
2019天下一!のべおか中学駅伝競走大会ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日:2019年3月3日 記録表 (男子・決勝)
競技会場:延岡城址周回ｺｰｽ
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

3/03
中学1年男子

3km
1 1 三浦    昊(1) 南中 11'37" 2 山本  龍弥(1) 南中 11'42" 3 五味快幾斗(1) 土々呂中 11'46" 4 太田  颯真(1) 東海中 11'57"

5 佐藤  来光(1) 南中 12'15" 6 眞名子陸斗(1) 西階中 12'20" 7 栁田  拓彰(1) 南中 12'25" 8 山本  青空(1) 南中 12'28"

9 戸田  哲夢(1) 土々呂中 12'43" 10 岩切  聖真(1) 土々呂中 12'46" 11 甲斐  颯悟(1) 西階中 12'58" 12 玉城  宗馬(1) 竹田南部中 13'00"

13 山本    蓮(1) 西階中 13'35" 14 高橋  亮大(1) 南中 13'42" 15 新名  啓輔(1) 東海中 14'27" 16 早川    諒(1) 門川中 14'27"

17 金丸  暖己(1) 門川中 14'36" 18 甲斐康之介(1) 西階中 16'09" 19 金丸  宙生(1) 西階中 16'13" 20 日髙七央音(1) 土々呂中 16'41"

3/03
中学2年男子

3km
1 1 深見  康成(2) 旭中 10'05" 2 縫谷  勇心(2) 仲津中 10'31" 3 島戸    心(2) 仲津中 10'52" 4 井上  択馬(2) 仲津中 10'56"

5 今村    光(2) 高千穂中 11'01" 6 山浦  優斗(2) 土々呂中 11'03" 7 幸田  祥京(2) 仲津中 11'06" 8 平島  仁哉(2) 岡富中ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 11'08"

9 仙内亮太郎(2) 岡富中 11'18" 10 興梠  亮平(2) 高千穂中 11'44" 11 西森  天飛(2) 東海中 11'48" 12 宮原  悠真(2) 南中 11'51"

13 甲斐新之輔(2) 岡富中 11'53" 14 氏原  瞬介(2) 岡富中ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 12'19" 15 小野  宗城(2) 岡富中ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 13'41"
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2019天下一!のべおか中学駅伝競走大会ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日:2019年3月3日 記録表 (女子・決勝)
競技会場:延岡城址周回ｺｰｽ
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

3/03
中学1年女子

2km
1 1 園田さくら(1) 紙屋中 7'14" 2 上尾  由羽(1) 大東中 7'31" 3 西川  爽来(1) 大淀中 7'35" 4 渡邉  もえ(1) 三重中 7'40"

5 田中  唯菜(1) 大淀中 7'44" 6 河野  裕菜(1) 土々呂中 8'01" 7 松本優理子(1) 三重中 8'11" 8 吉良  優南(1) 三重中 8'16"

9 甲斐  優華(1) 岡富中 8'44" 10 黒木  鈴夢(1) 東海中 8'56" 11 内越  千尋(1) 土々呂中 9'00" 12 夏田  京佳(1) 岡富中ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 9'06"

13 山田  杏珠(1) 門川中 10'13"

3/03
中学2年女子

2km
1 1 永田ひなの(2) 紙屋中 7'21" 2 和田  美月(2) 滝尾中 7'36" 3 清水  愛理(2) 苅田中 8'19" 4 黒木笛未葉(2) 土々呂中 8'37"

5 和田  樹奈(2) 土々呂中 8'42" 6 長濱  萌亜(2) 苅田中 8'49" 7 清水莉々花(2) 岡富中ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 8'51" 8 阿部  愛未(2) 南中 9'01"

9 松並  詩音(2) 土々呂中 9'21" 10 小野莉里奈(2) 南中 9'41" 11 山田  果凛(2) 門川中 10'13" 12 黒木  陽菜(2) 門川中 10'16"

13 井出  光咲(2) 門川中 10'17" 14 寳田  彩咲(2) 門川中 10'17"

3/03
中学3年女子

2km
1 1 藤田  あい(3) 紙屋中 6'46" 2 久保  心優(3) 川内北中 7'00" 3 川原亜里紗(3) 川内北中 7'24"
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