
 2014県北中学校新人駅伝競走大会（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽの部）
 期日:2014年2月16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

 2/16  男子
 3km

 1  1  清家  由宇(3)  岡富中  9'07"  2  亀鷹  雄輝(3)  妻中  9'12"  3  田常  大成(3)  西郷中  9'33"  4  亀鷹  大輝(3)  妻中  9'39"

 5  土持  碧衣(3)  妻中  9'45"  6  佐藤  祥大(3)  久峰中  10'17"  7  甲斐  竜太(1)  妻中  10'19"  8  橋本  智憲(3)  五ヶ瀬中等部  10'26"

 9  坂井  優光(3)  五ヶ瀬中等部  10'27"  10  野崎  永綺(1)  三股中  10'27"  11  前田  爽汰(1)  三股中  10'36"  12  内山    圭(2)  大淀中  10'50"

 13  尾﨑  友亮(2)  妻中  10'52"  14  原田  佳明(2)  妻中  10'53"  15  松崎  元輝(1)  三股中  10'53"  16  岩切  魁人(2)  西階中  10'53"

 17  河内  大也(1)  西階中  11'03"  18  野崎  一真(1)  三股中  11'20"  19  江口  遼平(3)  五ヶ瀬中等部  11'21"  20  小林  卓生(1)  西階中  11'22"

 21  高橋  滉祐(1)  西階中  11'22"  22  渡部  俊輝(2)  西階中  11'23"  23  齋藤    柊(2)  久峰中  11'29"  24  梅田  瑞貴(1)  西階中  11'33"

 25  福元  大貴(3)  五ヶ瀬中等部  11'39"  26  平塚  夕聖(2)  西階中  11'40"  27  佐藤  蒼真(1)  東海中  11'44"  28  金丸  舜祐(1)  門川中  11'53"

 29  鶴野  惇平(1)  西階中  11'59"  30  安藤  大智(2)  五ヶ瀬中等部  12'33"  31  渡辺  凌大(2)  高千穂中  12'52"  32  田﨑  潤生(2)  高千穂中  12'53"

 33  佐藤    永(2)  高千穂中  12'54"  34  横田  拳也(2)  久峰中  13'12"  35  春田  一輝(1)  日之影中  13'15"  36  原田  侑弥(1)  西階中  13'19"

 37  飯干    樹(2)  日之影中  13'32"  38  原田  大輔(1)  門川中  13'54"  39  弘光  正宗(1)  久峰中  14'07"  40  甲斐  透汰(2)  門川中  14'07"

 41  中武  将汰(1)  久峰中  14'16"  42  田﨑  翔陽(2)  日之影中  15'05"  43  和藤  竜二(1)  東海中  15'49"
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 2014県北中学校新人駅伝競走大会（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽの部）
 期日:2014年2月16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

 2/16  女子
 3km

 1  1  髙橋  紅葉(2)  妻中  10'16"  2  横山  瑠南(3)  大淀中  10'33"  3  田﨑  優理(1)  日之影中  10'49"  4  野口ななみ(1)  三股中  11'41"

 5  小薗  美優(1)  大淀中  12'19"  6  緒方  茉耶(1)  妻中  12'22"  7  山下  果純(1)  大淀中  12'44"  8  平川    葵(2)  久峰中  13'16"

 9  植野  真由(2)  久峰中  13'17"  10  池田  麻美(2)  日之影中  13'20"  11  斉藤  実愛(2)  久峰中  13'27"  12  上原  結那(2)  久峰中  13'43"

 13  田原  楓華(1)  門川中  13'50"  14  石川  優子(2)  門川中  14'12"  15  黒田あゆむ(2)  門川中  14'13"  16  金丸  桃菜(2)  門川中  14'28"

 17  宇都  真央(1)  門川中  14'30"  18  寺原やよい(1)  門川中  14'38"  19  日高  佳穂(1)  東海中  15'15"  20  後藤  花月(2)  門川中  15'42"

 21  俵  ほのか(1)  日之影中  16'23"  22  金丸  真歩(2)  門川中  18'17"
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