
 宮崎地区中学校駅伝競走大会(ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ)
 期日:2017年10月17日  記録表 (男子・決勝)
 競技会場:KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園周回コース
 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

 10/17
 男子

 2km
 1  1  森山  晃貴(3)  綾  6'25"  2  茂木洸士郎(3)  宮西附属  6'29"  3  津曲    葵(3)  生目台  6'30"  4  清水  蒼太(1)  木花  6'32"

 5  吉玉  拓矢(3)  宮西附属  6'32"  6  安藤丈一郎(2)  生目  6'33"  7  麦田  晃基(2)  宮西附属  6'35"  8  小野  恵慎(3)  大淀  6'36"

 9  矢野  凜誠(1)  大淀  6'36"  10  岩倉  廉夢(3)  日章学園  6'40"  11  楠木  健人(2)  生目台  6'44"  12  小八重智也(2)  赤江東  6'44"

 13  佐藤  稀翔(1)  大淀  6'44"  14  倉    陽平(2)  本郷  6'45"  15  冨永  陸斗(1)  大淀  6'46"  16  川越  大翔(2)  大宮  6'48"

 17  那須  有真(1)  大淀  6'49"  18  山口    楓(2)  宮崎北  6'49"  19  黒木  鉄太(2)  田野  6'50"  20  松浦  裕一(3)  大淀  6'50"

 21  甲斐  大翔(2)  久峰  6'50"  22  中島  太陽(2)  生目  6'52"  23  児玉    優(1)  生目  6'53"  24  串間  遥斗(1)  広瀬  6'56"

 25  田嶋  大和(1)  清武  6'57"  26  淵脇  大轟(1)  大塚  7'00"  27  深草  泰音(2)  日章学園  7'02"  28  木下  陽太(2)  宮崎北  7'06"

 29  城間  佳恭(1)  東大宮  7'06"  30  前田  航征(3)  本郷  7'07"  31  石本  侑也(2)  宮崎東  7'09"  32  川邊  真生(1)  大宮  7'09"

 33  鳥原  滉大(2)  本庄  7'09"  34  長友  瑠杜(2)  加納  7'10"  35  冨永  素瑞(3)  綾  7'11"  36  下久保玲樹(2)  田野  7'11"

 37  田中李空耶(1)  綾  7'12"  38  秦    謙斗(3)  宮崎  7'13"  39  岩下  海星(1)  久峰  7'14"  40  小野  響暉(2)  本庄  7'14"

 41  西松  丈輝(1)  赤江  7'14"  42  原田  康平(1)  大塚  7'15"  43  児玉  崇輔(2)  清武  7'15"  44  横山  大翔(2)  宮崎北  7'17"

 45  田中由依人(2)  赤江東  7'17"  46  廣山  魁厘(2)  生目南  7'19"  47  後藤  一景(2)  生目南  7'19"  48  中原  聡汰(2)  清武  7'22"

 49  木﨑  大誠(2)  住吉  7'24"  50  大坪孝太朗(2)  生目南  7'30"  51  若林    駿(1)  東大宮  7'32"  52  渡辺  秀一(2)  宮大附属  7'32"

 53  佐藤  大輝(1)  本郷  7'34"  54  石黒磨那都(1)  加納  7'35"  55  久保  柊季(1)  木脇  7'36"  56  鍋島  悠杜(2)  住吉  7'37"

 57  押川  一心(1)  久峰  7'38"  58  外山  智也(2)  住吉  7'40"  59  伊東  航正(3)  赤江  7'45"  60  東海林凌太(3)  赤江東  7'51"

 61  黒木  陽太(3)  大塚  7'57"  62  松本  史哉(3)  高岡  8'00"  63  西橋  陽士(1)  宮大附属  8'05"  64  清山  功聖(1)  宮大附属  8'41"

 65  海野  鼎采(1)  日向学院  9'42"
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 宮崎地区中学校駅伝競走大会(ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ)
 期日:2017年10月17日  記録表 (女子・決勝)
 競技会場:KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園周回コース
 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

 10/17
 女子

 2km
 1  1  柳澤  李呼(2)  日章学園  7'38"  2  田代  海侑(2)  木花  7'41"  3  柳田英里佳(3)  生目台  7'43"  4  福元  夏怜(2)  大淀  7'48"

 5  中原さくら(3)  住吉  7'50"  6  松本みちる(2)  宮崎東  7'51"  7  初山  志麻(1)  広瀬  7'53"  8  上永ひかり(2)  赤江  7'55"

 9  濵砂  華純(1)  高岡  7'55"  10  世良田  萌(2)  清武  7'55"  11  長友  美陽(1)  宮崎東  7'57"  12  村山    絢(3)  本郷  7'59"

 13  本田  遥花(2)  清武  8'05"  14  後藤  眞尋(2)  木脇  8'06"  15  山口  陽菜(1)  木脇  8'06"  16  鎌田  月渚(2)  赤江  8'07"

 17  古谷    陽(3)  住吉  8'08"  18  吉田  陽向(3)  日章学園  8'10"  19  那須  瑞姫(1)  広瀬  8'11"  20  志野  尚美(3)  宮西附属  8'11"

 21  景山  涼音(3)  大淀  8'13"  22  竹下  優里(3)  大塚  8'17"  23  山本  愛実(2)  綾  8'17"  24  石川  夏実(1)  東大宮  8'17"

 25  下村    和(1)  加納  8'20"  26  内田  咲蘭(2)  加納  8'21"  27  那須  綾乃(3)  広瀬  8'22"  28  山本  夢星(2)  木花  8'23"

 29  日髙李々呼(1)  本庄  8'24"  30  金丸  結愛(1)  本庄  8'24"  31  陶国  心愛(1)  綾  8'24"  32  水田  百音(1)  本郷  8'25"

 33  鳥?   遥奈(2)  清武  8'26"  34  坂本  光理(1)  宮大附属  8'26"  35  山床  菜月(2)  綾  8'26"  36  岩切  夢奈(2)  加納  8'28"

 37  津曲  雪乃(1)  大塚  8'29"  38  渡邊  里恵(1)  大塚  8'31"  39  猪八重夏実(1)  本郷  8'33"  40  吉野  愛実(2)  田野  8'34"

 41  高山  メイ(1)  宮崎北  8'34"  42  浅見  涼羽(2)  生目南  8'34"  43  菊永    紗(2)  生目南  8'36"  44  小田  典花(1)  東大宮  8'38"

 45  山中  萌果(3)  赤江東  8'41"  46  松本    南(2)  宮崎北  8'41"  47  清田  花歩(2)  宮崎  8'42"  48  横山ひなた(1)  宮崎北  8'44"

 49  永池  理沙(1)  久峰  8'45"  50  川越  夏海(1)  生目南  8'48"  51  谷口紗也華(1)  田野  8'50"  52  上水    樹(3)  赤江東  9'12"

 53  江藤彩也子(3)  宮西附属  9'22"  54  梶浦  葉月(3)  住吉  11'35"
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