
平成29年2月21日(火)NISSANしらさぎ駅伝競走大会in上三川　区間賞受賞者一覧第18回

区間 選手名 チーム名 出発点 到着点 出発タイム 到着タイム 距離ラップ 1Km平均ﾀｲﾑ
【中学生の部 】【中学生の部 】【中学生の部 】【中学生の部 】

第1区 髙橋　樹也 57 二本松市駅伝チーム 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:14:56.55 4.45Km0:14:56.55 0:03:21.47
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ

第2区 鈴木　響基 55 明治中男子陸上部 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:16:31.46 0:20:41.98 1.26Km0:04:10.52 0:03:18.83
ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ

第3区 伊藤　龍太郎 62 上三川中陸上競技部男女混成 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:20:46.36 0:34:33.49 3.69Km0:13:47.13 0:03:44.15
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ

第4区 吉田　光希 57 二本松市駅伝チーム 日産自動車栃木工場第1グランド 日産自動車栃木工場ゲストホー 0:34:02.45 0:39:20.30 1.60Km0:05:17.85 0:03:18.66
ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

第5区 宍戸　結紀 57 二本松市駅伝チーム 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:39:20.30 0:52:43.04 4.11Km0:13:22.74 0:03:15.31
ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ

第6区 片寄　帆香 62 上三川中陸上競技部男女混成 石田公園 ゆうき公園 0:55:44.09 1:05:57.49 2.90Km0:10:13.40 0:03:31.52
ｶﾀﾖｾ ﾎﾉｶ

第7区 土屋　優斗 57 二本松市駅伝チーム ゆうき公園 明治中学校正門 1:03:06.34 1:16:42.70 4.01Km0:13:36.36 0:03:23.58
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ

第8区 藤原　広翔 62 上三川中陸上競技部男女混成 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:20:12.21 1:30:50.79 3.25Km0:10:38.58 0:03:16.49
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ

区間 選手名 チーム名 出発点 到着点 出発タイム 到着タイム 距離ラップ 1Km平均ﾀｲﾑ
【一般町内の部 】【一般町内の部 】【一般町内の部 】【一般町内の部 】

第1区 城　英樹 11 日産栃木工場 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:15:50.47 4.45Km0:15:50.47 0:03:33.59
ｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ

第2区 稲井　義幸 11 日産栃木工場 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:15:50.47 0:20:17.11 1.26Km0:04:26.64 0:03:31.62
ｲﾅｲ ﾖｼﾕｷ

第3区 町田　浩康 1 上三川町役場 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:22:44.88 0:36:33.21 3.69Km0:13:48.33 0:03:44.48
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

第4区 中尾　修造 11 日産栃木工場 日産自動車栃木工場第1グランド 日産自動車栃木工場ゲストホー 0:35:29.84 0:41:35.87 1.60Km0:06:06.03 0:03:48.77
ﾅｶｵ ｼｭｳｿﾞｳ

第5区 稲見　隆典 5 盟友會 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:44:21.32 0:59:29.27 4.11Km0:15:07.95 0:03:40.91
ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

第6区 小野　健太 12 上蒲生走友会 石田公園 ゆうき公園 1:00:41.56 1:12:11.10 2.90Km0:11:29.54 0:03:57.77
ｵﾉ ｹﾝﾀ

第7区 栂野　圭哉 12 上蒲生走友会 ゆうき公園 明治中学校正門 1:12:11.10 1:25:21.24 4.01Km0:13:10.14 0:03:17.04
ﾄｶﾞﾉ ｹｲﾔ

第8区 小林　悠華 12 上蒲生走友会 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:25:21.24 1:37:09.80 3.25Km0:11:48.56 0:03:38.02
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

区間 選手名 チーム名 出発点 到着点 出発タイム 到着タイム 距離ラップ 1Km平均ﾀｲﾑ
【一般町外の部 】【一般町外の部 】【一般町外の部 】【一般町外の部 】

第1区 戸澤　綾 30 ギャランドゥー 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:14:03.69 4.45Km0:14:03.69 0:03:09.59
ﾄｻﾜ ﾘｮｳ

第2区 石川　朋彦 33 ＭＲＣ（壬生町ランニングクラブ） 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:15:14.08 0:18:53.75 1.26Km0:03:39.67 0:02:54.34
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋｺ

第3区 園川　雅樹 30 ギャランドゥー 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:18:17.01 0:30:21.44 3.69Km0:12:04.43 0:03:16.32
ｿﾉｶﾜ ﾏｻｷ

第4区 葭葉　剛士 33 ＭＲＣ（壬生町ランニングクラブ） 日産自動車栃木工場第1グランド 日産自動車栃木工場ゲストホー 0:32:02.14 0:37:09.85 1.60Km0:05:07.71 0:03:12.32
ﾖｼﾊﾞ ﾀｹｼ

第5区 後藤　宏行 31 ＮＲＣ 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:35:54.74 0:48:52.99 4.11Km0:12:58.25 0:03:09.36
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

第6区 斉藤　成 31 ＮＲＣ 石田公園 ゆうき公園 0:48:52.99 0:58:38.08 2.90Km0:09:45.09 0:03:21.76
ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ

第7区 栃木　祐輝 33 ＭＲＣ（壬生町ランニングクラブ） ゆうき公園 明治中学校正門 1:01:34.54 1:14:24.79 4.01Km0:12:50.25 0:03:12.08
ﾄﾁｷﾞ ﾕｳｷ

第8区 林　秀行 27 落合陸上クラブA 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:17:00.10 1:27:26.62 3.25Km0:10:26.52 0:03:12.78
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ


