
スタート 午前9時05分 区間最高記録 第56回 区間最高記録 第57回 区間最高記録 第61回 区間最高記録 第61回 区間最高記録 第58回 区間最高記録 第56回 最高記録

天候 晴 松村翔太郎 小早川寛人 山口大輔 濱口直人 高杉貴志 谷津海斗 田奈中学校 第56回

ﾁｰﾑ名 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録 通算 通算記録

監督名 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録 区間 区間記録

茅ヶ崎市立梅田中学校A 【4】 0:11:38 【11】 0:22:09 【13】 0:35:23 【10】 0:45:18 【12】 0:58:43 【8】 1:07:52

 剱持 義昭 <4> 0:11:38 <16> 0:10:31 <15> 0:13:14 <9> 0:09:55 <14> 0:13:25 <2> 0:09:09

茅ヶ崎市立梅田中学校B 【12】 0:12:15 【9】 0:22:04 【8】 0:34:34 【9】 0:45:06 【10】 0:58:25 【9】 1:07:54

 剱持 義昭 <12> 0:12:15 <9> 0:09:49 <8> 0:12:30 <16> 0:10:32 <12> 0:13:19 <5> 0:09:29

西浜B 【14】 0:12:25 【16】 0:22:41 【17】 0:36:34 【17】 0:48:02 【21】 1:02:26 【21】 1:12:57

 葛西 威志 <14> 0:12:25 <14> 0:10:16 <19> 0:13:53 <25> 0:11:28 <26> 0:14:24 <15> 0:10:31

成瀬中学校 【2】 0:11:12 【4】 0:21:06 【10】 0:34:51 【8】 0:44:26 【11】 0:58:29 【12】 1:08:39

 小澤 寛治 <2> 0:11:12 <13> 0:09:54 <17> 0:13:45 <3> 0:09:35 <19> 0:14:03 <10> 0:10:10

真鶴中学校 【22】 0:12:51 【21】 0:24:06 【25】 0:40:16 【23】 0:49:59 【23】 1:04:55 【25】 1:17:21

 高山 尚克 <22> 0:12:51 <23> 0:11:15 <28> 0:16:10 <5> 0:09:43 <28> 0:14:56 <29> 0:12:26

池上中学校 【7】 0:11:50 【5】 0:21:17 【4】 0:33:20 【4】 0:43:04 【2】 0:55:01 【3】 1:04:54

 遠藤 拓磨 <7> 0:11:50 <3> 0:09:27 <3> 0:12:03 <6> 0:09:44 <2> 0:11:57 <8> 0:09:53

円蔵A 【10】 0:12:05 【3】 0:21:03 【3】 0:33:19 【1】 0:42:02 【1】 0:54:03 【1】 1:03:26

 井手 聖 <10> 0:12:05 <1> 0:08:58 <4> 0:12:16 <1> 0:08:43 <3> 0:12:01 <3> 0:09:23

円蔵B 【15】 0:12:29 【13】 0:22:18 【11】 0:35:01 【15】 0:45:48 【16】 1:00:05 【16】 1:10:44

 井手 聖 <15> 0:12:29 <9> 0:09:49 <11> 0:12:43 <20> 0:10:47 <22> 0:14:17 <17> 0:10:39

国府津中学校 【3】 0:11:25 【2】 0:20:57 【2】 0:33:14 【3】 0:42:43 【5】 0:56:11 【4】 1:05:04

 原 明宏 <3> 0:11:25 <5> 0:09:32 <5> 0:12:17 <2> 0:09:29 <16> 0:13:28 <1> 0:08:53

相模原中等教育学校野球部 先輩 【20】 0:12:44 【23】 0:24:13 【22】 0:38:12 【22】 0:49:28 【22】 1:03:39 【22】 1:15:20

 増山 光一 <20> 0:12:44 <25> 0:11:29 <21> 0:13:59 <22> 0:11:16 <21> 0:14:11 <24> 0:11:41

相模原中等教育学校野球部 後輩 【28】 0:14:19 【28】 0:26:16 【27】 0:41:39 【28】 0:53:31 【27】 1:07:49 【27】 1:19:44

 増山 光一 <28> 0:14:19 <26> 0:11:57 <26> 0:15:23 <28> 0:11:52 <23> 0:14:18 <26> 0:11:55

西浜A 【13】 0:12:16 【10】 0:22:06 【12】 0:35:18 【13】 0:45:39 【13】 0:58:58 【14】 1:09:19

 葛西 威志 <13> 0:12:16 <12> 0:09:50 <14> 0:13:12 <13> 0:10:21 <12> 0:13:19 <12> 0:10:21

六会中学校A 【6】 0:11:43 【15】 0:22:27 【14】 0:35:26 【16】 0:45:50 【14】 0:59:17 【13】 1:08:58

 長谷川 明洋 <6> 0:11:43 <20> 0:10:44 <13> 0:12:59 <15> 0:10:24 <15> 0:13:27 <7> 0:09:41

六会中学校B 【11】 0:12:06 【22】 0:24:13 【18】 0:36:49 【20】 0:48:27 【19】 1:01:24 【20】 1:12:49

 長谷川 明洋 <11> 0:12:06 <28> 0:12:07 <10> 0:12:36 <26> 0:11:38 <10> 0:12:57 <22> 0:11:25

相洋中学ｻｯｶｰ部 【27】 0:14:15 【27】 0:26:14 【28】 0:41:56 【29】 0:53:59 【29】 1:08:21 【28】 1:20:08

 秋山 修一 <27> 0:14:15 <27> 0:11:59 <27> 0:15:42 <29> 0:12:03 <25> 0:14:22 <25> 0:11:47

手広中 【16】 0:12:29 【12】 0:22:18 【9】 0:34:42 【11】 0:45:19 【8】 0:57:44 【10】 1:08:10

 齋田 啓佑 <16> 0:12:29 <9> 0:09:49 <7> 0:12:24 <17> 0:10:37 <7> 0:12:25 <14> 0:10:26

山王中学校 【21】 0:12:48 【14】 0:22:23 【7】 0:33:48 【7】 0:43:44 【7】 0:56:22 【7】 1:06:44

 高橋 広野 <21> 0:12:48 <6> 0:09:35 <2> 0:11:25 <10> 0:09:56 <8> 0:12:38 <13> 0:10:22

浜岳中学校 【1】 0:11:04 【1】 0:20:03 【5】 0:33:32 【5】 0:43:13 【3】 0:55:03 【2】 1:04:32

 熊澤 美紀 <1> 0:11:04 <2> 0:08:59 <16> 0:13:29 <4> 0:09:41 <1> 0:11:50 <5> 0:09:29

中原中男子Bﾁｰﾑ 【23】 0:12:59 【20】 0:23:38 【21】 0:37:46 【18】 0:48:07 【20】 1:01:35 【19】 1:12:37

 鈴木 栄貴 <23> 0:12:59 <18> 0:10:39 <23> 0:14:08 <13> 0:10:21 <16> 0:13:28 <19> 0:11:02

浜須賀中学校 【17】 0:12:30 【17】 0:22:57 【15】 0:35:27 【14】 0:45:43 【9】 0:58:05 【11】 1:08:16

 齋藤 孝之 <17> 0:12:30 <15> 0:10:27 <8> 0:12:30 <12> 0:10:16 <6> 0:12:22 <11> 0:10:11

小田原市立泉中学校 【8】 0:11:53 【8】 0:21:28 【16】 0:35:39 【12】 0:45:27 【15】 0:59:31 【15】 1:09:28

 和田 悠作 <8> 0:11:53 <6> 0:09:35 <24> 0:14:11 <7> 0:09:48 <20> 0:14:04 <9> 0:09:57

相洋中学校 【26】 0:14:15 【26】 0:25:34 【24】 0:39:51 【25】 0:50:40 【24】 1:04:59 【23】 1:16:36

 日向 翼 <26> 0:14:15 <24> 0:11:19 <25> 0:14:17 <21> 0:10:49 <24> 0:14:19 <23> 0:11:37

小田原市立城山中学校ｻｯｶｰ部 【24】 0:13:10 【24】 0:24:17 【19】 0:37:15 【21】 0:48:31 【18】 1:00:50 【18】 1:11:49

 宮里 鷹 <24> 0:13:10 <22> 0:11:07 <12> 0:12:58 <22> 0:11:16 <5> 0:12:19 <18> 0:10:59

