
平成31年2月18日(月)NISSANしらさぎ駅伝競走大会in上三川　区間賞受賞者一覧第20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 三木　圭盛 35 二本松市駅伝チーム 上三川町役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:06:48.93 2.15Km0:06:48.93 0:03:10.20
ﾐｷ ﾖｼﾓﾘ

第2区 菅野　大地 35 二本松市駅伝チーム 中央公民館 田川ふれあい公園 0:06:48.93 0:19:04.35 3.51Km0:12:15.42 0:03:29.52
ｽｹﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

第3区 白岩　楓 31 福島県泉崎中学校 田川ふれあい公園 坂上小学校正門前 0:20:26.31 0:30:01.83 2.73Km0:09:35.52 0:03:30.81
ｼﾗｲﾜ ｶｴﾃﾞ

第4区 溝井　正貴 31 福島県泉崎中学校 坂上小学校正門前 桃畑緑地公園入口 0:30:01.83 0:46:36.40 4.89Km0:16:34.57 0:03:23.39
ﾐｿﾞｲ ﾏｻﾀｶ

第5区 武藤　巧真 35 二本松市駅伝チーム 桃畑緑地公園入口 蓼沼緑地公園入口 0:47:12.32 0:59:49.43 3.57Km0:12:37.11 0:03:32.08
ﾑﾄｳ ﾀｸﾏ

第6区 小野寺　瞭 47 上三川中学校陸上競技部男子 蓼沼緑地公園入口 本郷小学校正門前 1:02:44.23 1:07:16.44 1.50Km0:04:32.21 0:03:01.47
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ

第7区 瀬戸　敦史 31 福島県泉崎中学校 本郷小学校正門前 上郷公園入口 1:05:41.43 1:12:20.95 1.92Km0:06:39.52 0:03:28.08
ｾﾄ ｱﾂｼ

第8区 根本　和佳 35 二本松市駅伝チーム 上郷公園入口 上三川いきいきプラザ 1:11:40.71 1:22:05.71 3.17Km0:10:25.00 0:03:17.16
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ

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 及川　博幸 10 上蒲生走友会プレミア 上三川町役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:07:26.34 2.15Km0:07:26.34 0:03:27.60
ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

第2区 塩浜　裕太 1 盟友會 中央公民館 田川ふれあい公園 0:09:18.02 0:21:55.10 3.51Km0:12:37.08 0:03:35.69
ｼｵﾊﾏ ﾕｳﾀ

第3区 稲瀬　祥仙 10 上蒲生走友会プレミア 田川ふれあい公園 坂上小学校正門前 0:20:16.62 0:30:35.08 2.73Km0:10:18.46 0:03:46.54
ｲﾅｾ ﾖｼﾉﾘ

第4区 藤原　広翔 10 上蒲生走友会プレミア 坂上小学校正門前 桃畑緑地公園入口 0:30:35.08 0:46:32.03 4.89Km0:15:56.95 0:03:15.70
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ

第5区 佐々木　亮人 1 盟友會 桃畑緑地公園入口 蓼沼緑地公園入口 0:50:40.86 1:04:56.75 3.57Km0:14:15.89 0:03:59.75
ｻｻｷ ﾘｮｳﾄ

第6区 野澤　正人 5 ニンニクマシマシ 蓼沼緑地公園入口 本郷小学校正門前 1:16:23.59 1:21:10.08 1.50Km0:04:46.49 0:03:10.99
ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

第7区 水越　亮太 8 なんでもえぇよ 本郷小学校正門前 上郷公園入口 1:17:57.08 1:24:56.53 1.92Km0:06:59.45 0:03:38.46
ﾐｽﾞｺｼ ﾘｮｳﾀ

第8区 森戸　努 1 盟友會 上郷公園入口 上三川いきいきプラザ 1:18:45.18 1:31:06.61 3.17Km0:12:21.43 0:03:53.89
ﾓﾘﾄ ﾂﾄﾑ

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 飯島　智志 24 日産陸上部OB 上三川町役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:06:33.19 2.15Km0:06:33.19 0:03:02.88
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ

第2区 猪野詰　顕 22 矢板RC-A 中央公民館 田川ふれあい公園 0:07:20.54 0:18:24.55 3.51Km0:11:04.01 0:03:09.18
ｲﾉﾂﾒ ｱｷﾗ

第3区 横松　徹 24 日産陸上部OB 田川ふれあい公園 坂上小学校正門前 0:17:38.57 0:25:45.89 2.73Km0:08:07.32 0:02:58.51
ﾖｺﾏﾂ ﾄｵﾙ

第4区 下里　和義 24 日産陸上部OB 坂上小学校正門前 桃畑緑地公園入口 0:25:45.89 0:40:28.20 4.89Km0:14:42.31 0:03:00.43
ｼﾓｻﾞﾄ ｶｽﾞﾖｼ

第5区 久保　健二 24 日産陸上部OB 桃畑緑地公園入口 蓼沼緑地公園入口 0:40:28.20 0:52:07.48 3.57Km0:11:39.28 0:03:15.88
ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ

第6区 原瀬　裕太 25 原瀬先輩と愉快なアゴ 蓼沼緑地公園入口 本郷小学校正門前 0:57:11.21 1:01:30.83 1.50Km0:04:19.62 0:02:53.08
ﾊﾗｾ ﾕｳﾀ

第7区 小堀　佑真 22 矢板RC-A 本郷小学校正門前 上郷公園入口 1:02:43.51 1:08:14.09 1.92Km0:05:30.58 0:02:52.18
ｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾏ

第8区 片山　昌昭 22 矢板RC-A 上郷公園入口 上三川いきいきプラザ 1:08:14.09 1:17:47.92 3.17Km0:09:33.83 0:03:01.02
ｶﾀﾔﾏ ﾖｼｱｷ


