
男子全国高等学校駅伝競走大会出場記録

第１回大会～ ６Ｂ 回　大阪　第 ６Ｃ 回より西京極陸上競技場付設マラソンコース

回 年 学校名 記録 順
位

６ 区 ７ 区 ８ 区 ９ 区 Ａ 区 Ｂ 区 Ｃ 区

６５ k ８ k Ｄ３６５ＣＡ k Ｄ３５ＤＣＡ k ８ k Ａ k Ａ k

６ Ａ５ 大　津 ６３ＡＣ３７６ ９８ 山本卯之助 坂内　　登 和田弥兵衛 古屋喜久男 井野　周晃 島　　保雄 ※

７ Ａ６ 大　津 ６３ＡＢ３９9 ９Ａ 島　　保雄 井野　周晃 坂内　　登 古屋喜久男 斎藤　文夫 八田　忠男 ※

８ Ａ７ 大津東 ７３８８３Ａ９ ９８ 井野　周晃 竹花　　昇 大槻　信行 今市　信夫 桑野　純夫 斎藤　文夫 井上　　修

９ Ａ８ 草　津 ７３７Ｄ３５Ｂ ８Ａ 奥村　一夫 奥村　忠義 新庄　茂雄 早川卯右衛門 山川　　保 小田　正春 小林　　学

Ａ Ａ９ 草　津 ７３７Ｂ３８５ ７９ 奥村　一夫 山川　　保 奥村　忠義 小林　　学 森田　正義 宇野　正一 小田　正春

Ｂ ＡＡ 草　津 ７３７９３８9 ７Ｃ 宇野　正一 山川　　保 奥村　忠義 小田　正春 中野　市郎 高瀬　　弘 森田　正義

Ｃ ＡＢ 草　津 ７３８５３８６ ９９ 中村　辰夫 宇野　大三 三浦　藤雄 高瀬　　弘 坂本　三郎 脇本　嘉七 森田　正義

Ｄ ＡＣ 草　津 ７３７７３８７ ７９ 中村　辰夫 脇本　嘉七 高瀬　　弘 宇野　大三 加藤　銀次 三浦　藤雄 遠藤　紀雄

9 ＡＤ 草　津 ７３７８３７８ ８Ｄ 三浦　藤雄 福島　喜信 宇野　大三 川崎　　修 加藤　銀次 木村　正二 平木　時和

６５ Ａ9 草　津 ７３７７３６Ｄ ９６ 平木　時和 福島　喜信 川崎　　修 木村　正二 上野　　進 朏　　宗男 小林　和弘

６６ Ｂ５ 草　津 ７３７Ａ３７９ ８Ｄ 永福　正男 小林　和弘 川崎　　修 辻　　正豊 千足　善昭 朏　　宗男 上野　　晋

６７ Ｂ６ 草　津 ７３７７３６８ ７Ｃ 永福　正男 川那辺　毅 朏　　宗男 辻　　正豊 奥野　俊介 千足　善昭 池田　　隆

６８ Ｂ７ 伊　香 ７３７５３８５ ６Ｃ 川越　征巳 中村富久雄 中村　秀行 堀江　栄治 篠原　　守 阿閉　孝夫 田川　道英

６９ Ｂ８ 伊　香 ７３７７３６Ｃ ８５ 川越　征巳 中村富久雄 堀江　栄治 田川　道英 高山　健次 安本　康正 上田　広治

６Ａ Ｂ９ 伊　香 ７３７７３６５ ９Ｄ 川越　征巳 大谷　　彰 堀江　栄治 上田　広治 中村富士雄 平井　秀治 大橋善一郎

６Ｂ ＢＡ 伊　香 ７３６Ｄ３８９ ８Ａ 上田　広治 川越　和巳 東野　　孝 大橋善一郎 中村富士雄 竹内　　武 大林　利男

６Ｃ ＢＢ 伊　香 ７３７６３９５ ８Ａ 竹内　　武 平井　秀治 東野　　孝 大村　泰人 寺田　年克 小林　真澄 中川　　篤

６Ｄ ＢＣ 伊　香 ７３７５３６６ ８９ 竹内　　武 河村　正行 中川　　篤 西島　正夫 松岡　良男 中谷　　勝 田川　恵悟

６9 ＢＤ 伊　香 ７３７７３９８ ９９ 今川　辰美 柿町　秀章 清水　和弘 中川　　篤 北川　敏和 山内　博司 西村　俊治

７５ Ｂ9 伊　香 ７３７６３Ａ９ ９Ｄ 清水　和弘 北川　敏和 柿町　秀章 竹岡　重男 西村　俊治 脇坂　邦夫 轟　　利継

７６ Ｃ５ 伊　香 ７３７７３ＡＡ ８Ｄ 柿町　秀章 脇坂　邦夫 轟　　利継 竹岡　重男 藤田喜代隆 柴田　重孝 北川　義治

７７ Ｃ６ 米　原 ７３７６３ＡＢ ８Ａ 平岩　義宏 山本　常彦 堀　貴志夫 中川　茂樹 中川　順博 石田　秀樹 堀田　和宏

７８ Ｃ７ 伊　香 ７３６9３ＡＤ ７Ａ 岡井　武夫 橋本　俊彦 柴田　重孝 坂本　長司 吉川　泰宏 嶋内　俊作 川上　信幸

７９ Ｃ８ 伊　香 ７３７６３９７ ８Ｂ 坂本　長司 吉川　泰宏 北村　栄一 嶋内　俊作 真野良太郎 田中　忠裕 久保　治郎

７Ａ Ｃ９ 伊　香 ７３６Ｃ３９Ｄ ７８ 北村　　諭 松井　寿治 田中　忠裕 松井　新一 真野良太郎 久保　治郎 落合　康男

７Ｂ ＣＡ 伊　香 ７３７７３８Ａ ９６ 北村　　諭 澤田　藤保 松井　新一 落合　康男 佐藤　光男 藤田　昌宏 中嶋　博男

７Ｃ ＣＢ 伊　香 ７３７７３９Ｃ ９Ａ 中嶋　博男 川上　　晃 吉川　達夫 植野　栄作 増田　　正 湯本　清隆 藤田　昌宏

７Ｄ ＣＣ 近　江 ７３６Ｄ３６９ ７Ｄ 大隅　重信 大橋　徹也 大隈　広基 右田　勘作 藤田　国義 坂井田正盛 湯浅　健弘

７9 ＣＤ 伊　香 ７３７７３５Ｄ ９８ 湯本　清隆 大友　伝和 大村　靖雄 川上　　晃 吉川　達夫 増田　　正 植野　栄作

８５ Ｃ9 比叡山 ７３６9３９７ ９Ｃ 井上　晋也 奥田　正好 上坂伊知朗 山本　益一 小田　康義 奥田　　修 竹邑　昌己

８６ Ｄ５ 水口東 ７３６Ｃ３ＡＡ ８６ 田原　貴之 元持　　修 藤岡　俊久 前田　茂美 的場　孝行 藤岡　信久 内田　英明

８７ Ｄ６ 水口東 ７３６Ａ３８Ａ ７５ 田原　貴之 元持　　修 藤岡　俊久 内田　英明 倉谷　健司 山田　　昭 藤岡　信久

８８ Ｄ７ 比叡山 ７３６Ｂ３８８ ８Ｄ 田町　嘉寛 加藤　秀樹 西川　一善 外山　　武 山田　勝芳 木下　博之 木下　寿一

８９ Ｄ８ 水口東 ７３６Ｄ３５Ａ ９８ 小椋　泰和 東峰　一馬 瀬川　　進 菊田　和広 萩原弥寿幸 岡田　　仁 山田　　昭

８Ａ Ｄ９ 長　浜 ７３６Ａ３Ａ６ ９８ 木村　良博 福居　清和 梅津　正文 藤井　明人 西川多嘉人 番野　　徹 川崎　寛之

− 111 −



回 年 学校名 記録 順
位

６ 区 ７ 区 ８ 区 ９ 区 Ａ 区 Ｂ 区 Ｃ 区

６５ k ８ k Ｄ３６５ＣＡ k Ｄ３５ＤＣＡ k ８ k Ａ k Ａ k

８Ｂ ＤＡ 長　浜 ７３６６３Ａ５ ７８ 川崎　寛之 佐分　忠彦 梅津　正文 番野　　徹 川瀨　裕司 宮本　益隆 高木　幸男

８Ｃ ＤＢ 長　浜 ７３６Ａ３９Ｄ ８9 梅津　正文 佐分　忠彦 宮本　益隆 高木　幸男 小島　善信 川瀨　裕司 番野　　徹

８Ｄ ＤＣ 水口東 ７３６８３７Ｂ ８６ 藤岡　雅人 片渕　清治 塚本　弘樹 石川　淳一 藤田　武志 中西　康晴 佐藤　健一

８9 ＤＤ 水口東 ７３６Ａ３ＡＤ ９９ 藤岡　雅人 中西　康晴 石川　淳一 石田　清次 藤田　武志 沙加戸　覚 近藤　健司

９５ Ｄ9 水口東 ７３５9３９9 ６9 藤岡　雅人 沙加戸　覚 石川　淳一 石田　清司 藤田　正志 山元　　育 中西　康晴

９６ 9５ 水口東 ７３６５３ＡＤ ７７ 山元　　育 近藤　健司 沙加戸　覚 鈴木　拓哉 青山　純二 高雄　淳一 藤田　正志

９７ 9６ 水口東 ７３６５３６５ ６Ｃ 山元　　育 立岡　直紀 藤田　正志 鈴木　拓哉 青山　純二 太田　重和 高雄　淳一

