
平成25年2月18日(月)しらさぎ駅伝競走大会　区間賞受賞者一覧第14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 野口　皓 44 明治中学校　陸上部A 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:15:25.57 4.45Km0:15:25.57 0:03:27.99
ﾉｸﾞﾁ ｿﾗ

第2区 上野　元気 55 上三川中野球部Ａ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:19:23.12 0:23:14.71 1.11Km0:03:51.59 0:03:28.64
ｳｴﾉ ｹﾞﾝｷ

第3区 宇賀神　柊哉 44 明治中学校　陸上部A 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:19:28.19 0:34:31.23 3.84Km0:15:03.04 0:03:55.17
ｳｶﾞｼﾞﾝ ｼｭｳﾔ

第4区 星野　智哉 55 上三川中野球部Ａ 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 0:38:31.22 0:44:30.02 1.60Km0:05:58.80 0:03:44.25
ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ

第5区 宮澤　優人 46 上三川中　陸上部 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:43:52.97 0:59:02.75 4.11Km0:15:09.78 0:03:41.36
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

第6区 野口　貴大 49 明治中男子バスケットボール部 石田公園 ゆうき公園 1:00:19.27 1:11:44.23 2.90Km0:11:24.96 0:03:56.19
ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

第7区 樋山　舜崇 44 明治中学校　陸上部A ゆうき公園 明治中学校正門 1:08:16.83 1:23:24.76 4.01Km0:15:07.93 0:03:46.42
ﾋﾔﾏ ｷﾖﾀｶ

第8区 上野　彪賀 55 上三川中野球部Ａ 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:28:39.02 1:41:08.17 3.25Km0:12:29.15 0:03:50.51
ｳｴﾉ ﾋｮｳｶﾞ

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 宇津木　宗光 2 上三川老童クラブA 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:14:16.87 4.45Km0:14:16.87 0:03:12.56
ｳﾂｷﾞ ﾑﾈﾐﾂ

第2区 高野　雄太 11 日産栃木工場Ａ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:16:30.90 0:20:13.46 1.11Km0:03:42.56 0:03:20.50
ﾀｶﾉ ﾕｳﾀ

第3区 落合　政仁 11 日産栃木工場Ａ 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:20:13.46 0:34:00.62 3.84Km0:13:47.16 0:03:35.41
ｵﾁｱｲ ﾏｻﾋﾄ

第4区 星野　実 11 日産栃木工場Ａ 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 0:34:00.62 0:39:56.38 1.60Km0:05:55.76 0:03:42.35
ﾎｼﾉ ﾐﾉﾙ

第5区 上野　哲史 8 ＦＭ本郷 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:46:50.69 1:02:13.17 4.11Km0:15:22.48 0:03:44.45
ｳｴﾉ ﾉﾘﾌﾐ

第6区 佐藤　昌弘 11 日産栃木工場Ａ 石田公園 ゆうき公園 0:59:12.69 1:10:37.66 2.90Km0:11:24.97 0:03:56.20
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

第7区 町田　浩康 6 役場Ａ ゆうき公園 明治中学校正門 1:18:36.56 1:32:38.12 4.01Km0:14:01.56 0:03:29.87
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

第8区 中西　良一 11 日産栃木工場Ａ 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:25:25.32 1:38:36.99 3.25Km0:13:11.67 0:04:03.59
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳｲﾁ

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 家高　晋吾 40 日産陸上部ＯＢ 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:13:24.04 4.45Km0:13:24.04 0:03:00.68
ﾔﾀﾞｶ ｼﾝｺﾞ

第2区 櫻井　治歴 13 チームJAPAN 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:13:25.99 0:16:39.20 1.11Km0:03:13.21 0:02:54.06
ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾕｷ

第3区 川﨑　黎哉 13 チームJAPAN 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:16:39.20 0:28:48.79 3.84Km0:12:09.59 0:03:10.00
ｶﾜｻｷ ﾚｲﾔ

第4区 柳田　悟志 16 塙田アルディージャ 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 0:31:39.51 0:36:44.44 1.60Km0:05:04.93 0:03:10.58
ﾔﾅｷﾞﾀ ｻﾄｼ

第5区 後藤　広行 19 NRC-A 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:36:34.74 0:48:55.25 4.11Km0:12:20.51 0:03:00.17
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

第6区 星野　竜也 13 チームJAPAN 石田公園 ゆうき公園 0:46:47.11 0:55:44.39 2.90Km0:08:57.28 0:03:05.27
ﾎｼﾉ ﾀﾂﾔ

第7区 滝沢　駿 13 チームJAPAN ゆうき公園 明治中学校正門 0:55:44.39 1:08:47.41 4.01Km0:13:03.02 0:03:15.27
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝ

第8区 星野　悠雅 13 チームJAPAN 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:08:47.41 1:19:06.80 3.25Km0:10:19.39 0:03:10.58
ﾎｼﾉ ﾕｳｶﾞ


