
男子駅伝(7区間) 区間エントリーリスト

大会記録(GR)               2:08:49     カリウキ-山本-谷-寺尾-早稲田-米田-谷口(滋賀学園)2004

区間記録 ジョン　カリウキ 木村　優志 佐俣　一輝 高畑　凌太 千葉　直輝 安原　太陽 渡瀬　薫
28:06 8:41 24:17 24:09 8:44 15:07 14:58

招集時刻 10:40 11:10 11:20 11:40 12:10 12:20 12:40

ﾁｰﾑ名

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 所属 総合ﾀｲﾑ

ｵｵﾂｼｮｳｺｳ 選手 中西　柊樹(1) 佐々木　仁哉(2) 吉富　晴心(1) 小林　倖太朗(1) 髙木　一之進(3) 松本　光汰(2) 岩本　直哉(3)
2 大津商高 通過

大津商高 区間
ｾﾞｾﾞｺｳ 選手 山田　翔悟(1) 德野　眞大(2) 寺尾　光喜(2) 柴野　大輔(1) 川合　成実(2) 都築　颯太(2) 柴森　啓太(2)

3 膳所高 通過
膳所高 区間

ｸｻﾂﾋｶﾞｼｺｳ 選手 冨田　悠晟(3) 小田　翔輝(2) 松本　雄大(3) 小山　育玖(2) 小森　翔輝(2) 村田　侑翼(2) 半澤　彰基(2)
9 草津東高 通過

草津東高 区間
ﾋｺﾈｺｳｺｳ 選手 村地　伸理(2) 西村　理久(2) 小川　葵飛(2) 宇治原　風雅(3) 西村　将(2) 野島　迅(2) 山口　雄大(1)

15 彦根工高 通過
彦根工高 区間

ﾋｺﾈﾋｶﾞｼｺｳ 選手 田邉　大輝(2) 中西　渓斗(1) 宮川　詩苑(1) 小林　伊織(1) 西川　結翔(1) 岡野　晃大(1) 秋本　健斗(1)
16 彦根東高 通過

彦根東高 区間
ﾅｶﾞﾊﾏｷﾀｺｳ 選手 吉川　太智(2) 松川　隼人(1) 田辺　寛人(2) 内倉　威波(2) 七里　栄則(1) 沓水　煌稀(1) 笹原　永聖(2)

21 長浜北高 通過
長浜北高 区間

ﾋｴｲｻﾞﾝｺｳ 選手 平田　碧(1) 橋本　陽太(2) 中西　慶士郎(1) 長瀬　大起(3) 小池　太壱(1) 竹村　明人(1) 藪　陸斗(3)
26 比叡山高 通過

比叡山高 区間
ﾊﾁﾏﾝｺｳ 選手 稲葉　良雅(1) 赤塚　健斗(1) 濱田　涼介(1) 諸橋　航(2) 小池　海理(1) 須賀　投司(2) 岡田　真貴(2)

27 八幡高 通過
八幡高 区間

ﾓﾘﾔﾏｺｳ 選手 目秦　耕太郎(1) 星田　嶺(1) 東　拓人(2) 隅田　啓太(1) 伊藤　匠(2) 中西　希(1) 沢村　滉佑(1)
29 守山高 通過

守山高 区間
ﾐﾅｸﾁﾋｶﾞｼｺｳ 選手 児玉　航洋(2) 小澤　光輝(1) 今西　涼音(2) 西尾　康介(2) 村田　士侑(1) 奥村　颯太(2) 関谷　匠悟(2)

36 水口東高 通過
水口東高 区間

ﾋｶﾞｼｵｵﾂｺｳ 選手 中原　碧維(1) 中山　樂蓮(1) 浅見　正弥(1) 山本　航輝(2) 林　琉偉(2) 髙平　宗市朗(2) 北村　幸大(2)
37 東大津高 通過

東大津高 区間
ﾀﾏｶﾞﾜｺｳ 選手 河野　佑斗(2) 大地　倖暉(2) 奥井　颯一(2) 北村　翔斗(2) 奥更屋　仁(1) 杉本　俊輔(2) 多田　雄大(2)

43 玉川高 通過
玉川高 区間

ｼｶﾞﾀﾝﾀﾞｲﾌ 選手 山本　朔豊(1) 元重　良世(3) 山田　琢心(2) 佐々木　隆司(1) 仲村　知也(1) 段野　雄一郎(2) 布谷　楽(3)
48 滋賀短大附高 通過

滋賀短大附高 区間
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾓﾘﾔﾏｺｳ 選手 茶木　涼介(3) 桜本　健太(3) 本城　一貴(2) 今井　亮太(2) 千代　開莉(1) 岩崎　瑚太朗(1) 長澤　悠太(3)

49 立命館守山高 通過
立命館守山高 区間

ﾋｺﾈｼｮｳｾｲｶﾝｺｳ 選手 大橋　響暉(2) 清水　傑(3) 森原　啓太(3) 橋本　勝央(3) 小島　春佑(2) 北川　大地(1) 奥野　優樹(2)
50 彦根翔西館高 通過

彦根翔西館高 区間
ｼｶﾞｶﾞｸｴﾝｺｳ 選手 安原　海晴(2) 大川　翔雅(1) 田井中　悠成(2) 入江　聖空(3) 前田　涼太(2) 辻　蒼汰(3) 柴田　侑(2)

52 滋賀学園高 通過
滋賀学園高 区間

ｲｼﾍﾞｺｳ 選手 風口　奏楽(2) 三宅　鼓航(1) 伴　遼典(3) 松下　拓暉(2) 田中　将玖(2) 伊地智　裕介(2) 柏原　謙心(2)
54 石部高 通過

石部高 区間
ｺﾝｾｲｴｰ 選手 村川　吏希(3) 北谷　大翔(1) 村川　吏亜(3) 奥村　明浩(1) 宇野　秀音(2) 伊藤　雄太(1) 伊藤　康(2)

91 混成A 通過
混成A 区間

ｺﾝｾｲﾋﾞｰ 選手 堤　柊二(2) 尾本　涼亮(1) 高木　章伍(1) 山田　陸翔(1) 湊　遥太(1) 渡邊　吉基(2) 木村　和貴(1)
92 混成B 通過

混成B 区間
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