
第11回 徳島県小学生チーム対抗駅伝競走大会
場所

平成28年 11月 26日

鳴門・大塚スポーツパーク

順

位 学校名

1  諄I肩目JAC―A
13122

2 阿南 RC
13:37

3 北島
'ュ

ニア隆■クラブーA

14:18

4 阿南JAC-3
14:39

5徳 島市RC―A
14:46

6 ・・ ,ュニア摯エク,チ→

14:54

7 版動 ジュニアーハ

15i02

8 阿南JAC―C

15:25

9 t島ジュニア饉ェク,‐ C

15:26

10 阿南JAC―D
15:42

11 阿波市陸上クラブ

15:50

12億島市RC-3
16:15

13阿南JAC― E

16129

14 検野部睦協シュニアーB

16:33

15  ゆず
16:53

16え苺カニア饉上クラ‐颯

17:00

17 t`ラュニア聰エクラツー●

17100

18阿南」AC―F

17102

19 薇野椰饉鶴ジュニアー0

17:27

20 會藤』等司FRC― C

17:30

21 阿南」AC― G

17:41

1区
1.OKm

区間記録(3餌)

米崎 陽海

(1)  3:10
(1)  3:10
浅野 俊亮
(2)    3:20
(2)    3:20

宮川 大輝

(3)    3:23
(3)    3:28

高島 和真
(5)    3:40

(5)    3:40

播磨 凛夏

(10)    3:47

(10)    3147

城福 純

(7)    3:43
(7)    3:43

漆原 拓斗

(4)    3:33
(4)    3133

満石 真秀

(3) a43
(3) a43
上藤 蓮斗

(9)    3:47
(9)    3:47

賀上 吐愛

(14)    3151
(14)   3:51

西條 琳風

(6)    3141
(6)     3:41

佐藤 旬

(19)    4:07

(19)  4Ю 7

井内 康介
(21)    4:09
01)  4:09
金藤 嵩宏

(20)    4107
(20)    4:07

佐藤 悠雅
(12)    3:50

(12)    3:50

林 海人

(11)    3:48

(11)    3:48

山本 崇人

(16) a57
(16)    3157

川田 啓史

(23)    4:16

(23)    4116

大野 泰輝

(25)    4,18
(25)    4:18

富城 大和

(17)  403
(17)    4:03

上手 美月
(26)    4:22

(26)    4:22

2区
1.OKm

広間記録(318)

濱口 大和

(2)    3:25
(1)    6:35

折野 光大

(1)  3:19
(2)    6,39

人幡 光

(4)   3:38
(3)    7106

加納 康成
(3)    3:35

(4)    7:15

高石 聡太郎
(6)    3:39
(7)    7126

中野 拓弥
(4)    3:38

(5)    7:21

末松 結衣

(10)   3:54
(8)    7:27

竹垣 正輝

(9) a51
(9)    7:34

加藤 利弥

(3)    3150
(10)    7:37

安部 陽菜

(11)    3157

(11)    7:48

後藤 早葵

(7)    3:43
(0  7:24
西浦 央記

(11)   3:57
(14)    8104

亀島 充起
(13)    4:00
(16)    8109

重見 菜南子

(16) 4:11
(17)   8:18

高橋 幸樹
(18)  4:15
(15)    8:05

須戸 悠世

(15)    4:06
(12)    7:54

-本木 誠

(22)    4:23

(18)   8:20

満石 愛和

(18)  4:15
(21)    8131

森本 未来

(21) 421
(22)    8139

福田 雄大

(23)    4:27
(20)    8:30

松内 優斗

(24)    4:29

(26)   8:51

3区
1.OKm

区問記録(■ 27)

東 恭巧

(1)    3:33
(1)   10103

出葉 滉一朗

(5)    3:53
(2)   10:32

久次米 七海
(2)    3:38
(3)   10144

川田 愛翔
(3)    3:40

(4)   10:55

新居 優大

(6) 355
(6)   11:21

田平 大河

(4)    3:50
(5) 11:11

細川 陶生子

(7)    3158

(7)  11:25

高島 由芽

(11)    4103

(9)   11:37

千代田 一咲

(10)    4:02
(10)   11139

豊丸 凛
(9)    4:01

(11)   11:49

庄村 華菜

(13)    4:08
(3)   11:32

藤本 梨夢
(14)  4:13
(12)  12:17

北角 優季
(19)    4127
(17)   12:36

小竹 瑠奈
(12)    4:07

(16)   12125

福原 陽斗
(15)  4:15
(14)  12120

秦 実妃

(21)    4129
(15)   12:23

塩野目 裕人

(8)    4100

(13)   12:20

谷村 業衣子

(18)    4:20

(20)   12151

岡本 みなみ

(19)    4:27

(22)   13106

秋山 泰輝

(27) 446
(23) 1316
亀島 叶葉

(24)    4136

(26)   13127

(記録の前の ・  1ま,区間タイ記録  ネ 1ま,区間新記録)

4区
1.OKm

区問記録(■07)

吉田 康晟
(2)    3114
(1)  13122

児島 雄―郎

(1) *  3105
(2)   13:37

吉村 凛花

(4)    3:34
(3)  14:18

篠岡 千奈
(7)    3:44

(4)   14139

南本 寛茂
(3) a25
(5)   14146

湯浅 若葉
(6)    3143

(6)  14154

渡辺 脩司

(5) a37
(7)15:02
金徳 陽

(9)   3:48
(3)   15:25

谷 業々美

(8)   3:47
(9)   15126

青木 優香里

(10)   3:53
(10)   15:42

長尾 大地

(18)   4:18
(11)   15150

原 颯汰

(12)    3:58
(12)  16:15

上手 彩愛
(10)    3:53
(13)   16:29

岩朝 涼
(13)    4:08

(14)   16133

森西 悠太

(21)    4:33

(15)   16:53

加藤 拓弥
(22)    4:37

(16)17100
斎藤 暗希
(24)    4:40

(17)17:00
小西 修司
(14)  4111
(10  17:02

河内 颯澄
(19)    4121

(19)  17:27

秋山 祥輝
(16)   4:14
(20)1■30

吉田 悠真
(16)  4114
(21)   17:41


