
第18回 御前崎市駅伝大会 【記録一覧】　一般男子･高校生男子の部 令和5年1月22日(日)

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:11:53 (2) 0:18:56 (2) 0:32:08 (2) 0:39:58 (2) 0:51:54 (1)

男子 (1) 11:53 (2) 7:03 (2) 13:12 (6) 7:50 (3) 11:56 (3)

0:11:59 (3) 0:18:30 (1) 0:30:58 (1) 0:37:48 (1) 0:52:04 (2)

男子 (2) 11:59 (3) 6:31 (1) 12:28 (1) 6:50 (1) 14:16 (8)

0:12:08 (5) 0:19:51 (3) 0:32:38 (3) 0:40:26 (3) 0:52:14 (3)

男子 (3) 12:08 (5) 7:43 (3) 12:47 (2) 7:48 (2) 11:48 (2)

0:12:59 (9) 0:20:53 (8) 0:33:45 (6) 0:41:48 (5) 0:53:27 (4)

男子 (4) 12:59 (9) 7:54 (8) 12:52 (3) 8:03 (6) 11:39 (1)

0:12:15 (6) 0:19:58 (4) 0:33:00 (4) 0:40:55 (4) 0:53:49 (5)

男子 (5) 12:15 (6) 7:43 (3) 13:02 (4) 7:55 (4) 12:54 (5)

0:12:42 (7) 0:20:28 (6) 0:33:37 (5) 0:41:52 (6) 0:55:05 (6)

男子 (6) 12:42 (7) 7:46 (6) 13:09 (5) 8:15 (7) 13:13 (6)

0:13:31 (11) 0:21:21 (10) 0:34:38 (7) 0:42:38 (7) 0:56:00 (7)

男子 (7) 13:31 (11) 7:50 (7) 13:17 (7) 8:00 (5) 13:22 (7)

0:13:31 (12) 0:21:14 (9) 0:35:07 (8) 0:43:51 (8) 0:58:46 (8)

男子 (8) 13:31 (12) 7:43 (3) 13:53 (9) 8:44 (9) 14:55 (12)

0:12:01 (4) 0:20:43 (7) 0:36:11 (10) 0:45:02 (10) 0:59:34 (9)

男子 (9) 12:01 (4) 8:42 (9) 15:28 (15) 8:51 (11) 14:32 (10)

0:11:36 (1) 0:20:24 (5) 0:35:31 (9) 0:43:57 (9) 0:59:35 (10)

男子 (10) 11:36 (1) 8:48 (10) 15:07 (14) 8:26 (8) 15:38 (16)

0:14:10 (13) 0:23:46 (13) 0:40:32 (16) 0:49:17 (14) 1:01:48 (11)

男子 (11) 14:10 (13) 9:36 (17) 16:46 (23) 8:45 (10) 12:31 (4)

0:13:14 (10) 0:22:19 (11) 0:36:35 (11) 0:48:30 (12) 1:02:50 (12)

男子 (12) 13:14 (10) 9:05 (12) 14:16 (11) 11:55 (36) 14:20 (9)

0:12:52 (8) 0:22:26 (12) 0:36:57 (12) 0:46:15 (11) 1:02:59 (13)

男子 (13) 12:52 (8) 9:34 (16) 14:31 (13) 9:18 (13) 16:44 (24)

0:14:38 (16) 0:24:44 (16) 0:39:05 (13) 0:48:31 (13) 1:03:51 (14)

男子 (14) 14:38 (16) 10:06 (22) 14:21 (12) 9:26 (14) 15:20 (15)

0:14:26 (15) 0:23:52 (14) 0:40:04 (15) 0:49:57 (15) 1:05:53 (15)

男子 (15) 14:26 (15) 9:26 (14) 16:12 (18) 9:53 (18) 15:56 (19)

0:14:59 (17) 0:24:43 (15) 0:40:36 (17) 0:51:30 (16) 1:07:25 (16)

男子 (16) 14:59 (17) 9:44 (19) 15:53 (17) 10:54 (28) 15:55 (18)

0:16:32 (28) 0:26:58 (23) 0:41:04 (18) 0:51:57 (17) 1:08:25 (17)

男子 (17) 16:32 (28) 10:26 (26) 14:06 (10) 10:53 (27) 16:28 (21)

0:16:08 (23) 0:26:23 (22) 0:44:45 (25) 0:53:43 (22) 1:08:47 (18)

男子 (18) 16:08 (23) 10:15 (25) 18:22 (32) 8:58 (12) 15:04 (14)

0:15:51 (21) 0:25:57 (18) 0:39:43 (14) 0:52:48 (19) 1:09:45 (19)

男子 (19) 15:51 (21) 10:06 (22) 13:46 (8) 13:05 (42) 16:57 (26)

0:16:24 (25) 0:25:15 (17) 0:42:23 (19) 0:52:56 (20) 1:09:48 (20)

