
( №カード )

チーム名

総合タイム

3.9km 3.9km 2.8km 3.9km 2.8km

Ｈ30三戸郡駅伝競走大会 第63回 中学校対抗駅伝競走大会 記録表

順位

１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区

17.3km

開催日： 2018年10月21日

NSRNSR1

( 4 )

名川中学校Ａ 58'24"

秋山 好輝

(1) 12'11"

中山 拓真

(1) 12'39"

(1) 24'50"

四戸 希

(1) 9'42"

(1) 34'32"

根市 幸誠

(2) 13'58"

(1) 48'30"

舘野 克隆

(1) 9'54"

(1) 58'24"

2

( 2 )

五戸中学校Ａ 1ﾟ03'13"

竹洞 蓮

(4) 14'11"

小谷 優作

(3) 14'42"

(3) 28'53"

柳原 漸

(5) 10'48"

(3) 39'41"

稲垣 斗真

(1) 13'19"

(2) 53'00"

蟹沢 侑

(2) 10'13"

(2) 1ﾟ03'13"

3

( 1 )

福地中学校 1ﾟ03'29"

野田 龍輝

(2) 13'27"

佐々木 凜

(2) 14'02"

(2) 27'29"

嶋守 太一

(4) 10'46"

(2) 38'15"

嶋守 創哉

(3) 14'48"

(3) 53'03"

高橋 宥伍

(4) 10'26"

(3) 1ﾟ03'29"

4

( 8 )

三戸中学校 1ﾟ06'17"

若本 進之佑

(3) 13'56"

齋藤 佑樹

(6) 16'12"

(4) 30'08"

北村 京平

(6) 10'58"

(5) 41'06"

西野 陽希

(5) 14'57"

(5) 56'03"

佐々木 飛翔

(3) 10'14"

(4) 1ﾟ06'17"

5

( 3 )

五戸中学校Ｂ 1ﾟ06'31"

本田 竜海空

(5) 14'42"

佐藤 亘

(4) 15'59"

(5) 30'41"

三浦 颯太

(2) 10'24"

(6) 41'05"

若林 柚音

(4) 14'55"

(4) 56'00"

小泉 翔太

(5) 10'31"

(5) 1ﾟ06'31"

6

( 6 )

名川中学校Ｃ 1ﾟ11'18"

中村 匠馬

(6) 16'33"

石塚 寛人

(7) 16'41"

(6) 33'14"

岩間 竜成

(3) 10'43"

(6) 43'57"

椛木 蓮

(6) 16'22"

(6) 1ﾟ00'19"

丸子 慶二郎

(6) 10'59"

(6) 1ﾟ11'18"

7

( 7 )

名川中学校Ｄ 1ﾟ16'15"

山田 伊吹

(7) 17'26"

掛端 博貴

(5) 16'03"

(7) 33'29"

若本 崇文

(7) 11'53"

(7) 45'22"

類家 快人

(7) 18'29"

(7) 1ﾟ03'51"

春日 遊馬

(7) 12'24"

(7) 1ﾟ16'15"

( 5 )

名川中学校Ｂ

坂本 航大 松本 悠雅 岩間 大和 髙田 瑞希 山田 理貴棄権

2018/10/21 12:31:24上段：氏名（学年・年齢） 中段：（区間順位）区間成績 下段：（累計順位）累計成績



( №カード )

チーム名

総合タイム

3.9km 3.9km 2.8km 3.9km 5.2km

Ｈ30三戸郡駅伝競走大会 第41回 一般・高校町村対抗駅伝競走大会 記録表

順位

１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区

19.7km

開催日： 2018年10月21日

1

( 11 )

五戸町駅伝 1ﾟ13'30"

丸山 太一

(1) 13'11"

北上 健志

(1) 16'11"

(1) 29'22"

田口 保

(1) 11'48"

(1) 41'10"

坂野 安弘

(2) 16'13"

(1) 57'23"

風間 勝臣

(1) 16'07"

(1) 1ﾟ13'30"

2

( 12 )

三ツ岳スポーツクラブ 1ﾟ19'09"

鹿島 大聖

(2) 14'40"

横沢 亮太

(2) 16'15"

(2) 30'55"

青山 桃果

(2) 13'31"

(2) 44'26"

湯沢 紗也加

(1) 16'07"

(2) 1ﾟ00'33"

日向 洸介

(2) 18'36"

(2) 1ﾟ19'09"

( 13 )

階上陸協 1ﾟ13'20"

佐々木 信彦

13'23"

中屋敷 魁生

15'00"

28'23"

岩谷 幸

12'42"

(5) 41'05"

榊 善一

14'03"

55'08"

久保 卓也

18'12"

1ﾟ13'20"

open

( 14 )

