
平成27年2月16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16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 飯島　啓仁 46 上三川中学校陸上競技部　男子 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:15:08.28 4.45Km0:15:08.28 0:03:24.11
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ

第2区 田﨑　蓮 41 本郷中学校野球部 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:16:38.99 0:20:40.09 1.11Km0:04:01.10 0:03:37.21
ﾀｻｷ ﾚﾝ

第3区 佐藤　朋弥 50 上三川町立上三川中学校野球部（KJ 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:20:46.63 0:34:52.02 3.84Km0:14:05.39 0:03:40.15
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

第4区 石塚　隼斗 46 上三川中学校陸上競技部　男子 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 0:35:52.36 0:41:11.15 1.60Km0:05:18.79 0:03:19.24
ｲｼﾂｶ ﾊﾔﾄ

第5区 遠藤　空 46 上三川中学校陸上競技部　男子 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:41:11.15 0:56:43.13 4.11Km0:15:31.98 0:03:46.76
ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ

第6区 山﨑　啓寛 41 本郷中学校野球部 石田公園 ゆうき公園 0:58:14.08 1:08:43.26 2.90Km0:10:29.18 0:03:36.96
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ

第7区 柳田　竜雅 46 上三川中学校陸上競技部　男子 ゆうき公園 明治中学校正門 1:07:47.05 1:21:47.62 4.01Km0:14:00.57 0:03:29.62
ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ

第8区 藤原　広翔 46 上三川中学校陸上競技部　男子 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:21:47.62 1:32:49.70 3.25Km0:11:02.08 0:03:23.72
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 宇津木　宗光 6 上蒲生走友会 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:15:26.84 4.45Km0:15:26.84 0:03:28.28
ｳﾂｷﾞ ﾑﾈﾐﾂ

第2区 片寄　帆香 6 上蒲生走友会 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:15:26.84 0:19:44.29 1.11Km0:04:17.45 0:03:51.94
ｶﾀﾖｾ ﾎﾉｶ

第3区 町田　浩康 3 役場Ａ 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド 0:25:04.51 0:38:35.68 3.84Km0:13:31.17 0:03:31.24
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

第4区 田中　浩 16 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 0:34:57.92 0:40:38.93 1.60Km0:05:41.01 0:03:33.13
ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

第5区 稲見　隆典 7 盟友會 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:44:00.75 0:59:22.21 4.11Km0:15:21.46 0:03:44.20
ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

第6区 佐藤　昌弘 16 日産栃木工場　Ａ 石田公園 ゆうき公園 0:57:29.63 1:08:30.25 2.90Km0:11:00.62 0:03:47.80
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

第7区 大嶋　慎也 16 日産栃木工場　Ａ ゆうき公園 明治中学校正門 1:08:30.25 1:22:27.28 4.01Km0:13:57.03 0:03:28.74
ｵｵｼﾏ ｼﾝﾔ

第8区 野口　徹 2 上三川町都市建設課 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:45:48.99 1:58:11.08 3.25Km0:12:22.09 0:03:48.34
ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

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　奨 28 ギャランドゥー 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:13:30.72 4.45Km0:13:30.72 0:03:02.18
ﾄｻﾜ ｼｮｳ

第2区 大門　勇太 22 落合陸上クラブ　Ａ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:15:00.45 0:18:51.49 1.11Km0:03:51.04 0:03:28.14
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｳﾀ

第3区 斉藤　豊 28 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 0:17:39.34 0:29:37.32 3.84Km0:11:57.98 0:03:06.97
ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ

第4区 田村　智志 28 ギャランドゥー 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 0:29:37.32 0:35:04.58 1.60Km0:05:27.26 0:03:24.54
ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ

第5区 石川　大和 28 ギャランドゥー 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:35:04.58 0:48:11.08 4.11Km0:13:06.50 0:03:11.36
ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ

第6区 安齋　嘉章 38 二本松市駅伝チーム 石田公園 ゆうき公園 0:50:13.36 0:59:29.03 2.90Km0:09:15.67 0:03:11.61
ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ

第7区 鹿野　皓紀 38 二本松市駅伝チーム ゆうき公園 明治中学校正門 0:59:29.03 1:12:02.64 4.01Km0:12:33.61 0:03:07.93
ｼｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ

第8区 太田　航介 38 二本松市駅伝チーム 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:12:02.64 1:22:47.89 3.25Km0:10:45.25 0:03:18.54
ｵｵﾀ ｺｳｽｹ


