60

32 1:03:37.53 重信 津村　 優作(2) 国山　 晶杜(2) 藤原　 遙飛(2) 池川　 楽人(3) 野中　 康暉(3) 立石　 空雅(3)

 10:43.44  10:50.74  10:51.16  10:33.47  10:35.26  10:03.46

33 1:03:41.71 松山南 坂本　 篤哉(2) 善家　 結音(2) 田中　 瑞乙(2) 東原　　 惺(3) 髙井　 蒼真(3) 青木　 爽真(3)

 10:16.32  10:56.23  10:47.12  10:42.76  10:39.50  10:19.78

34 1:03:45.60 大西 村上　 大貴(1) 伊藤 龍太郎(1) 岩本　 新汰(2) 門田　 来哉(2) 髙橋 蓮二郎(1) 越智　 　劉(1)

 10:58.85  11:31.39  10:27.25  10:51.06  10:12.23  09:44.82

35 1:03:52.04 小松 宇佐美 甚吉(1) 笠原　 佑成(1) 越智　 咲來(2) 佐々木 太一(2) 越智　 啓太(3) 早野　 智仁(3)

 10:44.66  10:38.11  11:05.62  10:36.27  10:48.70  09:58.68

36 1:04:10.55 伊方 平家　 照都(1) 阿部　 吉優(3) 辻　　 清修(3) 井村　 草太(3) 谷村　 広樹(3) 吉本　　 創(3)

 10:47.80  11:08.06  10:57.35  11:11.41  10:00.51  10:05.42

37 1:04:20.01 五十崎 山本　 祐飛(3) 飛野　 太陽(2) 山中　　 稜(2) 沼井　 達也(3) 新田　 凌央(3) 鎌田　 莉久(2)

 11:22.36  11:17.58  10:55.05  10:27.12  10:08.09  10:09.81

38 1:05:01.96 西条西 瀬尾　 凰太(2) 愛甲　 哲平(1) 一栁　 奏羽(2) 三﨑　 浩太(2) 曽我部 　天(1) 宮田　 大馳(3)

 11:17.89  10:37.98  11:24.54  10:10.93  10:57.17  10:33.45

39 1:05:40.32 朝倉 村上　 優成(3) 川上　 陸斗(3) 渡邊　 莉友(1) 酒井　 寛次(3) 酒井　 央佑(1) 渡邉　 蒼太(3)

 11:26.26  12:31.31  10:52.85  10:41.24  10:19.58  09:49.08

40 1:06:08.15 三島南 高橋　 佑季(2) 河村　 拓海(2) 高橋　 　響(3) 松岡 幸太郎(3) 越智　 涼翔(3) 寺岡　 楓翔(2)

 10:47.23  11:09.54  12:10.05  10:56.07  10:18.58  10:46.68

41 1:06:13.99 弓削 兼頭　　 玄(2) 香川　 啓太(1) 北舛　 粋生(3) 田房 蓮一郎(2) 岩越　 暖空(2) 荒木　 渉志(3)

 11:38.16  11:41.14  10:52.60  11:07.36  10:36.98  10:17.75

42 1:06:27.91 大洲東 好﨑 将太郎(3) 川上　 大晴(2) 原　　 碧伊(2) 小原　 琉音(1) 小泉 純太郎(2) 都築　 裕也(3)

 11:01.69  11:05.82  11:24.63  10:34.58  10:54.88  11:26.31

43 1:06:54.78 城南 吉岡　 汐兎(3) 亀井　 一登(1) 松岡　 祐吾(3) 髙橋　 琉冴(3) 西原　 万惺(3) 河野　 右京(3)

 11:35.39  11:12.58  11:31.87  10:49.52  11:01.92  10:43.50

44 1:07:39.02 一本松 山本　 湊介(2) 濵田　 悠太(2) 島津　 風斗(2) 岡原　 大樹(2) 德田　 　羚(2) 宮﨑 泰二郎(2)

 12:01.82  11:51.33  11:43.05  10:48.79  10:55.31  10:18.72

45 1:08:02.69 北伊予 野村　 恭平(3) 栗原 京士郎(3) 白石　 将輝(3) 曽我部　 豊(2) 山下　 徹人(2) 坂本　 　舜(3)

 13:30.06  11:18.51  11:41.34  11:01.61  10:29.53  10:01.64

46 1:08:52.77 船木 秋月　 琳遂(2) 石川 大心郎(1) 小野　 源哉(3) 鴻上　 知大(3) 渡辺　 圭翔(1) 伴野 悠之介(3)

 11:38.81  12:56.10  11:19.87  10:31.72  11:43.39  10:42.88

47 1:09:10.58 広見 矢口　 由悟(3) 梶野　 海斗(3) 三好　 流輝(3) 谷口　 空雅(3) 松浦　 大翔(3) 高田　 剣志(2)

 11:01.80  11:49.59  11:13.65  11:43.56  11:48.00  11:33.98

DNS 今治南 阿部 隆之介(2) 白石　 蒼真(1) 加藤　 祐樹(1) 矢野　 修大(2) 西川　 天馬(2) 須田　　 賢(3)

- - - - - -


