
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: 2019年10月21日 男子決勝一覧表
競技会場:日向市お倉ヶ浜総合公園内周回コース
月日 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10/21
男子

3km
宇田津  蓮(2)

日向

11'02" 神戸  詞世(1)

富島

11'09" 小田  春空(3)

西郷

11'11" 佐藤  来光(2)

南

11'17" 髙山  太輝(3)

大王谷学園

11'35" 黒木  佑真(3)

富島

11'38" 土田  瑛翔(3)

富島

11'40" 日吉志優汰(1)

南

11'44"
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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: 2019年10月21日 女子決勝一覧表
競技会場:日向市お倉ヶ浜総合公園内周回コース
月日 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10/21
女子

2km
川面  七海(2)

南

7'46" 日野  美咲(2)

土々呂

7'48" 甲斐  光葵(1)

東海

7'51" 黒木  天日(1)

美郷北学園

8'12" 内倉聖玲奈(1)

旭

8'19" 原口    葵(1)

美郷北学園

8'20" 三樹うらら(1)

富島

8'22" 山本きらり(1)

南

8'35"
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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: 2019年10月21日 記録表 (男子・決勝)
競技会場:日向市お倉ヶ浜総合公園内周回コース
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

10/21
男子

3km
1 1 宇田津  蓮(2) 日向 11'02" 2 神戸  詞世(1) 富島 11'09" 3 小田  春空(3) 西郷 11'11" 4 佐藤  来光(2) 南 11'17"

5 髙山  太輝(3) 大王谷学園 11'35" 6 黒木  佑真(3) 富島 11'38" 7 土田  瑛翔(3) 富島 11'40" 8 日吉志優汰(1) 南 11'44"

9 水木    箔(1) 東海 11'46" 10 原口大志朗(2) 美郷北学園 11'46" 11 松葉    陽(2) 日向 11'48" 12 山本  青空(2) 南 11'52"

13 河野  一希(1) 南 11'54" 14 住田  悠樹(3) 大王谷学園 12'03" 15 安東  昭汰(2) 大王谷学園 12'06" 16 村瀬翔太郎(2) 日向 12'06"

17 畦原  柊弥(1) 南 12'11" 18 三浦    昊(2) 南 12'26" 19 椎葉    希(1) 椎葉 12'28" 20 甲斐  智也(2) 旭 12'35"

21 栁田  拓彰(2) 南 12'36" 22 清武  佑哉(1) 南 12'37" 23 三股  旺示(3) 西郷 12'38" 24 河野  圭汰(1) 富島 12'43"

25 海野  真也(1) 富島 12'47" 26 山本  湘凪(2) 富島 12'48" 27 那須  佑哉(2) 椎葉 12'48" 28 田中  颯人(2) 日向 12'52"

29 大塚  幸歩(1) 旭 12'55" 30 江並  悠都(1) 南 12'55" 31 高橋  亮大(2) 南 12'58" 32 垂水  駿征(3) 旭 13'04"

33 原田  優人(1) 富島 13'06" 34 桑原  麗汰(2) 東海 13'11" 35 平野  琉偉(1) 土々呂 13'11" 36 田尻晃太朗(1) 土々呂 13'12"

37 金丸  暖己(2) 門川 13'24" 38 岩切  知尭(1) 土々呂 13'24" 39 金﨑  大輝(1) 土々呂 13'35" 40 岡村  成統(1) 門川 13'36"

41 米田  崇真(1) 門川 13'37" 42 黒木  智矢(3) 尚学館 13'40" 43 黒木  愛世(1) 富島 13'46" 44 鈴木  航輝(2) 日向 13'50"

45 杉本  芽央(1) 日向 13'52" 46 柏田  竜成(2) 日向 13'59" 47 大崎  龍樹(1) 土々呂 14'01" 48 園田万季人(1) 旭 14'07"

49 廣島  武典(1) 土々呂 14'08" 50 岩切  聖真(2) 土々呂 14'15" 51 鈴木  琉生(1) 富島 14'16" 52 山床  遼太(1) 富島 14'47"

53 戸田  哲夢(2) 土々呂 14'58" 54 山本  陸人(1) 土々呂 17'09" 55 日髙七央音(2) 土々呂 17'10" 56 興梠    匠(1) 日向 18'20"
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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: 2019年10月21日 記録表 (女子・決勝)
競技会場:日向市お倉ヶ浜総合公園内周回コース
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

10/21
女子

2km
1 1 川面  七海(2) 南 7'46" 2 日野  美咲(2) 土々呂 7'48" 3 甲斐  光葵(1) 東海 7'51" 4 黒木  天日(1) 美郷北学園 8'12"

5 内倉聖玲奈(1) 旭 8'19" 6 原口    葵(1) 美郷北学園 8'20" 7 三樹うらら(1) 富島 8'22" 8 山本きらり(1) 南 8'35"

9 橋口  叶夢(1) 西郷 8'38" 10 横山    諒(2) 日向 8'41" 11 萱野ひかり(2) 南 8'44" 12 矢野  凜華(1) 西郷 8'49"

13 甲斐美乃莉(1) 門川 8'50" 14 田中  莉乃(1) 西郷 8'50" 15 青山  海兎(1) 富島 8'51" 16 神澤  桃佳(2) 西階 8'51"

17 島田  琉凪(1) 門川 8'54" 18 松木  涼夏(1) 日向 8'55" 19 田原  由菜(1) 土々呂 8'56" 20 小田  夢空(1) 西郷 8'57"

21 栁田  唯那(1) 西階 8'59" 22 渡部  美咲(1) 美郷北学園 9'01" 23 黒木菜七宮(1) 土々呂 9'07" 24 黒木  愛美(1) 日向 9'09"

25 山田  杏珠(2) 門川 9'10" 26 小田  愛七(1) 西階 9'10" 27 飯干  優來(1) 西階 9'12" 28 請関  苺花(1) 西階 9'13"

29 黒木  杏佳(2) 富島 9'21" 30 田﨑  もえ(2) 富島 9'21" 31 内越  千尋(2) 土々呂 9'28" 32 山本光咲姫(2) 西郷 9'29"

33 海野  沙和(2) 富島 9'30" 34 田村  優萌(1) 東海 9'31" 35 寺薗  珠亜(2) 富島 9'33" 36 佐藤  璃奈(1) 富島 9'33"

37 山﨑  令未(1) 日向 9'33" 38 岩﨑    涼(2) 富島 9'34" 39 久保田琉愛(1) 富島 9'38" 40 小林ほのか(1) 日向 9'40"

41 福﨑  叶渉(2) 富島 9'40" 42 安松  來夢(1) 富島 9'46" 43 椎葉  美月(2) 椎葉 9'48" 44 初田  優希(2) 門川 9'49"

45 阿南  舞音(1) 日向 9'53" 46 福永  優音(1) 富島 9'55" 47 柳田  莉奈(1) 西階 10'00"
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