大磯中学校 浜岳中学校 国府津中学校 円蔵中学校Ｄ泉中学校池上中学校

第62回真鶴半島駅伝競走大会  ＜中学男子の部＞  成績一覧表

平成31年1月13日(日) 第１区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第２区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 第３区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第４区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 第５区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第６区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 総合成績(18.0km)

1:00:350:10:25 0:08:19 0:10:43 0:08:34 0:10:36 0:08:28

ﾅﾝ
ﾊﾞｰ
ｶｰﾄﾞ

氏名 備考 氏名 備考 氏名 備考 氏名 備考

104  川端 啓聖  新山 大雅  東 昇輝  中野 碧人

備考氏名 備考 氏名 備考 記録 順位

 東 怜亨  上原 鼓大郎 1:07:52 8

 大山 俊輔 1:07:54 9

 森 雄大  三橋 琉空 1:12:57 21

 佐藤 貫多105

107  高橋 優人  西出 圭汰  所 凉生  緑川 龍

106  橋口 泰成  加藤 琉生  佐山 竜星  中西 凌久

 小林 弥太朗  幸山 颯太  長谷川 拓海  藤尾 昊太

108  佐藤 星南  向笠 佑郁  石川 拓郎  都築 宏哉

 市野 蒼空  横山 倖大 1:08:39 12

 向笠 柊悟  竹内 隆希 1:17:21 25

 浜田 星空  田中 飛比輝  荒井 海人  荒井 陸人  水野 航太 1:04:54 3

 白井 恒誠  宇井 虹生 1:03:26 1

 大島 泰河109

111  齋藤 竣  久保田 元  深瀬 功  井上 夏紀

110  品川 尚輝  早川 晴仁  仲田 亨一  鈴木 公大

112  金井 正樹  山田 竜聖  堀内 馨祥  鈴木 大晴

 亀井 海空翔  鈴木 優太 1:10:44 16

 村田 球音  佐藤 優輝 1:05:04 4

 田島 稜大  雄鹿 広太郎  谷川 恵佑  石井 伶芽  川野 優太 1:15:20 22

 小南 彰悟  高杉 政輝 1:19:44 27

 坂本 蓮114

116  新居 勇斗  西澤 桔平  佐々木 一輝  西本 漣音

115  遠藤 翔  畠山 葵  大野 真優  林 悠弥

117  北村 郁也  豊田 翔大  菊池 翔太  満田 一成

 平井 隆一  菅原 拓海 1:09:19 14

 高橋 侑大  小林 玄 1:08:58 13

 根本 悠雅  井上 晴生  三木 郁徳  新堂 珀斗  石川 琥太郎 1:12:49 20

 丸岡 詩温  一寸木 大雅 1:20:08 28

 倉谷 直弥118

120  坂間 陽  清水 翔真  石井 結晴  青山 幸晴

119  奥津 慎悟  野崎 康太  畠山 響希  野崎 悠太

121  中村 隼也  堀江 傑  柏 篤生  濱崎 翔

 清水 大地  西岡 智哉 1:08:10 10

 米谷 拓磨  降籏 大智 1:06:44 7

 山崎 夏空  丸山 晃汰  二宮 榛紀  馬場 航汰  吉田 湊 1:04:32 2

 岩本 隆秀  谷亀 勝哉 1:12:37 19

 竹本 匡希122

125  船津 航世  野島 海司  宇田川 幹太  木原 聡太

123  小濃 翔太  吉村 高明  前山 裕太  齋藤 梨玖

126  山室 柑太  小澤 裕仁  岩渕 汐里  長谷川 瑛太

 花里 駿斗  石井 寿英 1:08:16 11

 三橋 大雅  椎野 莉子 1:09:28 15

129  杉山 聖弥  湯川 総士  山本 裕次郎  江川 琉聖

 原 妃夏琉  荒野 和 1:16:36 23127  佐々木 隆成  神保 莞  山崎 凪咲  吉野 晴大

 西山 亮汰  成瀬 椋 1:11:49 18



スタート 午前9時05分 区間最高記録 第56回 区間最高記録 第57回 区間最高記録 第61回 区間最高記録 第61回 区間最高記録 第58回 区間最高記録 第56回 最高記録

天候 晴 松村翔太郎 小早川寛人 山口大輔 濱口直人 高杉貴志 谷津海斗 田奈中学校 第56回大磯中学校 浜岳中学校 国府津中学校 円蔵中学校Ｄ泉中学校池上中学校

第62回真鶴半島駅伝競走大会  ＜中学男子の部＞  成績一覧表

平成31年1月13日(日) 第１区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第２区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 第３区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第４区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 第５区  お林展望公園～高橋水産前(3.4km) 第６区  高橋水産前～お林展望公園(2.6km) 総合成績(18.0km)

1:00:350:10:25 0:08:19 0:10:43 0:08:34 0:10:36 0:08:28

中原中男子Aﾁｰﾑ 【9】 0:11:57 【7】 0:21:28 【1】 0:32:09 【2】 0:42:06 【4】 0:55:08 【6】 1:06:30

 鈴木 栄貴 <9> 0:11:57 <4> 0:09:31 <1> 0:10:41 <11> 0:09:57 <11> 0:13:02 <21> 0:11:22

伊勢原中学校陸上競技部 【5】 0:11:38 【6】 0:21:23 【6】 0:33:46 【6】 0:43:35 【6】 0:56:19 【5】 1:05:44

 近藤 智弘 <5> 0:11:38 <8> 0:09:45 <6> 0:12:23 <8> 0:09:49 <9> 0:12:44 <4> 0:09:25

橘中学校ｻｯｶｰ部1 【19】 0:12:44 【18】 0:23:18 【26】 0:41:14 【26】 0:51:57 【25】 1:05:41 【24】 1:16:58

 粟飯島 正義 <19> 0:12:44 <17> 0:10:34 <29> 0:17:56 <18> 0:10:43 <18> 0:13:44 <20> 0:11:17

橘中学校ｻｯｶｰ部2 【25】 0:14:13 【25】 0:24:56 【23】 0:38:47 【24】 0:50:28 【26】 1:06:37 【26】 1:18:52

 粟飯島 正義 <25> 0:14:13 <19> 0:10:43 <18> 0:13:51 <27> 0:11:41 <29> 0:16:09 <27> 0:12:15

湯河原中学校A 【18】 0:12:41 【19】 0:23:38 【20】 0:37:33 【19】 0:48:18 【17】 1:00:26 【17】 1:11:00

 佐藤 亜良太 <18> 0:12:41 <21> 0:10:57 <20> 0:13:55 <19> 0:10:45 <4> 0:12:08 <16> 0:10:34

湯河原中学校B 【29】 0:15:42 【29】 0:27:51 【29】 0:41:57 【27】 0:53:18 【28】 1:07:57 【29】 1:20:18

 佐藤 亜良太 <29> 0:15:42 <29> 0:12:09 <22> 0:14:06 <24> 0:11:21 <27> 0:14:39 <28> 0:12:21

 小菅 大希  工藤 悠哉 1:06:30 6130  脇 陽真  坂本 眞望  中野 蒼心 区間新  大原 青空

1:05:44 5

132  東山 浩之  藤原 尚史  柏木 健翔

 野島 拓斗  小嶋 幸太  近藤 剛131  高橋 莉央  菊地 るきあ  戸田 航輔

1:16:58 24

 二見 太基133  小野 凛太郎  船津 拓己  菅 晃瑠

 長井 力勲  石塚 和真  杉山 宏樹

1:18:52 26 藤本 耀  飯田 将也

17

135  廣井 祐介  浦 奏汰  羽田 秀

 岩澤 有佑  工藤 大夢  米井 多嘉廣

1:20:18 29 小澤 隼斗  森本 櫂吏

134  細野 遥希

 木村 颯汰

1:11:00 佐々木 郁人  小松 碧海

区間記録
 山崎 夏空

0:11:04
 早川 晴仁

0:08:58
 竹本 匡希

0:11:50
 佐藤 優輝

0:08:53
 中野 蒼心

0:10:41 区間新
 鈴木 公大

0:08:43
浜岳中学校 円蔵A 中原中男子Aﾁｰﾑ 円蔵A 浜岳中学校 国府津中学校