９８ 9７ 水口東 ７３５9３９７ ７６ 河合　芳隆 野尻　宏徳 太田　重和 高雄　淳一 中村　清和 青山　純二 井原　信介

９９ 9８ 比叡山 ７３６５３５８ ７５ 里内　正幸 北村　勝政 瀬戸　智弘 森山　公平 大村　清二 高薄　瑞樹 藤井　　勉

９Ａ 9９ 比叡山 ７３６６３７９ ８9 里内　正幸 北村　勝政 瀬戸　智弘 森山　公平 中町　　光 村上　　実 山口　正裕

９Ｂ 9Ａ 水口東 ７３５Ｄ３９６ 9 山崎　成人 新保　嘉之 斎藤　寿人 大野　喜彦 大角　重人 平子　英明 井口　英明

９Ｃ 9Ｂ 水口東 ７３６５３ＡＡ ８７ 山崎　成人 渡辺　克典 向井　孝明 大角　重人 森山　　寿 井上　　智 奥村　　勉

９Ｄ 9Ｃ 水口東 ７３６６３７9 ８Ｂ 新保　嘉之 平子　拓哉 向井　孝明 奥村　　勉 中井　大樹 竹村　峰広 渡辺　克典

９9 9Ｄ 比叡山 ７３６９３９５ ９９ 北川　紘司 水野　敏彦 古川　貴幸 池田　哲也 森　　　徹 堤　　一弘 山本　寛行

Ａ５ 99 比叡山 ７３６９３８Ｄ ＡＢ 古川　貴幸 荒川　哲史 山本　寛行 北川　紘司 粕渕　陽一 村上　洋二 池田　哲也

Ａ６ ５５ 比叡山 ７３６８３５９ ９７ 吉岡　秀司 村上　洋二 有村　洋行 荒川　哲史 鈴木　崇由 城　　光男 古川　雅樹

Ａ７ ５６ 水口東 ７３６６３７9 ９７ 角　　　裕 藤岡　博哉 中辻　雅之 松岡　慎吾 清水　健太 武田　真治 長安　裕也

Ａ８ ５７ 滋賀学園 ７３６８３７８ ９８ 福永　貴之 古川　優二 ジョン・カリウキ 保正　祐樹 寺尾　充史 谷　　　一 木下　裕也

Ａ９ ５８ 滋賀学園 ７３５Ｃ３８５ ６Ｃ ジョン・カリウキ 早稲田　遼 保正　祐樹 谷　　　一 米田　　純 吉坂　健治 古川　優二

ＡＡ ５９ 滋賀学園 ７３５Ｂ３７Ｃ ６８ ジョン・カリウキ 谷口　祐喜 谷　　　一 山本　浩介 早稲田　遼 寺尾　充史 米田　　純

ＡＢ ５Ａ 比叡山 ７３６５３５７ ８６ 金子　太郎 柴田　泰宏 小野　良太 芝原　崇晃 山本　　拓 川井　大介 冨田　幸佑

ＡＣ ５Ｂ 草津東 ７３５9３５６ ７Ｃ 中森　智也 木田　　歩 橘　翔一郎 松尾　直樹 西澤　俊晃 平井　章宏 清水　良太

ＡＤ ５Ｃ 草津東 ７３６５３９Ｃ ８Ｃ 松尾　直樹 喜田　将成 平井　章宏 西澤　俊晃 田島　晃基 橋本　一樹 木田　　歩

Ａ9 ５Ｄ 滋賀学園 ７３６５３６８ ８８ 小澤　一真 古賀　　渉 三浦　拓也 岡崎　元太 本田　建人 池野　　隼 奥村　滉太

Ｂ５ ５9 滋賀学園 ７３５9３Ａ７ ８Ａ 小澤　一真 本田　和希 奥村　滉太 古賀　　渉 本田　建人 田淵　幸佑 岡崎　元太

Ｂ６ ６５ 滋賀学園 ７３６６３６Ｃ ８9 山本　采矢 谷口　　光 濱寄　直人 上田　隼平 田渕　幸佑 太田　　明 木村　優志

Ｂ７ ６６ 滋賀学園 ７３６５３Ａ５ ８Ｂ 山本　采矢 田邊　一輝 濱寄　直人 木村　優志 松田　聖也 上田　隼平 山中　章弘 

Ｂ８ ６７ 滋賀学園 ７３５Ｄ３６Ｂ ７７ 山本　采矢 山中　章弘 上田　隼平 木村　優志 北原　陸成 田邊　一輝 坂口　拓男
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女子全国高等学校駅伝競走大会出場記録

第１回より京都西京極陸上競技場付設マラソンコース

回 年 学校名 記録 順位
６ 区 ７ 区 ８ 区 ９ 区 Ａ 区

Ｂ k ９３５9ＣＡk ８ k ８ k Ａ k

６ Ｄ9 大津商 ６３６Ａ３５Ｂ ７9 阪口　浩子 安田　留美 溝　　泰江 鵜飼　明子 澤　　綾子

７ 9５ 大津商 ６３６Ａ３９Ａ ８Ｃ 阪口　浩子 川口　有紀 小嶋　昌美 中西　望真 溝　　泰江

８ 9６ 大津商 ６３６Ａ３ＡＣ ９７ 田中しおり 宮川　夕子 溝　　泰江 川口　有紀 横山　千春

９ 9７ 大津商 ６３６Ｂ３６７ ９Ａ 田中しおり 横山　千春 越智　郁子 星　麻衣子 川口　有紀

Ａ 9８ 大津商 ６３６８３９８ ９８ 越智　郁子 廣岡　理恵 横江　佳奈 横山　千春 田中しおり

Ｂ 9９ 水口東 ６３６９３９Ｃ ９６ 河合　智子 原田　千晶 福島　容子 中井真理子 渡辺由貴子

Ｃ 9Ａ 水口東 ６３６７３Ａ9 ７Ｄ 河合　智子 原田　千晶 井原　美香 藤本　絵美 渡辺由貴子

Ｄ 9Ｂ 水口東 ６３６６３ＡＢ ７７ 井原　美香 藤本　絵美 原田　千晶 伊藤瑠光子 西村みゆき

9 9Ｃ 水口東 ６３６８３５７ ８７ 西村みゆき 松岡　愛佳 田村　　梢 伊藤瑠光子 藤本　絵美

６５ 9Ｄ 比叡山 ６３６Ｂ３５５ Ａ９ 蓑輪まり子 澤田　佳恵 藤井　里香 原　　美幸 大野　清美

６６ 99 比叡山 ６３６Ｄ３７９ ９Ｃ 澤田　佳恵 藤井　里沙 原　　美幸 脇坂　美沙 藤井　里香

６７ ５５ 水口東 ６３６７３９８ ７８ 久保　怜子 竹村　真奈 瑞慶山アケミ 山本美由紀 岡　　　碧

６８ ５６ 水口東 ６３６６３９Ｃ ７７ 山本美由紀 久保　怜子 瑞慶山アケミ 竹村　真奈 岡　　　碧

６９ ５７ 水口東 ６３６７３７６ ７Ｃ 山本美由紀 岡　　　碧 藤田　萌楓 江口　千晶 久保　怜子

６Ａ ５８ 八幡商 ６３６Ｂ３８Ａ ＡＢ 大橋　味世 高榮　杏奈 寺岡みなと 村川裕美子 大西　弥生

６Ｂ ５９ 草津東 ６３６７３９８ ８８ 坂東　慶子 岩坪友佳里 山脇　佳代 若井　希実 山本菜美子

６Ｃ ５Ａ 草津東 ６３６８３５５ ８８ 山本菜美子 長谷川亜衣 山脇　佳代 清水　優花 岩坪友佳里

６Ｄ ５Ｂ 草津東 ６３６７３７５ ８８ 山本菜美子 堀井　直子 若井　希実 清水　優花 岩坪友佳里

６9 ５Ｃ 滋賀学園 ６３６Ｂ３９Ｂ ９Ｂ 深尾　萌衣 井上　彩花 伊藤　　慈 小森由実子 高木　志穂

７５ ５Ｄ 草津東 ６３６９３８Ｃ Ａ８ 福井　　愛 浅田　順子 堀井　直子 大橋　礼実 松田　祐美

７６ ５9 滋賀学園 ６３６Ａ３９５ ９６ 井上　彩花 北川　沙耶 則定　　瞳 高木　志穂 神山　緩菜

７７ ６５ 草津東 ６３６Ａ３７９ ９８ 岸本　七海 前野　沙織 大野　千晴 兼松　侑里 浅田　順子

７８ ６６ 草津東 ６３６９３Ａ６ ９７ 岸本　七海 草野　香織 山下　　凪 兼松　侑里 大野　千晴

７９ ６７ 草津東 ６３６Ａ３９Ｂ ９Ａ 大野　千晴 草野　香織 山下　　凪 兼松　侑里 岸本　七海
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