
 2013県北中学校新人駅伝競走大会（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽの部）
 期日:2013年2月17日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 2/17  男子
 3km

 1  1  田野    翼(3)  三股中  9'08"  2  牧野  光留(3)  大淀中  9'17"  3  濱田  晃成(3)  大淀中  9'18"  4  川添  杏太(3)  紙屋陸上ｸﾗﾌﾞ  9'26"

 5  國分  康平(3)  三股中  9'28"  6  宮崎柔之介(3)  三股中  9'30"  7  岩満  史翔(3)  大淀中  9'30"  8  田常  大成(2)  西郷中  9'36"

 9  佐藤  弘規(3)  高千穂中  9'41"  10  湯川  竣太(3)  岡富中  9'47"  11  仲谷  友作(3)  昭和中  9'56"  12  瀬井丈一郎(3)  高千穂中  9'57"

 13  佐藤冴太郎(3)  日之影中  10'01"  14  甲斐  和馬(3)  岡富中  10'01"  15  佐藤  龍也(1)  三重中  10'01"  16  楠元  健志(3)  紙屋陸上ｸﾗﾌﾞ  10'03"

 17  後藤  佳希(1)  三重中  10'06"  18  中野  直弥(1)  大淀中  10'10"  19  近藤    海(3)  紙屋陸上ｸﾗﾌﾞ  10'13"  20  下湯  幸樹(2)  紙屋陸上ｸﾗﾌﾞ  10'14"

 21  桑原    樹(3)  東海中  10'26"  22  甲斐  英雄(3)  岡富中  10'27"  23  平田  飛鳥(3)  大淀中  10'29"  24  井手  隆経(2)  小林中  10'29"

 25  志賀  良輝(1)  久住中  10'32"  26  細井  直紀(2)  久住中  10'34"  27  志賀虎の介(2)  久住中  10'37"  28  吉田  隆心(2)  三重中  10'46"

 29  湯之前翔大(2)  小林中  10'51"  30  立神  颯人(1)  紙屋陸上ｸﾗﾌﾞ  10'54"  31  中田  由士(1)  大淀中  10'54"  32  姫野  康平(2)  竹田中  10'56"

 33  大里  治誉(1)  三重中  10'57"  34  石神  奏太(2)  大淀中  10'58"  35  加藤  諒馬(1)  三重中  11'03"  36  森  真希登(2)  大淀中  11'07"

 37  藤田  真翠(1)  岡富中  11'09"  38  熊原  秀道(1)  大淀中  11'15"  39  竹村  俊紀(2)  小林中  11'20"  40  川内  瑛士(1)  紙屋陸上ｸﾗﾌﾞ  11'20"

 41  本郷  景虎(1)  久住中  11'28"  42  黒木  隆成(2)  門川中  11'37"  43  久米田秀則(1)  大淀中  11'38"  44  林    公成(2)  大淀中  11'47"

 45  炭田  大介(2)  北郷中  11'51"  46  押川竜之祐(2)  大淀中  11'53"  47  山倉  也昌(1)  門川中  11'54"  48  髙橋  雄也(2)  門川中  12'01"

 49  瀬尾    悠(1)  門川中  12'01"  50  鈴木淳一郎(2)  高千穂中  12'04"  51  脇田  教聖(1)  大淀中  12'05"  52  三枝竜太郎(1)  加納中  12'22"

 53  松本  一樹(1)  高千穂中  12'24"  54  澤    弥哲(2)  加納中  12'31"  55  吉岡  風飛(1)  木城中  12'36"  56  菊田  和輝(1)  北郷中  12'45"

 57  山下  純平(1)  門川中  12'45"  58  甲斐  龍一(2)  北郷中  12'46"  59  川崎  龍太(1)  門川中  12'55"  60  小川  純平(1)  門川中  12'57"

 61  村田純乃介(1)  加納中  12'58"  62  黒木  翔太(1)  高千穂中  13'06"  63  坂本彰太郎(1)  竹田中  14'11"  64  是澤  大智(1)  木城中  14'12"

 65  田崎  翔陽(1)  日之影中  14'42"  66  山本  禎夕(1)  日之影中  16'55"
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 2013県北中学校新人駅伝競走大会（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽの部）
 期日:2013年2月17日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:
 月日  種目  組  風  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録  位  氏名  所属  記録

 2/17  女子
 3km

 1  1  工藤  杏華(2)  三重中  10'34"  2  黒木  千種(3)  大淀中  11'08"  3  大嶋  実紗(2)  久住中  11'11"  4  渡邉  百香(1)  久住中  11'13"

 5  佐藤  綾音(2)  西階中  11'43"  6  牧野  真子(1)  大淀中  11'46"  7  衞藤ゆき美(2)  竹田中  11'49"  8  富樫    葵(2)  三重中  11'49"

 9  阿南    芳(2)  三重中  11'51"  10  佐藤  美里(2)  竹田中  11'55"  11  長友万優香(1)  加納中  11'56"  12  内田  愛季(2)  三重中  11'57"

 13  佐藤  真由(2)  竹田中  12'02"  14  阿部  瑞樹(3)  木城中  12'20"  15  山下美寿沙(2)  大淀中  12'28"  16  山内  咲季(1)  大淀中  12'41"

 17  東田  佳子(2)  大淀中  12'42"  18  植田  瑞穂(2)  竹田中  12'58"  19  藤田  結奈(3)  岡富中  13'10"  20  日髙  菜奈(1)  大淀中  13'15"

 21  田中ことみ(1)  加納中  13'23"  22  木村紗耶夏(1)  大淀中  13'31"  23  足達  芙実(1)  久住中  13'47"  24  境田  春果(1)  加納中  13'47"

 25  串間　彩香(2)  大淀中  13'59"  26  下村  結依(1)  加納中  14'00"  27  仲泊  美葵(1)  大淀中  14'00"  28  佐藤    望(2)  竹田中  14'06"

 29  飯干  潮音(1)  高千穂中  14'39"  30  後藤  尚子(3)  木城中  14'43"  31  小中谷  茜(2)  門川中  14'54"  32  山岡  愛梨(1)  大淀中  14'55"

 33  金田  晏奈(2)  大淀中  15'19"  34  黒木  美幸(1)  門川中  15'40"  35  柏田明日菜(1)  加納中  16'46"
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