三戸クラブ 1ﾟ12'15"

佐藤 剛

14'53"

大沢 隼人

14'52"

29'45"

佐野 史崇

10'29"

40'14"

下村 太完

15'13"

55'27"

加藤 大輝

16'48"

1ﾟ12'15"

open

2018/10/21 12:31:42上段：氏名（学年・年齢） 中段：（区間順位）区間成績 下段：（累計順位）累計成績



( №カード )

チーム名

総合タイム

2.8km 2.8km 2.8km 2.8km 2.8km

Ｈ30三戸郡駅伝競走大会 第16回 小学校対抗駅伝競走大会 記録表

順位

１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区

14.0km

開催日： 2018年10月21日

NSRNSR1

( 22 )

名久井小学校Ａ 54'41"

佐々木 昴

(1) 10'38"

四戸 来実

(1) 10'26"

(1) 21'04"

久保 誠志

(1) 11'07"

(1) 32'11"

長根 陽菜

(1) 10'49"

(1) 43'00"

髙木 千滋郎

(1) 11'41"

(1) 54'41"

2

( 23 )

名久井小学校Ｂ 58'02"

川守田 祐貴

(3) 11'28"

鈴木 杏奈

(2) 11'02"

(2) 22'30"

坂本 大起

(4) 12'12"

(2) 34'42"

松尾 実南

(3) 11'16"

(2) 45'58"

河門前 瑠壱

(2) 12'04"

(2) 58'02"

NSR3

( 24 )

名久井小学校Ｃ 59'04"

宮木 斗摩

(4) 11'31"

四戸 琉依

(3) 11'17"

(3) 22'48"

米内 悠梧

(5) 12'27"

(3) 35'15"

向山 優羽

(2) 10'56"

(3) 46'11"

四戸 亮

(4) 12'53"

(3) 59'04"

4

( 25 )

三戸陸上スポーツ少年団Ａ 1ﾟ01'45"

坂上 智哉

(2) 11'00"

小原 和心

(6) 14'06"

(4) 25'06"

三代川 明王

(2) 11'41"

(4) 36'47"

畑山 奏乃

(4) 12'32"

(4) 49'19"

長根 優

(3) 12'26"

(4) 1ﾟ01'45"

5

( 26 )

三戸陸上スポーツ少年団Ｂ 1ﾟ04'41"

道端 優海

(5) 12'36"

北川 真依

(4) 12'43"

(5) 25'19"

和田 禮生

(6) 13'14"

(5) 38'33"

上田 千聖

(5) 12'50"

(5) 51'23"

坂本 壮駿

(6) 13'18"

(5) 1ﾟ04'41"

6

( 21 )

大蛇小学校 1ﾟ05'09"

上山 昂也

(6) 13'15"

林下 紗奈

(5) 13'13"

(6) 26'28"

新井田悠太朗

(3) 12'11"

(6) 38'39"

南 優月

(6) 13'25"

(6) 52'04"

村田 一晃

(5) 13'05"

(6) 1ﾟ05'09"

2018/10/21 12:32:00上段：氏名（学年・年齢） 中段：（区間順位）区間成績 下段：（累計順位）累計成績



( №カード )

チーム名

総合タイム

2.8km 2.8km 2.8km 2.8km

Ｈ30三戸郡駅伝競走大会 第24回 女子対抗駅伝競走大会 記録表

順位

１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区

11.2km

開催日： 2018年10月21日

1

( 39 )

名川中学校Ａ 43'57"

四戸 杏奈

(1) 10'25"

村井 鈴愛

(2) 11'01"

(2) 21'26"

工藤 彩美

(1) 11'06"

(1) 32'32"

西塚 愛

(2) 11'25"

(1) 43'57"

2

( 37 )

福地中学校 44'54"

佐々木 彩花

(2) 10'45"

美曽作 桃子

(1) 10'14"

(1) 20'59"

佐々木 遼佳

(2) 11'36"

(2) 32'35"

長塚 舞

(3) 12'19"

(2) 44'54"

3

( 38 )

五戸中学校 48'11"

舘 菊くの

(3) 11'20"

苫米地 優愛

(4) 13'18"

(4) 24'38"

苫米地 柚衣

(3) 12'17"

(3) 36'55"

丸山 遥

(1) 11'16"

(3) 48'11"

4

( 46 )

名川中学校Ｂ 49'36"

十文字 紗香

(4) 11'52"

久保田 莉沙

(3) 12'09"

(3) 24'01"

矢浦 茉菜歌

(4) 12'56"

(4) 36'57"

舘 美来

(4) 12'39"

(4) 49'36"

2018/10/21 12:32:26上段：氏名（学年・年齢） 中段：（区間順位）区間成績 下段：（累計順位）累計成績


