
平成30年2月19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19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 武藤　巧真 50 二本松市駅伝チーム 役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:06:53.37 2.15Km0:06:53.37 0:03:12.27
ﾑﾄｳ ﾀｸﾏ

第2区 土屋　優斗 50 二本松市駅伝チーム 中央公民館 田川ふれあい公園 0:06:53.37 0:18:44.88 3.51Km0:11:51.51 0:03:22.71
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ

第3区 松本　怜美 50 二本松市駅伝チーム 田川ふれあい公園 坂上小学校正門 0:18:44.88 0:28:47.05 2.73Km0:10:02.17 0:03:40.58
ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾐ

第4区 宍戸　結紀 50 二本松市駅伝チーム 坂上小学校正門 桃畑緑地公園 0:28:47.05 0:44:18.10 4.79Km0:15:31.05 0:03:14.37
ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ

第5区 芝田　正義 46 宇都宮市立横川中学校　男子 桃畑緑地公園 蓼沼緑地公園 0:47:52.53 1:01:33.70 3.79Km0:13:41.17 0:03:36.67
ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖｼ

第6区 宇梶　慶太 46 宇都宮市立横川中学校　男子 蓼沼緑地公園 本郷小学校正門 1:01:33.70 1:10:44.76 2.70Km0:09:11.06 0:03:24.10
ｳｶｼﾞ ｹｲﾀ

第7区 川和　翔太 48 宮の原中学校　陸上競技部Ａ 本郷小学校正門 上郷公園 1:12:04.17 1:18:45.12 1.92Km0:06:40.95 0:03:28.83
ｶﾜﾜ ｼｮｳﾀ

第8区 菅野　友喜 50 二本松市駅伝チーム 上郷公園 上三川いきいきプラザ 1:16:19.20 1:26:01.22 2.87Km0:09:42.02 0:03:22.79
ｽｹﾞﾉ ﾄﾓｷ

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
【一般町内の部 】【一般町内の部 】【一般町内の部 】【一般町内の部 】

第1区 滝　賢 7 役場 役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:07:42.14 2.15Km0:07:42.14 0:03:34.95
ﾀｷ ｻﾄｼ

第2区 稲瀬　祥仙 2 上蒲生走友会 中央公民館 田川ふれあい公園 0:09:09.89 0:22:54.29 3.51Km0:13:44.40 0:03:54.87
ｲﾅｾ ﾖｼﾉﾘ

第3区 佐久間　利美 4 日産栃木工場 田川ふれあい公園 坂上小学校正門 0:23:00.25 0:33:58.38 2.73Km0:10:58.13 0:04:01.07
ｻｸﾏ ﾄｼﾐ

第4区 栂野　圭哉 2 上蒲生走友会 坂上小学校正門 桃畑緑地公園 0:34:41.01 0:50:36.28 4.79Km0:15:55.27 0:03:19.43
ﾄｶﾞﾉ ｹｲﾔ

第5区 小平　竜一 2 上蒲生走友会 桃畑緑地公園 蓼沼緑地公園 0:50:36.28 1:04:58.53 3.79Km0:14:22.25 0:03:47.51
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳｲﾁ

第6区 隅内　広樹 2 上蒲生走友会 蓼沼緑地公園 本郷小学校正門 1:04:58.53 1:15:28.47 2.70Km0:10:29.94 0:03:53.31
ｽﾐｳﾁ ﾋﾛｷ

第7区 上野　誠 2 上蒲生走友会 本郷小学校正門 上郷公園 1:15:28.47 1:22:36.86 1.92Km0:07:08.39 0:03:43.12
ｳｴﾉ ﾏｺﾄ

第8区 藤原　広翔 2 上蒲生走友会 上郷公園 上三川いきいきプラザ 1:22:36.86 1:31:13.39 2.87Km0:08:36.53 0:02:59.98
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
【一般町外の部 】【一般町外の部 】【一般町外の部 】【一般町外の部 】

第1区 舘野　聡 14 みらいＲＣ 役場前 中央公民館 0:00:00.00 0:06:39.81 2.15Km0:06:39.81 0:03:05.96
ﾀﾃﾉ ｻﾄｼ

第2区 粠田　健司 15 ギャランドゥー 中央公民館 田川ふれあい公園 0:07:08.10 0:17:49.48 3.51Km0:10:41.38 0:03:02.73
ｽｸﾓﾀ ｹﾝｼﾞ

第3区 高橋　歩夢 25 原瀬先輩と愉快なあご 田川ふれあい公園 坂上小学校正門 0:18:33.76 0:26:48.41 2.73Km0:08:14.65 0:03:01.19
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ

第4区 佐久間　裕己 15 ギャランドゥー 坂上小学校正門 桃畑緑地公園 0:26:34.77 0:41:12.48 4.79Km0:14:37.71 0:03:03.24
ｻｸﾏ ﾕｳｷ

第5区 吉田　尚矢 15 ギャランドゥー 桃畑緑地公園 蓼沼緑地公園 0:41:12.48 0:53:05.93 3.79Km0:11:53.45 0:03:08.25
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

第6区 篠原　暉幸 28 宇南工オールスターズ 蓼沼緑地公園 本郷小学校正門 0:57:51.98 1:06:12.43 2.70Km0:08:20.45 0:03:05.35
ｼﾉﾊﾗ ﾃﾙﾕｷ

第7区 市川　勇希 28 宇南工オールスターズ 本郷小学校正門 上郷公園 1:06:12.43 1:12:13.26 1.92Km0:06:00.83 0:03:07.93
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ

第8区 本田　翔太郎 15 ギャランドゥー 上郷公園 上三川いきいきプラザ 1:07:59.62 1:17:00.71 2.87Km0:09:01.09 0:03:08.53
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ


