
スタート

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

記録

21.0975 km

1 21 1時間10分05秒 20'14 (2) 33'35 (1) 43'19 (1) 53'20 (1) 1ﾟ10'05 (1)

20'14 (2) 13'21 (1) 9'44 (1) 10'01 (1) 16'45 (1)

2 41 1時間12分12秒 19'58 (1) 34'10 (2) 44'22 (2) 54'36 (2) 1ﾟ12'12 (2)

19'58 (1) 14'12 (3) 10'12 (2) 10'14 (2) 17'36 (3)

3 51 1時間13分27秒 20'32 (4) 34'44 (3) 45'15 (5) 56'04 (4) 1ﾟ13'27 (3)

20'32 (4) 14'12 (3) 10'31 (6) 10'49 (5) 17'23 (2)

4 11 1時間13分50秒 20'30 (3) 34'50 (5) 45'05 (4) 55'42 (3) 1ﾟ13'50 (4)

20'30 (3) 14'20 (5) 10'15 (3) 10'37 (3) 18'08 (5)

5 31 1時間14分30秒 20'44 (5) 34'49 (4) 45'04 (3) 56'06 (5) 1ﾟ14'30 (5)

20'44 (5) 14'05 (2) 10'15 (3) 11'02 (8) 18'24 (8)

6 32 1時間15分13秒 21'23 (7) 35'56 (6) 46'19 (6) 57'04 (6) 1ﾟ15'13 (6)

21'23 (7) 14'33 (7) 10'23 (5) 10'45 (4) 18'09 (6)

7 12 1時間15分34秒 21'33 (8) 36'07 (7) 46'51 (7) 57'42 (7) 1ﾟ15'34 (7)

21'33 (8) 14'34 (8) 10'44 (7) 10'51 (6) 17'52 (4)

8 42 1時間16分45秒 21'40 (9) 36'10 (8) 47'19 (8) 58'34 (8) 1ﾟ16'45 (8)

21'40 (9) 14'30 (6) 11'09 (12) 11'15 (11) 18'11 (7)

9 52 1時間17分24秒 22'26 (12) 37'02 (10) 47'51 (9) 58'44 (9) 1ﾟ17'24 (9)

22'26 (12) 14'36 (9) 10'49 (8) 10'53 (7) 18'40 (9)

10 13 1時間18分26秒 22'23 (11) 37'16 (12) 48'07 (11) 59'13 (10) 1ﾟ18'26 (10)

22'23 (11) 14'53 (11) 10'51 (9) 11'06 (10) 19'13 (12)

11 23 1時間19分25秒 22'27 (13) 37'10 (11) 48'03 (10) 1ﾟ0'08 (11) 1ﾟ19'25 (11)

22'27 (13) 14'43 (10) 10'53 (10) 12'05 (13) 19'17 (13)

12 43 1時間19分32秒 22'37 (14) 38'22 (13) 49'25 (13) 1ﾟ0'29 (12) 1ﾟ19'32 (12)

22'37 (14) 15'45 (13) 11'03 (11) 11'04 (9) 19'03 (10)

13 22 1時間20分21秒 21'01 (6) 36'36 (9) 48'25 (12) 1ﾟ1'15 (13) 1ﾟ20'21 (13)

21'01 (6) 15'35 (12) 11'49 (14) 12'50 (15) 19'06 (11)

14 53 1時間22分55秒 21'56 (10) 38'28 (14) 50'20 (14) 1ﾟ2'17 (14) 1ﾟ22'55 (14)

21'56 (10) 16'32 (15) 11'52 (15) 11'57 (12) 20'38 (15)

15 33 1時間24分11秒 24'04 (15) 40'19 (15) 51'56 (15) 1ﾟ4'01 (15) 1ﾟ24'11 (15)

24'04 (15) 16'15 (14) 11'37 (13) 12'05 (13) 20'10 (14)

鯖江
(福井)

小出
(新潟)

松商学園
(長野)

金沢商業
(石川)

諏訪二葉
(長野)

若狭
(福井)

砺波
(富山)

長野東
(長野)

星稜
(石川)

美方
(福井)

新潟明訓
(新潟)

富山商業
(富山)

高岡商業
(富山)

新潟商業
(新潟)

遊学館
(石川)

堀内 祐希(1) 蔵町 美紀(2) 上口 椋(1) 野師本 桃子(2) 吉田 遥(2)

井尻 茉莉香(2) 田中 杏子(1) 森本 紀乃(2) 深渡 由季(1) 神戸 麻衣(2)

島田 真衣(2) 濵田 菜津未(1) 下防 梨乃(2) 山口 穂多瑠(2) 野村 茉由(2)

千野 恵実(1) 赤羽 純美玲(1) 鳥羽 美宇(1) 倉沢 果歩(1) 吉江 美季(1)

北川 千夏(2) 井久保 咲良(1) 磯村 亜衣(3) 中村 瑠衣(1) 磯村 麻衣(3)

大越 愛華(3) 奥島 梨絵(3) 相馬 萌冬珠(1) 為国 愛梨(1) 中島 綺海(2)

滝澤 弓那(1) 佐藤 茜里(2) 桑原 彩也香(3) 佐藤 紗里菜(1) 田澤 このみ(2)

植松 若那(2) 林 佳苗(2) 樋口 佳歩(3) 三原 瑞佳(2) 斉藤 朱莉(2)

川本 希花(1) 星場 未蘭(3) 播磨 彩乃(1) 源代 結花(2) 高本 瑞季(2)

相原 もこ(2) 梅谷 愛花(1) 谷口 陽菜(3) 荒谷 加菜(1) 間野 七彩(3)

絹野 紗月(2) 杉森 亜莉沙(3) 佐伯 陽菜(3) 坂下 良奈(1) 池田 小雪(3)

真柄 碧(3) 野原 千里(3) 中村 星香(2) 佐々木 絢叶(2) 田辺 恋奈(2)

土田 佳奈(2) 矢川 瑚都(2) 五十田 楓(2) 鈴木 桃夏(3) 樋山 紗子(2)

清水 彩音(1) 玉城かんな(3) 塩崎 葵(2) 弓田 玲(3) 久保田里菜(2)

五島 莉乃(2) 高野 みちる(3) 岡田 奈巳(3) 佐竹 莉奈(3) 戸部 千晶(1)

第４区 第５区

6.0 km 4.0975 km 3.0 km 3.0 km 5.0 km

2014/11/23(日) 10:00

女子 第２７回北信越高等学校駅伝競走大会（女子の部）　成績表

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区

START～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～FINISH
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スタート

上段：通算記録（順位）
大会記録（42.195km）　 00分00秒 新＝新記録 下段：区間記録（順位）

記録

42.195 km

1 21 2時間08分40秒 31'03 (5) 39'32 (2) 1ﾟ4'29 (1) 1ﾟ29'35 (1) 1ﾟ38'37 (1) 1ﾟ53'35 (1) 2ﾟ8'40 (1)

31'03 (5) 8'29 (1) 24'57 (1) 25'06 (1) 9'02 (2) 14'58 (1) 15'05 (1)

2 51 2時間11分25秒 31'33 (7) 40'25 (6) 1ﾟ5'36 (6) 1ﾟ30'49 (2) 1ﾟ39'51 (2) 1ﾟ55'38 (2) 2ﾟ11'25 (2)

31'33 (7) 8'52 (4) 25'11 (3) 25'13 (2) 9'02 (2) 15'47 (7) 15'47 (5)

3 22 2時間11分25秒 30'57 (3) 39'32 (2) 1ﾟ5'01 (2) 1ﾟ30'53 (3) 1ﾟ40'03 (4) 1ﾟ55'42 (3) 2ﾟ11'25 (3)

30'57 (3) 8'35 (2) 25'29 (4) 25'52 (5) 9'10 (7) 15'39 (5) 15'43 (4)

4 23 2時間11分26秒 30'58 (4) 39'43 (4) 1ﾟ5'21 (4) 1ﾟ31'20 (5) 1ﾟ40'06 (5) 1ﾟ55'50 (4) 2ﾟ11'26 (4)

