
平成28年2月21日(日)

NISSANしらさぎ駅伝競走大会in上三川　区間賞受賞者一覧第17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

【【【【中学生中学生中学生中学生のののの部 部 部 部 】】】】

第1区 飯島　啓仁 31
上三川中　男女混成　陸上部 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:14:17.67 4.45Km0:14:17.67 0:03:12.73

ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ

第2区 宍戸　結紀 47
二本松市駅伝チーム 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:15:19.06 0:18:46.91 1.11Km0:03:27.85 0:03:07.25

ｼｼﾄﾞ ﾕｳｷ

第3区 柳田　楽 31
上三川中　男女混成　陸上部 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド

0:18:33.90 0:32:27.12 3.84Km0:13:53.22 0:03:36.98

ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾞｸ

第4区 武藤　巧真 47
二本松市駅伝チーム 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

0:33:13.52 0:39:00.16 1.60Km0:05:46.64 0:03:36.65

ﾑﾄｳ ﾀｸﾏ

第5区 安齋　陸 47
二本松市駅伝チーム 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:39:00.16 0:53:31.05 4.11Km0:14:30.89 0:03:31.90

ｱﾝｻﾞｲ ﾘｸ

第6区 菅野　未来 47
二本松市駅伝チーム 石田公園 ゆうき公園 0:53:31.05 1:03:51.57 2.90Km0:10:20.52 0:03:33.97

ｽｹﾞﾉ ﾐｸ

第7区 齊藤　太軌 46
Smileﾗﾝﾅｰｽﾞ ゆうき公園 明治中学校正門 1:08:25.18 1:22:04.54 4.01Km0:13:39.36 0:03:24.33

ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ

第8区 高橋　樹也 47
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 1:18:08.97 1:29:08.23 3.25Km0:10:59.26 0:03:22.85

ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ

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

【【【【一般町内一般町内一般町内一般町内のののの部 部 部 部 】】】】

第1区 城　英樹 10 日産栃木工場 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:15:09.23 4.45Km0:15:09.23 0:03:24.32

ｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ

第2区 神　翔平 2
日産学園　13ﾗﾝﾅｰｽﾞ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:20:48.04 0:24:43.56 1.11Km0:03:55.52 0:03:32.18

ｼﾞﾝ ｼｮｳﾍｲ

第3区 町田　浩康 6 上三川町役場 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド
0:20:49.58 0:34:37.80 3.84Km0:13:48.22 0:03:35.68

ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ

第4区 滝　賢 6 上三川町役場
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

0:34:37.80 0:40:20.47 1.60Km0:05:42.67 0:03:34.17

ﾀｷ ｻﾄｼ

第5区 稲見　隆典 8 盟友會
日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:45:04.27 1:00:45.44 4.11Km0:15:41.17 0:03:49.00

ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

第6区 中川　敦志 6 上三川町役場 石田公園 ゆうき公園 0:57:27.81 1:08:53.65 2.90Km0:11:25.84 0:03:56.50

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ

第7区 渡辺　忍 6 上三川町役場 ゆうき公園 明治中学校正門 1:08:53.65 1:23:22.42 4.01Km0:14:28.77 0:03:36.65

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ

第8区 山口　努 8 盟友會 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:29:44.95 1:42:38.54 3.25Km0:12:53.59 0:03:58.03

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ

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

【【【【一般町外一般町外一般町外一般町外のののの部 部 部 部 】】】】

第1区 鼡田　章宏 15
ギャランドゥー　Ａ 役場前 本郷小学校西門 0:00:00.00 0:13:34.62 4.45Km0:13:34.62 0:03:03.06

ﾈｽﾞﾐﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

第2区 川崎　友寛 18
ギャランドゥー　Ｂ 本郷小学校西門 本郷中学校東 0:13:58.83 0:17:18.95 1.11Km0:03:20.12 0:03:00.29

ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

第3区 粠田　裕輝 15
ギャランドゥー　Ａ 本郷中学校東 日産自動車栃木工場第1グランド

0:17:00.38 0:29:14.74 3.84Km0:12:14.36 0:03:11.24

ｽｸﾓﾀ ﾕｳｷ

第4区 横堀　成海 18
ギャランドゥー　Ｂ 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

0:30:20.16 0:35:11.01 1.60Km0:04:50.85 0:03:01.78

ﾖｺﾎﾞﾘ ﾅﾙﾐ

第5区 小林　哲平 15
ギャランドゥー　Ａ 日産自動車栃木工場ゲストホー 石田公園 0:34:27.88 0:47:06.63 4.11Km0:12:38.75 0:03:04.61

ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ

第6区 渡辺　峻広 15
ギャランドゥー　Ａ 石田公園 ゆうき公園 0:47:06.63 0:56:18.23 2.90Km0:09:11.60 0:03:10.21

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

第7区 石井　智大 15
ギャランドゥー　Ａ ゆうき公園 明治中学校正門 0:56:18.23 1:08:59.44 4.01Km0:12:41.21 0:03:09.83

ｲｼｲ ﾁﾋﾛ

第8区 佐久間　智也 15
ギャランドゥー　Ａ 明治中学校正門 上三川いきいきプラザ 1:08:59.44 1:18:57.76 3.25Km0:09:58.32 0:03:04.10

ｻｸﾏ ﾄﾓﾔ


