
令和2年2月19日(水)NISSANしらさぎ駅伝競走大会in上三川　区間賞受賞者一覧第21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 伊藤　尊晴 49 チームタワシ 上三川町役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:06:54.00 2.30Km0:06:54.00 3分00秒
ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ

第2区 五味淵　結斗 49 チームタワシ 中央公民館 田川ふれあい公園 0:06:54.00 0:17:20.99 3.40Km0:10:26.99 3分04秒
ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾕｲﾄ

第3区 鈴木　陽太 49 チームタワシ 田川ふれあい公園 坂上小学校正門前 0:17:20.99 0:26:35.92 2.80Km0:09:14.93 3分18秒
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ

第4区 早乙女　良真 49 チームタワシ 坂上小学校正門前 桃畑緑地公園入口 0:26:35.92 0:41:23.72 4.70Km0:14:47.80 3分08秒
ｿｳﾄﾒ ﾘｮｳﾏ

第5区 佐藤　仁 49 チームタワシ 桃畑緑地公園入口 蓼沼緑地公園入口 0:41:23.72 0:51:43.05 3.30Km0:10:19.33 3分07秒
ｻﾄｳ ｼﾞﾝ

第6区 山口　洋翔 49 チームタワシ 蓼沼緑地公園入口 本郷小学校正門前 0:51:43.05 0:56:55.16 1.50Km0:05:12.11 3分28秒
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

第7区 田中　航 49 チームタワシ 本郷小学校正門前 上郷公園入口 0:56:55.16 1:03:14.80 1.90Km0:06:19.64 3分19秒
ﾀﾅｶ ｺｳ

第8区 横田　銀河 49 チームタワシ 上郷公園入口 上三川いきいきプラザ 1:03:14.80 1:13:01.01 3.20Km0:09:46.21 3分03秒
ﾖｺﾀ ｷﾞﾝｶﾞ

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 山口　元 12 PT走力会 上三川町役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:08:22.13 2.30Km0:08:22.13 3分38秒
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ

第2区 藤原　広翔 11 ひとふりくんプレミア上蒲生走友会 中央公民館 田川ふれあい公園 0:08:40.30 0:19:20.50 3.40Km0:10:40.20 3分08秒
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ

第3区 菅原　将人 7 日産栃木工場 田川ふれあい公園 坂上小学校正門前 0:24:13.33 0:33:59.82 2.80Km0:09:46.49 3分29秒
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ

第4区 稲見　隆典 1 盟友會 坂上小学校正門前 桃畑緑地公園入口 0:38:42.74 0:55:02.48 4.70Km0:16:19.74 3分28秒
ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

第5区 川島　悠輔 8 TEAM伊沢　LAST 桃畑緑地公園入口 蓼沼緑地公園入口 0:56:00.56 1:07:51.80 3.30Km0:11:51.24 3分35秒
ｶﾜｼﾏ ﾕｳｽｹ

第6区 小林　広幸 6 日産栃木工場　チームM40 蓼沼緑地公園入口 本郷小学校正門前 1:12:01.82 1:17:07.50 1.50Km0:05:05.68 3分23秒
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

第7区 稲瀬　祥仙 11 ひとふりくんプレミア上蒲生走友会 本郷小学校正門前 上郷公園入口 1:06:20.56 1:13:04.11 1.90Km0:06:43.55 3分32秒
ｲﾅｾ ﾖｼﾉﾘ

第8区 小島　正博 11 ひとふりくんプレミア上蒲生走友会 上郷公園入口 上三川いきいきプラザ 1:13:04.11 1:24:12.86 3.20Km0:11:08.75 3分28秒
ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ

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 渡邉　優介 15 コットンRC 上三川町役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:06:41.42 2.30Km0:06:41.42 2分54秒
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

第2区 斉藤　豊 22 ギャランドゥー 中央公民館 田川ふれあい公園 0:07:22.57 0:17:45.58 3.40Km0:10:23.01 3分03秒
ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ

第3区 塩澤　裕也 26 いずみざきTC 田川ふれあい公園 坂上小学校正門前 0:17:32.51 0:26:18.54 2.80Km0:08:46.03 3分07秒
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ

第4区 上村　純也 27 エンジのチーター 坂上小学校正門前 桃畑緑地公園入口 0:27:59.18 0:42:31.69 4.70Km0:14:32.51 3分05秒
ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

第5区 兼子　卓也 27 エンジのチーター 桃畑緑地公園入口 蓼沼緑地公園入口 0:42:31.69 0:52:43.78 3.30Km0:10:12.09 3分05秒
ｶﾈｺ ﾀｸﾔ

第6区 谷部　吉生 15 コットンRC 蓼沼緑地公園入口 本郷小学校正門前 0:54:25.70 0:59:28.74 1.50Km0:05:03.04 3分22秒
ﾔﾍﾞ ﾖｼｵ

第7区 落合　大輝 15 コットンRC 本郷小学校正門前 上郷公園入口 0:59:28.74 1:05:15.42 1.90Km0:05:46.68 3分02秒
ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｷ

第8区 吉田　憲正 27 エンジのチーター 上郷公園入口 上三川いきいきプラザ 1:05:07.14 1:14:54.86 3.20Km0:09:47.72 3分03秒
ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ


