
平成２４年１１月１１日（日）

区間 総合タイム

距離 16.30km

広安小

第１５回

1時間04分55秒

1 広安西Ａ

個人タイム及び順位 2分21秒 (1) 2分09秒 (1) 4分46秒 (1) 4分42秒 (6) 4分23秒 (2) 4分08秒 (3) 7分50秒 (9) 7分01秒 (3) 6分32秒 (1) 6分39秒 (3) 6分22秒 (1) 08分51秒 (3) 1時間05分44秒

総合タイム及び順位 0:02'21 (1) 0:04'30 (1) 0:09'16 (1) 0:13'58 (2) 0:18'21 (1) 0:22'29 (1) 0:30'19 (2) 0:37'20 (3) 0:43'52 (2) 0:50'31 (1) 0:56'53 (1) 1:05'44 (1) (1)

2 広安西Ｂ

個人タイム及び順位 2分27秒 (4) 2分14秒 (4) 5分06秒 (9) 5分22秒 (14) 4分29秒 (3) 4分18秒 (8) 7分45秒 (7) 7分17秒 (10) 6分56秒 (2) 6分31秒 (2) 6分48秒 (3) 09分10秒 (6) 1時間08分23秒

総合タイム及び順位 0:02'27 (4) 0:04'41 (4) 0:09'47 (5) 0:15'09 (13) 0:19'38 (10) 0:23'56 (7) 0:31'41 (9) 0:38'58 (9) 0:45'54 (7) 0:52'25 (5) 0:59'13 (4) 1:08'23 (5) (5)

3 広安西Ｃ

個人タイム及び順位 2分38秒 (11) 2分22秒 (12) 4分54秒 (3) 4分37秒 (3) 4分29秒 (3) 4分29秒 (11) 7分43秒 (6) 7分29秒 (13) 6分57秒 (3) 6分50秒 (4) 6分57秒 (5) 09分36秒 (13) 1時間09分01秒

総合タイム及び順位 0:02'38 (11) 0:05'00 (12) 0:09'54 (9) 0:14'31 (5) 0:19'00 (4) 0:23'29 (4) 0:31'12 (4) 0:38'41 (6) 0:45'38 (5) 0:52'28 (6) 0:59'25 (6) 1:09'01 (8) (8)

4 広安西Ｄ

個人タイム及び順位 2分44秒 (16) 2分15秒 (9) 5分09秒 (11) 5分09秒 (13) 4分35秒 (7) 4分15秒 (6) 7分27秒 (2) 7分13秒 (8) 7分04秒 (8) 6分56秒 (6) 6分52秒 (4) 09分14秒 (7) 1時間08分53秒

総合タイム及び順位 0:02'44 (16) 0:04'59 (11) 0:10'08 (12) 0:15'17 (15) 0:19'52 (13) 0:24'07 (11) 0:31'34 (8) 0:38'47 (8) 0:45'51 (6) 0:52'47 (7) 0:59'39 (7) 1:08'53 (6) (6)

5 広安西Ｅ

個人タイム及び順位 2分40秒 (13) 2分24秒 (14) 5分12秒 (13) 4分45秒 (8) 4分43秒 (10) 4分15秒 (7) 7分53秒 (11) 7分31秒 (14) 7分25秒 (9) 7分13秒 (13) 6分57秒 (5) 09分16秒 (9) 1時間10分14秒

総合タイム及び順位 0:02'40 (13) 0:05'04 (13) 0:10'16 (14) 0:15'01 (10) 0:19'44 (11) 0:23'59 (8) 0:31'52 (11) 0:39'23 (12) 0:46'48 (10) 0:54'01 (10) 1:00'58 (10) 1:10'14 (10) (10)

6 広安西Ｆ

個人タイム及び順位 2分37秒 (10) 2分34秒 (16) 5分14秒 (15) 4分41秒 (5) 4分31秒 (5) 4分31秒 (12) 7分59秒 (12) 7分47秒 (15) 6分59秒 (6) 7分09秒 (12) 6分57秒 (5) 09分16秒 (8) 1時間10分15秒

総合タイム及び順位 0:02'37 (10) 0:05'11 (16) 0:10'25 (16) 0:15'06 (12) 0:19'37 (9) 0:24'08 (12) 0:32'07 (12) 0:39'54 (13) 0:46'53 (12) 0:54'02 (11) 1:00'59 (11) 1:10'15 (11) (11)

7 益城中央スピードスター☆

個人タイム及び順位 2分33秒 (7) 2分16秒 (11) 4分55秒 (4) 4分37秒 (3) 4分16秒 (1) 3分53秒 (1) 7分11秒 (1) 7分08秒 (5) 6分59秒 (5) 6分57秒 (7) 6分26秒 (2) 08分54秒 (4) 1時間06分05秒

総合タイム及び順位 0:02'33 (7) 0:04'49 (8) 0:09'44 (3) 0:14'21 (3) 0:18'37 (3) 0:22'30 (2) 0:29'41 (1) 0:36'49 (1) 0:43'48 (1) 0:50'45 (2) 0:57'11 (2) 1:06'05 (2) (2)

8 益城中央ファイターズ

個人タイム及び順位 2分33秒 (7) 2分15秒 (6) 5分03秒 (8) 4分50秒 (11) 4分42秒 (9) 4分12秒 (5) 7分45秒 (7) 7分03秒 (4) 7分01秒 (7) 6分51秒 (5) 7分04秒 (8) 09分02秒 (5) 1時間08分21秒

総合タイム及び順位 0:02'33 (7) 0:04'48 (7) 0:09'51 (7) 0:14'41 (7) 0:19'23 (5) 0:23'35 (5) 0:31'20 (5) 0:38'23 (4) 0:45'24 (4) 0:52'15 (4) 0:59'19 (5) 1:08'21 (4) (4)

9 益城中央キッズボルトーズ

個人タイム及び順位 2分23秒 (3) 2分15秒 (6) 5分13秒 (14) 4分51秒 (12) 4分53秒 (12) 4分27秒 (10) 7分31秒 (4) 7分11秒 (7) 7分25秒 (9) 6分58秒 (9) 7分09秒 (9) 09分29秒 (11) 1時間09分45秒

総合タイム及び順位 0:02'23 (3) 0:04'38 (3) 0:09'51 (7) 0:14'42 (8) 0:19'35 (8) 0:24'02 (10) 0:31'33 (7) 0:38'44 (7) 0:46'09 (8) 0:53'07 (9) 1:00'16 (8) 1:09'45 (9) (9)

10 広安ヤンキース

個人タイム及び順位 2分22秒 (2) 2分09秒 (1) 5分01秒 (5) 4分23秒 (1) 4分40秒 (8) 4分23秒 (9) 7分30秒 (3) 6分32秒 (1) 6分58秒 (4) 6分57秒 (7) 7分12秒 (10) 08分26秒 (1) 1時間06分33秒

総合タイム及び順位 0:02'22 (2) 0:04'31 (2) 0:09'32 (2) 0:13'55 (1) 0:18'35 (2) 0:22'58 (3) 0:30'28 (3) 0:37'00 (2) 0:43'58 (3) 0:50'55 (3) 0:58'07 (3) 1:06'33 (3) (3)

11 広安ドラゴンズ

個人タイム及び順位 2分39秒 (12) 2分14秒 (4) 5分06秒 (9) 4分31秒 (2) 4分56秒 (14) 4分34秒 (14) 7分50秒 (9) 7分16秒 (9) 7分46秒 (13) 7分23秒 (15) 7分16秒 (11) 09分18秒 (10) 1時間10分49秒

総合タイム及び順位 0:02'39 (12) 0:04'53 (10) 0:09'59 (11) 0:14'30 (4) 0:19'26 (6) 0:24'00 (9) 0:31'50 (10) 0:39'06 (10) 0:46'52 (11) 0:54'15 (12) 1:01'31 (12) 1:10'49 (12) (12)

12 広安ベイスターズ

個人タイム及び順位 2分43秒 (14) 2分23秒 (13) 5分14秒 (15) 4分43秒 (7) 4分59秒 (15) 4分33秒 (13) 8分17秒 (16) 7分27秒 (11) 7分39秒 (11) 7分03秒 (11) 7分21秒 (12) 09分58秒 (14) 1時間12分20秒

総合タイム及び順位 0:02'43 (14) 0:05'06 (14) 0:10'20 (15) 0:15'03 (11) 0:20'02 (14) 0:24'35 (15) 0:32'52 (15) 0:40'19 (14) 0:47'58 (14) 0:55'01 (14) 1:02'22 (13) 1:12'20 (13) (13)

13 飯野はやいんず

個人タイム及び順位 2分31秒 (5) 2分15秒 (9) 5分01秒 (5) 5分30秒 (15) 4分32秒 (6) 4分01秒 (2) 7分40秒 (5) 7分10秒 (6) 7分43秒 (12) 6分28秒 (1) 7分26秒 (13) 08分37秒 (2) 1時間08分54秒

総合タイム及び順位 0:02'31 (5) 0:04'46 (6) 0:09'47 (5) 0:15'17 (15) 0:19'49 (12) 0:23'50 (6) 0:31'30 (6) 0:38'40 (5) 0:46'23 (9) 0:52'51 (8) 1:00'17 (9) 1:08'54 (7) (7)

14 飯野スタミナーズ

個人タイム及び順位 2分36秒 (9) 2分15秒 (6) 4分53秒 (2) 5分32秒 (16) 4分48秒 (11) 4分08秒 (4) 8分07秒 (13) 8分09秒 (16) 7分47秒 (14) 7分00秒 (10) 8分02秒 (15) 09分35秒 (12) 1時間12分52秒

総合タイム及び順位 0:02'36 (9) 0:04'51 (9) 0:09'44 (3) 0:15'16 (14) 0:20'04 (15) 0:24'12 (13) 0:32'19 (13) 0:40'28 (15) 0:48'15 (15) 0:55'15 (15) 1:03'17 (15) 1:12'52 (15) (15)

15 津森小学校Ａチーム

個人タイム及び順位 2分32秒 (6) 2分12秒 (3) 5分10秒 (12) 4分45秒 (8) 4分54秒 (13) 4分51秒 (16) 8分08秒 (14) 6分50秒 (2) 7分59秒 (16) 7分21秒 (14) 8分00秒 (14) 10分00秒 (15) 1時間12分42秒

総合タイム及び順位 0:02'32 (6) 0:04'44 (5) 0:09'54 (9) 0:14'39 (6) 0:19'33 (7) 0:24'24 (14) 0:32'32 (14) 0:39'22 (11) 0:47'21 (13) 0:54'42 (13) 1:02'42 (14) 1:12'42 (14) (14)

16 津森小学校Ｂチーム

個人タイム及び順位 2分43秒 (14) 2分24秒 (14) 5分01秒 (7) 4分47秒 (10) 5分23秒 (16) 4分34秒 (14) 8分15秒 (15) 7分28秒 (12) 7分51秒 (15) 8分04秒 (16) 8分06秒 (16) 10分00秒 (15) 1時間14分36秒

総合タイム及び順位 0:02'43 (14) 0:05'07 (15) 0:10'08 (12) 0:14'55 (9) 0:20'18 (16) 0:24'52 (16) 0:33'07 (16) 0:40'35 (16) 0:48'26 (16) 0:56'30 (16) 1:04'36 (16) 1:14'36 (16) (16)

