
 宮崎地区中学校駅伝競走大会(ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ)
 期日:2018年10月25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

 10/25
 男子

 2km
 1  1  小西  海斗(3)  生目台  6'30"  2  神河  悠真(2)  大淀  6'38"  3  麦田　瑛章(1)  生目  6'38"  4  小山  良夢(3)  檍  6'39"

 5  原田  康平(2)  大塚  6'40"  6  楢畑陽斗(2)  大淀  6'43"  7  淵脇  大轟(2)  大塚  6'46"  8  児玉  崇輔(3)  清武  6'48"

 9  米良  鳳城(3)  住吉  6'50"  10  山下  達也(3)  田野  6'53"  11  山本  達春(2)  綾  6'53"  12  藤村  星魁(1)  綾  6'54"

 13  西村  涼佑(1)  生目  6'54"  14  辻   歩夢(3)  清武  6'55"  15  國谷  公平(2)  宮崎北  6'58"  16  渡邉  太貴(1)  生目  6'58"

 17  河野  佑宇(1)  広瀬  6'59"  18  木﨑　大誠(3)  住吉  7'01"  19  永倉莞太朗(3)  宮西附属  7'01"  20  長友麻喜斗(1)  本郷  7'02"

 21  浜田  真翔(3)  木花  7'03"  22  黒木朔太朗(1)  檍  7'03"  23  渡邊  楓馬(2)  赤江  7'04"  24  白ヶ澤  嶺(3)  住吉  7'05"

 25  稲井  惣大(2)  木花  7'10"  26  渕上    翔(2)  生目南  7'11"  27  佐藤  大輝(2)  本郷  7'13"  28  小玉  康雅(2)  鵬翔  7'13"

 29  甲斐  健暉(2)  清武  7'14"  30  加治木優希(2)  檍  7'14"  31  川越  博斗(2)  田野  7'15"  32  立元  想奏(1)  大宮  7'16"

 33  生野堅太郎(1)  生目南  7'16"  34  渡邉  元隆(2)  宮崎北  7'17"  35  桑畑    豪  本庄  7'18"  36  犬塚  悠人(1)  宮大附属  7'19"

 37  野崎  康生(3)  田野  7'23"  38  大谷  倫暉(2)  生目南  7'25"  39  臼井  歩夢(3)  赤江東  7'29"  40  屋口  修治(2)  広瀬  7'31"

 41  田中由依人(3)  赤江東  7'31"  42  北原  日和(3)  宮崎  7'36"  43  米良  悠希(1)  宮大附属  7'37"  44  宮崎  広翔(3)  赤江東  7'37"

 45  中谷  海音(1)  大塚  7'38"  46  石黒磨那都(2)  加納  7'39"  47  原田  心萌(2)  鵬翔  7'40"  48  松浦    遼(3)  宮崎  7'41"

 49  瀬ノ口  累(2)  木脇  7'41"  50  菊池  慶介  本庄  7'42"  51  海陸  友春(1)  赤江  7'43"  52  大城  冴和(1)  宮西附属  7'43"

 53  大田  一聡(1)  宮大附属  7'47"  54  中村  虎詩(1)  鵬翔  7'51"  55  平島  海斗(1)  加納  7'53"  56  向江  顕生(1)  加納  7'56"

 57  矢野  佑弦(2)  木脇  7'57"  58  北田　壮吾(2)  宮崎北  8'00"  59  濵砂    輝(1)  佐土原  8'02"  60  田中  道矢(3)  佐土原  8'09"

 61  川添  拓馬(3)  宮崎  8'20"
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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:2018年10月25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

 10/25
 女子

 2km
 1  1  立花    舞(2)  大淀  7'22"  2  野﨑  綺音(1)  木花  7'38"  3  桑山  日和(1)  大宮  7'43"  4  原田エミリー槙(1)  木花  7'45"

 5  田中  眞子(1)  本郷  7'48"  6  松浦  紗良(1)  住吉  7'49"  7  橋下  実句(2)  赤江  7'49"  8  鳥原菜奈美  本庄  7'52"

 9  長田  杏那(2)  赤江  7'53"  10  宮本  紗羽(2)  大淀  7'54"  11  後藤ももこ(2)  加納  7'55"  12  池田  知優(2)  大宮  7'55"

 13  河野  優華(1)  加納  7'56"  14  大石  陽菜(2)  檍  7'56"  15  西村  璃音(2)  高岡  8'01"  16  足立  桐華(3)  大淀  8'02"

 17  福元  愛姫(1)  大塚  8'04"  18  戸髙　葵莉(2)  住吉  8'05"  19  猪俣  明音(1)  高岡  8'06"  20  山本  愛実(3)  綾  8'07"

 21  増田  帆香(2)  木花  8'09"  22  藤久保ひなた(1)  生目南  8'11"  23  松浦  百花(2)  住吉  8'13"  24  野田ひかり(1)  田野  8'14"

 25  梅野  リ菜(2)  本郷  8'14"  26  仲田  朱里(1)  生目南  8'15"  27  鈴木    萌(1)  広瀬  8'22"  28  山床  菜月(3)  綾  8'22"

 29  福留  愛季(2)  宮西附属  8'23"  30  田中  陽渚(2)  赤江  8'24"  31  水田  百音(2)  本郷  8'25"  32  和田  ゆり(2)  宮崎  8'34"

 33  市吉  栞菜(2)  木脇  8'36"  34  海老原愛佳(1)  宮崎北  8'36"  35  津曲  雪乃(2)  大塚  8'37"  36  和田ありさ(1)  宮大附属  8'41"

 37  石原  若菜(1)  加納  8'44"  38  水田  心花(1)  宮崎東  8'45"  39  柿内  亜衣(1)  綾  8'48"  40  押川  愛実(2)  宮崎北  8'49"

 41  上松  栞菜(1)  宮大附属  8'50"  42  屋代  千尋(3)  宮西附属  8'53"  43  國富  里沙(2)  田野  8'54"  44  伊東  さな(3)  宮西附属  8'58"

 45  黒木  愛佳(1)  広瀬  9'00"  46  渡邊  りな(1)  広瀬  9'04"  47  冨永妃来羅(2)  佐土原  9'15"  48  中尾  百伽(2)  鵬翔  9'17"

 49  松尾日菜子(1)  宮大附属  9'20"  50  大平  彩乃(3)  宮崎  9'28"  51  横山  侑奈(2)  宮崎  9'42"  52  萩本  梨央(3)  赤江東  9'57"

 53  松川  恵菜(2)  鵬翔  10'13"
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