30'58 (4) 8'45 (3) 25'38 (5) 25'59 (6) 8'46 (1) 15'44 (6) 15'36 (2)

5 11 2時間11分35秒 30'21 (1) 39'19 (1) 1ﾟ5'09 (3) 1ﾟ30'53 (3) 1ﾟ40'01 (3) 1ﾟ55'53 (5) 2ﾟ11'35 (5)

30'21 (1) 8'58 (5) 25'50 (7) 25'44 (4) 9'08 (6) 15'52 (8) 15'42 (3)

6 31 2時間12分21秒 32'17 (10) 41'24 (10) 1ﾟ6'29 (7) 1ﾟ32'00 (6) 1ﾟ41'02 (6) 1ﾟ56'25 (6) 2ﾟ12'21 (6)

32'17 (10) 9'07 (7) 25'05 (2) 25'31 (3) 9'02 (2) 15'23 (2) 15'56 (7)

7 41 2時間13分11秒 30'43 (2) 39'44 (5) 1ﾟ5'24 (5) 1ﾟ32'25 (7) 1ﾟ41'36 (7) 1ﾟ57'01 (7) 2ﾟ13'11 (7)

30'43 (2) 9'01 (6) 25'40 (6) 27'01 (10) 9'11 (8) 15'25 (3) 16'10 (8)

8 52 2時間14分47秒 31'27 (6) 40'53 (7) 1ﾟ6'43 (8) 1ﾟ33'35 (8) 1ﾟ42'58 (8) 1ﾟ58'52 (9) 2ﾟ14'47 (8)

31'27 (6) 9'26 (12) 25'50 (7) 26'52 (8) 9'23 (9) 15'54 (9) 15'55 (6)

9 12 2時間14分52秒 31'55 (8) 41'13 (9) 1ﾟ7'42 (10) 1ﾟ34'04 (9) 1ﾟ43'09 (9) 1ﾟ58'37 (8) 2ﾟ14'52 (9)

31'55 (8) 9'18 (11) 26'29 (10) 26'22 (7) 9'05 (5) 15'28 (4) 16'15 (10)

10 13 2時間16分49秒 32'26 (11) 41'42 (11) 1ﾟ8'18 (11) 1ﾟ35'16 (11) 1ﾟ44'40 (11) 2ﾟ0'39 (10) 2ﾟ16'49 (10)

32'26 (11) 9'16 (10) 26'36 (11) 26'58 (9) 9'24 (10) 15'59 (10) 16'10 (8)

11 42 2時間20分20秒 33'43 (13) 42'58 (13) 1ﾟ10'25 (13) 1ﾟ37'55 (13) 1ﾟ47'24 (13) 2ﾟ3'55 (12) 2ﾟ20'20 (11)

33'43 (13) 9'15 (9) 27'27 (13) 27'30 (12) 9'29 (11) 16'31 (11) 16'25 (11)

12 33 2時間21分14秒 32'55 (12) 42'31 (12) 1ﾟ9'12 (12) 1ﾟ37'03 (12) 1ﾟ46'49 (12) 2ﾟ3'47 (11) 2ﾟ21'14 (12)

32'55 (12) 9'36 (13) 26'41 (12) 27'51 (14) 9'46 (13) 16'58 (13) 17'27 (14)

13 43 2時間25分01秒 33'44 (14) 44'06 (14) 1ﾟ12'42 (14) 1ﾟ40'43 (15) 1ﾟ50'40 (14) 2ﾟ7'28 (13) 2ﾟ25'01 (13)

33'44 (14) 10'22 (14) 28'36 (15) 28'01 (15) 9'57 (14) 16'48 (12) 17'33 (15)

14 53 2時間25分52秒 34'32 (15) 44'57 (15) 1ﾟ12'50 (15) 1ﾟ40'40 (14) 1ﾟ51'12 (15) 2ﾟ8'30 (14) 2ﾟ25'52 (14)

34'32 (15) 10'25 (15) 27'53 (14) 27'50 (13) 10'32 (15) 17'18 (14) 17'22 (13)

32 NM 31'59 (9) 41'08 (8) 1ﾟ7'00 (9) 1ﾟ34'09 (10) 1ﾟ43'46 (10) DQ NM

31'59 (9) 9'09 (8) 25'52 (9) 27'09 (11) 9'37 (12) 16'54 (12)

啓新
(福井)

高岡向陵
(富山)

佐久長聖
(長野)

鯖江
(福井)

関根学園
(新潟)

富山商業
(富山)

遊学館
(石川)

美方
(福井)

星稜
(石川)

高岡商業
(富山)

小松工業
(石川)

2014/11/23(日) 12:00

男子 第５１回北信越高等学校駅伝競走大会（男子の部）　成績表

順 No 学　校　名

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区

10.0 km 3.0 km 8.1075 km 8.0875 km 3.0 km 5.0 km 5.0 km

第6中継～FINISH

長沼 大智(3) 名取 燎太(1) 茂山 蓮太(3) 井上 錬(2) 丸山 和輝(2) 澤 弘平(3) 宮島 幸太郎(3)

START～第1中継 第1中継～第2中継 第2中継～第3中継 第3中継～第4中継 第4中継～第5中継 第5中継～第6中継

吉田 明星(3)

湯澤 舜(3) 手塚 将弥(3) 高梨 良介(3) 宮下 晴貴(2) 滝澤 代聖(2) 所河 北斗(2) 大月 海世(1)

揚原 佑(2) 宮川 雅伎(2) 堀井 貴裕(3) 松田 岳大(3) 中村 聡志(1) 夏目 順平(2)

大野 力(3)

畔上 和弥(3) 頭師 雅人(3) 松下 恭一郎(3) 笠原 駿(3) 上野 直(3) 望月 雄太(3) 滝川 尚輝(3)

山﨑 光(3) 石澤 崇紀(2) 松木 之衣(2) 木田 元春(1) 碓井 涼太(3) 石井 克弥(2)

山本 翔也(3)

山本 修二(3) 吉田 大海(2) 前谷内 恒介(3) 三浦 創太(1) 三浦 尚也(3) 田中 健祐(3) 山内 正規(3)

河上 雄哉(1) 日影 優哉(1) 浦野 雄平(2) 橋場 文也(3) 岡里 彰大(1) 寺澤 渉(2)

谷口 遼亮(2)

田村 岳士(2) 米澤 彰康(3) 弥久保 亮太(3) 坂野 和久(3) 小林 龍太(1) 武田 雄大(3) 富井 寿大(3)

大矢 滉樹(3) 松本 直樹(1) 国川 恭朗(2) 前田 健吾(3) 塩見 建也(2) 河合 翔太(2)

熊倉 優介(3) 安達 奨真(2) 田中 優人(2) 舩山 拓海(3) 大平 柊矢(2) 若澤 新也(3) 若林 遼(2)

竹田 翔(3) 佐野 雅樹(2) 長原 一暉(3) 高田 隼斗(3) 宮木 琢臣(2) 村本 健太郎(3)

桶元 龍太(2) 窪田 椋太(3)

吉野 駆流(3) 田中 大輝(2) 吉田 侑平(1) 西 晃宏(2) 一宮 和樹(2) 中川 善揮(1)

悟道 勇輔(1)

東海大学
付属第三
(長野)

長野日本
大学

(長野)

東京学館
新潟

(新潟)

村上桜ヶ丘
(新潟)

堀尾 淳也(1)

小原 悠理(1) 近藤 悠平(2) 清水 遼(2) 髙溝 亘貴(2) 岡田 修平(1) 清水 翔(2) 廣瀬 千隼(3)

小嶋 祥太(2) 武田 惠悟(1) 太田 充(2) 宮坂 哲平(1) 菊地 悠希(3) 丸一 雅暉(1)

越島 裕暉(2)

竹部 弘輝(2) 中田 圭祐(2) 中居 翼(1) 吉田 舜基(1) 柴 直人(3)

1/1