長谷川　寛太城下　輝貴 森川　好羽 河端　蓮 宇土　綾乃 山田　悠太 山内　愛

亀井　彩乃 國武　龍輝 富澤　優伽 中川　恭人

渡邉　莉緒 山田　太陽 橋村　まこ 松本　侑政 坂本　美空

木村　　廉

西山　来奈 中川　万慈 森川　星七 西村　大雅 伊藤　雅 山田　健太 山内　岬 森川　英知

村上　空 大平　詩桜 高木　洸佑 奥村　朋佳 篠原　匠 上村　梨央

森上　夏希 増田　涼 堀部　風香 甲斐　一真

大平　真悠 岩村　航 篠原　和奏 石金　和眞 森野　瑚花

杉本　和史

託麻　唯夢 岩村　岬 奥村　若奈 柏原　佑哉 古荘　実央 藤島　大志 甲斐　梨音華 増田　奨

川﨑　真秀 松村　陽衣菜 水上　楓 西村　朋香 山内　史龍 德永　莉子

尾方　　優 井出　浩志郎 日笠　乃愛 村上　剛瑠

丸山　未紗 宇藤　靖刀 増田　愛奈 奥村　一斗 渡邊　葵

吉村　栄次郎

曲田　理佐 古閑　瑛大 本田　琴美 大窪　梧生 猿渡　心優 松永　龍星 坂本　真保 宮守　　駿

上原　悠生 前田　桃佳 吉村　大寿 永田　理莉 岡嵜　優輝 市原　咲也加

渕上　真奈 宮田　大輝 藤永　愛理 平山　琳斗

泉　伍咲 荒木　夏朗 松本　眞菜 永田　大 山内　彩香

水野　雄太

平山　侑莉 小塚　翔夢 高崎　ひなた 宮脇　謙信 豊田　有美香 小塚　悠真 鶴田　乙葉 後藤　壮梧

藤永　彪雅 藤本　愛子 岩村　尚晟 原田　もえ 吉山　昇汰 中村　　希

吉村　響 下山　翔生 山口　　櫻 藤本　　毅

山口　こより 矢嶋　飛羽 佐藤　涼花 山口　愛壱朗 園田　瑠衣

市川　翠

松原　楓恋 森内　大翔 山口　夏鈴 福山　雄斗 中川　詩彩 中村　尚輝 野田　里香子 吉野　竜矢

三村　佳輝 青柳　風香 濱岡　蓮直 岩下　寧々 里見　泰陸 宮本　里南

角田　明梨 西田　聖矢 釜賀　美穂 渡邉　龍星

桑原　あかね 三戸　しょうた 城　ゆいか 山崎　たくや 中川　遥菜

木戸口　文弥

東　ももか 永田　はるき 寺垣　りん 小西　あいと 田中　友梨 武内　奏太 園田　彩葉 小西　莉仁

園田　勇樹 植田　陽菜 清村　昂希 西　陽麻莉 河野　雄太 古閑　汐音

水本　心愛 渡辺　拓実 平川　佳子 山下　真右衛門

岩下　わか 柳瀬　ゆうしん 甲斐　りほ 壱岐　まさと 垣田　如月

園田　虎徹

楠田　さくら 渡邉　せいや 山本　みづき 原田　あゆむ 山下　せな 浦本　颯汰 宮本　朋加 戸田　充優

菅野　裕勢 加来　七海 松永　辰樹 黒川　千夏 河村　琉生 山下　友梨香国府　こりん 三木　つばさ 国府　さりい 小原　楓雅 増田　皐

土井　愛恵 波多野　湧斗 古閑　彩華 舛尾　竣基 鶴野　安寿香 森　遼太郎松本　つぐみ 庄司　はるた 鶴　あいこ 岩本　とわ 佐藤　まい 角田　純平

6分53秒 6分25秒 6分41秒 6分05秒 6分24秒 8分06秒

第１５回 第１６回 第１４回 第９回

2分06秒 2分02秒 4分28秒 4分01秒 4分13秒 3分45秒

坂田　早耶香 高木　聖也

第１５回 第１４回 第１６回 第９回 第１６回 第１０回・第１３回 第１４回 第１５回

野田　里香子 森川和命・福永大真 木下　舞香 吉村　栄次郎 木下　舞香 吉村　栄次郎

1．7０（4年男） 1．7０（5年女） 1．7０（5年男） 1．7０（6年女） 2．30（6年男）

大会記録

北村　天音 森川　英知 佐藤まい・中川詩彩 森川　和命

１０区 １１区 １２区

０．５５（1年女） ０．５５（1年男） 1．1０（2年女） 1．1０（2年男） 1．1０（3年女） 1．1０（3年男） 1．7０（4年女）

第１７回　益 城 町 小 学 生 駅 伝 大 会 記 録 表

１区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 ８区 ９区

新 新

益城町陸上競技協会


