
平成23年2月20日(日)しらさぎ駅伝競走大会　区間賞受賞者一覧第12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 】

第1区 奈良　航平 11 本郷中学校野球部A 役場南側 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:16:47.50 4.45Km0:16:47.50 0:03:46.40
ﾅﾗ ｺｳﾍｲ

第2区 渡辺　直弥 16 明治中学校バスケットボール部A 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:17:37.82 0:21:38.35 1.11Km0:04:00.53 0:03:36.69
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ

第3区 氷室　将 11 本郷中学校野球部A 本郷中学校東 日産自動車栃木工場グランド 0:20:51.32 0:34:28.71 3.84Km0:13:37.39 0:03:32.86
ﾋﾑﾛ ｼｮｳ

第4区 坂入　誠 11 本郷中学校野球部A 日産自動車栃木工場グランド 日産自動車栃木工場ゲストホー 0:34:28.71 0:40:29.44 1.60Km0:06:00.73 0:03:45.46
ｻｶｲﾘ ﾏｺﾄ

第5区 高貝　峻史 16 明治中学校バスケットボール部A 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:42:29.49 0:57:59.70 4.11Km0:15:30.21 0:03:46.33
ﾀｶｶﾞｲ ｼｭﾝｼﾞ

第6区 前原　昌樹 4 明治中学校野球部A 石田公園 ゆうき公園 0:58:59.81 1:08:14.41 2.39Km0:09:14.60 0:03:52.05
ﾏｴﾊﾗ ﾏｻｷ

第7区 谷田貝　翔 11 本郷中学校野球部A ゆうき公園 明治中学校正門 1:05:52.91 1:21:14.36 4.01Km0:15:21.45 0:03:49.79
ﾔﾀｶﾞｲ ｼｮｳ

第8区 谷田貝　僚 11 本郷中学校野球部A 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:21:14.36 1:33:40.96 3.25Km0:12:26.60 0:03:49.72
ﾔﾀｶﾞｲ ﾘｮｳ

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 】

第1区 上野　大地 25 上蒲生　走友会 役場南側 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:14:17.65 4.45Km0:14:17.65 0:03:12.73
ｳｴﾉ ﾀﾞｲﾁ

第2区 戸塚　優 26 上三川老童クラブ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:15:53.61 0:20:18.75 1.11Km0:04:25.14 0:03:58.86
ﾄﾂｶ ﾕｳ

第3区 高野　祐司 26 上三川老童クラブ 本郷中学校東 日産自動車栃木工場グランド 0:20:18.75 0:34:10.13 3.84Km0:13:51.38 0:03:36.51
ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ

第4区 星野　実 3 日産栃木工場　A 日産自動車栃木工場グランド 日産自動車栃木工場ゲストホー 0:35:56.82 0:41:35.58 1.60Km0:05:38.76 0:03:31.72
ﾎｼﾉ ﾐﾉﾙ

第5区 上野　雄都 25 上蒲生　走友会 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:41:05.40 0:54:20.29 4.11Km0:13:14.89 0:03:13.40
ｳｴﾉ ﾕｳﾄ

第6区 植木　駿一 3 日産栃木工場　A 石田公園 ゆうき公園 0:56:58.56 1:04:58.56 2.39Km0:08:00.00 0:03:20.84
ｳｴｷ ｼｭﾝｲﾁ

第7区 長嶋　靖 26 上三川老童クラブ ゆうき公園 明治中学校正門 1:05:32.12 1:20:17.32 4.01Km0:14:45.20 0:03:40.75
ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽｼ

第8区 隅内　広樹 25 上蒲生　走友会 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:19:19.07 1:31:51.13 3.25Km0:12:32.06 0:03:51.40
ｽﾐｳﾁ ﾋﾛｷ

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 】

第1区 山口　栄由 38 大内会B 役場南側 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:13:42.12 4.45Km0:13:42.12 0:03:04.75
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾖﾘ

第2区 小林　優真 10 生涯ふれあい駅伝クラブ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:16:18.85 0:20:31.30 1.11Km0:04:12.45 0:03:47.43
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ

第3区 関口　祐 38 大内会B 本郷中学校東 日産自動車栃木工場グランド 0:17:59.12 0:29:45.95 3.84Km0:11:46.83 0:03:04.07
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳ

第4区 関川　佳男 35 日産陸上部OB 日産自動車栃木工場グランド 日産自動車栃木工場ゲストホー 0:33:06.79 0:38:17.38 1.60Km0:05:10.59 0:03:14.12
ｾｷｶﾜ ﾖｼｵ

第5区 高津戸　拓実 38 大内会B 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:35:14.60 0:47:54.50 4.11Km0:12:39.90 0:03:04.89
ﾀｶﾂﾄ ﾀｸﾐ

第6区 赤羽　洋平 38 大内会B 石田公園 ゆうき公園 0:47:54.50 0:55:36.13 2.39Km0:07:41.63 0:03:13.15
ｱｶﾊﾞ ﾖｳﾍｲ

第7区 飯島　智志 35 日産陸上部OB ゆうき公園 明治中学校正門 1:00:00.34 1:12:21.70 4.01Km0:12:21.36 0:03:04.88
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ

第8区 岩倉　僚 38 大内会B 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:09:07.28 1:19:28.68 3.25Km0:10:21.40 0:03:11.20
ｲﾜｸﾗ ﾘｮｳ


