
 日向・東臼杵・延岡地区中学校合同駅伝競走大会(ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ)
 期日:2018年10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

 10/16
 男子

 3km
 1  1  橋口竜乃介(3)  富島  10'45"  2  日髙  尽生(2)  大王谷学園  10'48"  3  仙内亮太郎(2)  岡富  10'52"  4  椎葉  大聖(3)  椎葉  10'56"

 5  松田  脩希(2)  大王谷学園  10'57"  6  宇田津拓海(3)  富島  11'04"  7  橋口  英樹(3)  日向  11'04"  8  椎葉  光成(3)  椎葉  11'05"

 9  奈須  風賀(2)  大王谷学園  11'15"  10  児玉  理貢(1)  南  11'26"  11  山本  湘凪(1)  富島  11'29"  12  姫田  一牙(2)  大王谷学園  11'31"

 13  今道  港介(2)  大王谷学園  11'32"  14  甲斐新之輔(2)  岡富  11'32"  15  竹田  春翔(2)  大王谷学園  11'37"  16  戸髙  凱斗(2)  東海  11'37"

 17  山本  龍斗(2)  椎葉  11'38"  18  後藤  昌紘(2)  大王谷学園  11'43"  19  田村  翔夢(2)  日向  11'45"  20  宇田津  蓮(1)  日向  11'47"

 21  山本  敦博(2)  東海  11'51"  22  市田  楓飛(2)  東海  11'52"  23  田中  佑真(1)  西階  11'54"  24  日髙  聡太(2)  大王谷学園  11'55"

 25  村瀬翔太郎(1)  日向  11'57"  26  重黒木将迪(2)  東海  11'57"  27  河野  大雅(2)  土々呂  11'59"  28  今田  歩夢(1)  西郷  12'03"

 29  塩月  琉唯(3)  富島  12'04"  30  柴田    巧(2)  西階  12'08"  31  太田  颯真(1)  東海  12'12"  32  山本  龍弥(1)  南  12'13"

 33  椎葉  旭晴(1)  椎葉  12'15"  34  佐藤  武瑠(2)  西階  12'16"  35  野下  恭平(1)  西階  12'17"  36  西森  天飛(2)  東海  12'19"

 37  三浦    昊(1)  南  12'21"  38  田中    翔(2)  西階  12'23"  39  佐藤  旭輝(1)  西階  12'29"  40  原口大志朗(1)  美郷北学園  12'29"

 41  中武  龍希(1)  西郷  12'39"  42  小川  大慈(2)  諸塚  12'40"  43  吉田  彰仁(2)  日向  12'40"  44  戸田  哲夢(1)  土々呂  12'42"

 45  山口  直樹(1)  大王谷学園  12'42"  46  佐藤  友哉(1)  旭  12'42"  47  山本  青空(1)  南  12'44"  48  黒田  仁亜(1)  南  12'48"

 49  工藤  暉喜(2)  西階  12'50"  50  松葉    陽(1)  日向  12'51"  51  甲斐  千大(1)  諸塚  12'53"  52  原田  翔生(1)  西階  12'55"

 53  長代  恭輔(1)  諸塚  12'57"  54  河野    律(1)  門川  13'00"  55  百合園  晟(1)  旭  13'03"  56  岩切  聖真(1)  土々呂  13'06"

 57  栁田  拓彰(1)  南  13'07"  58  佐藤  来光(1)  南  13'08"  59  水野    司(1)  大王谷学園  13'11"  60  二瓶  幸大(1)  諸塚  13'14"

 61  炭倉  夢輝(2)  門川  13'15"  62  甲斐  颯悟(1)  西階  13'19"  63  田中  颯人(1)  日向  13'19"  64  眞名子陸斗(1)  西階  13'20"

 65  石井  智明(1)  椎葉  13'21"  66  菊澤  快斗(2)  大王谷学園  13'23"  67  松田  悠蓮(1)  門川  13'29"  68  高橋  亮介(1)  南  13'44"

 69  中川  翔真(1)  東海  13'45"  70  山本    蓮(1)  西階  14'03"  71  金丸  暖己(1)  門川  14'17"  72  金丸  宙生(1)  西階  14'35"

 73  杉村  光喜(2)  日向  14'37"  74  甲斐  康希(2)  諸塚  14'47"  75  鈴木  航輝(1)  日向  15'04"  76  高見    響(1)  西階  15'23"

 77  甲斐康之介(1)  西階  16'30"  78  日髙七央音(1)  土々呂  17'30"  79  柏田  竜成(1)  日向  19'19"
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 日向・東臼杵・延岡地区中学校合同駅伝競走大会(ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ)
 期日:2018年10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
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 女子

 2km
 1  1  土田  真嘉(2)  日向  7'43"  2  日野  美咲(1)  土々呂  8'05"  3  那須  颯輝(1)  椎葉  8'16"  4  甲斐  美喜(1)  椎葉  8'23"

 5  和田  樹奈(2)  土々呂  8'29"  6  吉田  凪歩(3)  富島  8'34"  7  横山    諒(1)  日向  8'35"  8  海野  愛菜(1)  日向  8'35"

 9  松島    愛(1)  西階  8'38"  10  那須  伊織(2)  日向  8'44"  11  山本  百花(2)  諸塚  8'47"  12  松田    爽(2)  南  8'49"

 13  髙見  凜花(1)  北方学園  8'49"  14  岩本  優花(2)  大王谷学園  8'49"  15  佐藤  優羽(1)  西階  8'50"  16  永田  輝梨(1)  東海  8'52"

 17  黒木笛未葉(2)  土々呂  8'55"  18  鈴木  蒼唯(2)  日向  8'57"  19  黒木菜々美(3)  富島  8'58"  20  内越  千尋(1)  土々呂  9'00"

 21  甲斐  瑞希(2)  諸塚  9'00"  22  山田  杏珠(1)  門川  9'01"  23  竹内  美結(2)  富島  9'01"  24  松田紗也加(2)  西階  9'01"

 25  平野  陽菜(1)  東海  9'08"  26  黒木  鈴夢(1)  東海  9'10"  27  松並  詩音(2)  土々呂  9'11"  28  川崎  千桜(1)  南  9'11"

 29  小野莉里奈(2)  南  9'13"  30  木下  弥南(2)  南  9'15"  31  前本  未来(2)  日向  9'16"  32  松尾しずく(2)  南  9'17"

 33  黒木  杏佳(1)  富島  9'23"  34  金子  里生(2)  西階  9'29"  35  海野  沙和(1)  富島  9'32"  36  甲斐  陽菜(1)  日向  9'33"

 37  萱野ひかり(1)  南  9'35"  38  栁田  珠那(2)  西階  9'36"  39  椎葉  美月(1)  椎葉  9'36"  40  松下  夏奈(2)  西階  9'39"

 41  柏田  葉瑠(2)  富島  9'39"  42  岩﨑    涼(1)  富島  9'41"  43  田﨑  もえ(1)  富島  9'42"  44  白石  好葉(2)  門川  9'44"

 45  福﨑  叶渉(1)  富島  9'45"  46  寺薗  珠亜(1)  富島  9'59"  47  福永  麗音(2)  富島  10'01"  48  廣瀬  雅宝(2)  日向  10'02"

 49  寳田  彩咲(2)  門川  10'28"  50  古小路華咲(2)  門川  10'28"  51  山田  果凛(2)  門川  10'39"  52  御手洗藍音(1)  富島  10'43"

 53  甲斐  綺奈(2)  西階  10'46"  54  上村  彩夏(1)  富島  13'36"
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