
 2015天下一!のべおか中学駅伝競走ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
 期日:2015年2月1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

 2/01  男子
 3km

 1  1  緒方  俊亮(3)  妻中  9'22"  2  青木  大河(3)  岡富中  9'33"  3  上村  友翼(3)  三股中  9'34"  4  久嶋  弘圭(3)  妻中  9'43"

 5  竹﨑  大輔(3)  木城中  10'07"  6  山口  遥生(3)  小林中  10'08"  7  甲斐  治輝(2)  三ヶ所中  10'19"  8  那須  洸稀(1)  富島中  10'21"

 9  寺原  大湧(1)  妻中  10'28"  10  森    優樹(2)  東海中  10'33"  11  髙橋    倫(3)  飫肥中  10'36"  12  小林  卓生(2)  西階中  10'42"

 13  北ノ薗敦也(2)  小林中  10'52"  14  柚木山  拓(1)  小林中  10'55"  15  髙島  俊樹(1)  飯野中  10'58"  16  澤井  保宏(1)  木城中  11'06"

 17  梅田  瑞貴(2)  西階中  11'06"  18  川越  巧真(1)  妻中  11'08"  19  藤原  優哉(2)  妻ヶ丘中  11'09"  20  髙山レオン(1)  妻ヶ丘中  11'11"

 21  林    竜司(2)  飫肥中  11'17"  22  中原    瞭(2)  飫肥中  11'18"  23  甲斐  琉斗(2)  日之影中  11'22"  24  尾方  天空(1)  西階中  11'23"

 25  鶴野  惇平(2)  西階中  11'27"  26  春田  一輝(2)  日之影中  11'28"  27  濱田  悠太(1)  飫肥中  11'30"  28  木下  隆馬(2)  久峰中  11'31"

 29  田村  侑大(2)  恒富中  11'32"  30  中武    涼(2)  飯野中  11'33"  31  中村  健星(2)  恒富中  11'36"  32  川名  秀星(1)  土々呂中  11'37"

 33  河野  宵響(1)  小林中  11'37"  34  工藤  涼聖(1)  旭中  11'41"  35  矢野  陽大(2)  飫肥中  11'41"  36  沼口  晃輔(1)  妻中  11'43"

 37  本坊    渉(1)  飯野中  11'49"  38  渡部  洋澄(1)  西階中  11'57"  39  渋谷  勇斗(2)  久峰中  12'02"  40  松尾    工(2)  南中  12'03"

 41  山口  彰護(1)  恒富中  12'07"  42  原田  侑弥(2)  西階中  12'11"  43  松岡  蒼摩(1)  日之影中  12'13"  44  平田  北斗(1)  日之影中  12'13"

 45  塩塚小次郎(1)  門川中  12'15"  46  池田  貴則(2)  恒富中  12'16"  47  甲斐  彪雅(1)  恒富中  12'23"  48  川越  悠貴(1)  綾中  12'27"

 49  柳田  優樹(2)  恒富中  12'30"  50  早田  凌弥(2)  飫肥中  12'32"  51  岡本  昌哉(2)  恒富中  12'33"  52  弘光  正宗(2)  久峰中  12'33"

 53  前山  皓耶(1)  小林中  12'37"  54  生田    航(1)  東海中  12'40"  55  濱畑  翔一(1)  久峰中  12'42"  56  田中  希生(2)  三ヶ所中  12'43"

 57  甲田  優斗(2)  恒富中  12'44"  58  渡邉    廉(1)  恒富中  12'45"  59  甲斐  悠希(1)  日之影中  12'51"  60  黒木  陸翔(1)  門川中  12'51"

 61  尾﨑  達也(1)  恒富中  12'53"  62  迫田  拓馬(1)  旭中  12'53"  63  中村  雄太(1)  西階中  12'55"  64  井口翔太郎(1)  西階中  12'55"

 65  中田  温哉(1)  恒富中  12'57"  66  押領司航祐(1)  小林中  12'59"  67  那須    幹(1)  綾中  12'59"  68  田邊  慧至(1)  恒富中  13'01"

 69  中原  勇我(1)  飫肥中  13'03"  70  神園  大輔(1)  飫肥中  13'03"  71  鶴田  健流(2)  尚学館中  13'09"  72  石田  優作(1)  尚学館中  13'11"

 73  織田  倖成(1)  恒富中  13'14"  74  重松  壮実(1)  恒富中  13'15"  75  柚之原孝太郎(1)  三股中  13'25"  76  森口  颯太(1)  旭中  13'25"

 77  松本  温音(1)  旭中  13'27"  78  廣池  朝陽(1)  旭中  13'37"  79  大野  颯馬(1)  恒富中  13'57"  80  伊豆元楓間(2)  飫肥中  14'03"

 81  一政  亮太(1)  富島中  14'15"  82  高畑  潤也(1)  三股中  14'47"  83  黒木  柊斗(1)  富島中  14'49"  84  吉田  大稚(1)  飫肥中  15'11"

 85  甲斐  由星(1)  恒富中  15'40"  86  久嶋  大稀(1)  飫肥中  15'44"  87  鈴木    潤(1)  小林中  16'21"
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 2015天下一!のべおか中学駅伝競走ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
 期日:2015年2月1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

 2/01  女子
 3km

 1  1  内枦保  舞(3)  三股中  10'44"  2  上水  あみ(3)  三股中  10'55"  3  粟田  利彩(2)  富島中  11'06"  4  中村  杏那(2)  妻ヶ丘中  11'35"

 5  中島  瑞穂(1)  三股中  11'50"  6  河野  志歩(3)  岡富中  11'53"  7  椎葉  早咲(2)  富島中  11'56"  8  岸田  七海(1)  紙屋中  12'26"

 9  宮川  奈七(1)  恒富中  12'52"  10  中武由有嘉(1)  富島中  13'04"  11  綾部  祐里(2)  木城中  13'12"  12  田原  楓華(2)  門川中  13'14"

 13  木下  香乃(1)  綾中  13'19"  14  長友  花暖(2)  木城中  13'20"  15  芝村  明莉(1)  旭中  13'25"  16  鈴木  杏佳(1)  三股中  13'30"

 17  柳田  芽亜(2)  岡富中  13'31"  18  田中  美詞(2)  恒富中  13'37"  19  染田  智怜(1)  岡富中  13'38"  20  川崎  有彩(2)  岡富中  13'38"

 21  神崎  里帆(1)  富島中  13'51"  22  壱岐樹莉花(1)  富田中  13'58"  23  甲斐  眞陽(1)  高千穂中  14'05"  24  藤本  周那(2)  飫肥中  14'06"

 25  杉尾  紀香(1)  木城中  14'11"  26  甲斐彩由輝(1)  高千穂中  14'13"  27  日高  佳穂(2)  東海中  14'16"  28  佐渡川  桜(2)  富田中  14'47"

 29  寺原やよい(2)  門川中  14'49"  30  亀長由伎乃(1)  旭中  15'14"  31  上山舞悠佳(2)  飫肥中  15'26"  32  樫本  晴果(1)  門川中  15'45"

 33  川野  若菜(2)  旭中  19'37"
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