男子 (20) 16:24 (25) 8:51 (11) 17:08 (27) 10:33 (22) 16:52 (25)

0:15:25 (19) 0:26:23 (21) 0:43:04 (20) 0:52:45 (18) 1:09:53 (21)

男子 (21) 15:25 (19) 10:58 (31) 16:41 (22) 9:41 (15) 17:08 (27)

0:16:39 (30) 0:27:40 (25) 0:43:53 (23) 0:53:38 (21) 1:10:12 (22)

男子 (22) 16:39 (30) 11:01 (32) 16:13 (19) 9:45 (16) 16:34 (22)

岩科 康樹 増田 快生 村松 咲太郎

2 119
浜岡LDC

0:52:04

植田 悠生 植田 航生 西原 渉

1 108 0:51:54
掛川西高校陸上部A

武田 悠佑 河合 春摩

西原 哲也 内田 尚孝

3 115
アプロス菊川

0:52:14

松村 政宗 井指 陽介 内海 理稀 加藤 舜大 服部 蓮斗

4 126
セントラルパーク

0:53:27

松下 海晴 鈴木 愛理 大橋 史佳 槁本 知典 松下 晃大

榑林 渓 植屋 立作 鈴木 旺亮

6 134
アプロス菊川C

0:55:05

宮城 昂祈 北原 弘明 角皆 智史

5 109
掛川西高校陸上部B

0:53:49

木下 拳志 鈴木 優斗

岡田 翔稀 天野 篤史

7 128
でんでん虫５０号

0:56:00

岡村 正憲 牧野 誠三 高橋 俊明 名古 公一 伊藤 ななと

8 120
榛高りけい男子

0:58:46

植田 貴翔 石川 友和 関 隼人 長谷川 哉斗 石川 幹太

土屋 善敬 西盛 雄貴 石井 稜

10 124
オペレーターズ

0:59:35

土田 侑秀 山内 崇弘 池田 和

9 135
ふじ駅伝部

0:59:34

三森 穣 関根 聖人

伊藤 義仁 伊藤 幹也

11 130
ENG部(OverAge)

1:01:48

鈴木 智久 白井 一志 木村 浩樹 高橋 洋文 長縄 知晃

12 144
池新田走ろう会

1:02:50

清水 基之 牧野 力也 田中 敏行 小川 修弘 宮本 寿崇

杉村 純也 戸塚 翔瑛 永田 柊平

14 129
高松駅走会

1:03:51

永田 賀一 酒井 竜一 長島 久人

13 136
池新田高校陸上部

1:02:59

清水 樂 佐藤 裕介

松本 洋行 山澤 忠智

15 104
(株)中部プラントサービスB

1:05:53

中村 剛久 上山 広晃 久冨 敬太 竹本 慶一 川井 貴弘

16 114
TRC

1:07:25

通畠 尚人 小野 直輝 大鐘 能伸 山本 勢悟 井上 ムサシ

水口 幸雄 大山 正孝 岡田 誠

18 145
中部電力メンテナーズ

1:08:47

新井 俊也 長谷川 李玖 平松 寿隆

17 146
総括ＱＡオーバー４０

1:08:25

冨田 隆行 山崎 教生

山下 友紀 田中 拓実

19 139
運営気張ん部

1:09:45

矢木 公大 望月 和博 古谷 佳貴 田谷 捺樹 楠田 匠馬

20 101
中電浜岡地域事務所Ａ

1:09:48

齋藤 将 加藤 雅之 鴨川 孝一郎 鎌田 康太郎 北村 忠

遠藤 慎弥 村松 詩音 大石 健

22 106
中電浜岡土木建築部A

1:10:12

西川 武志 宮田 寛大 米澤 慎

21 125
3way

1:09:53

守田 秦 亀川 夏輝

桑原 朋樹 望月 俊彦

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.5km） 2区（2.2km） 3区（3.5km） 4区（2.2km） 5区（3.5km）



第18回 御前崎市駅伝大会 【記録一覧】　一般男子･高校生男子の部 令和5年1月22日(日)

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.5km） 2区（2.2km） 3区（3.5km） 4区（2.2km） 5区（3.5km）

0:18:39 (39) 0:28:03 (29) 0:45:00 (27) 0:55:47 (26) 1:10:28 (23)

男子 (23) 18:39 (39) 9:24 (13) 16:57 (25) 10:47 (25) 14:41 (11)

0:16:28 (27) 0:26:05 (19) 0:43:35 (22) 0:54:22 (24) 1:10:28 (24)

男子 (24) 16:28 (27) 9:37 (18) 17:30 (29) 10:47 (25) 16:06 (20)

0:16:03 (22) 0:27:51 (28) 0:43:26 (21) 0:54:11 (23) 1:13:17 (25)

男子 (25) 16:03 (22) 11:48 (37) 15:35 (16) 10:45 (24) 19:06 (39)

0:18:05 (35) 0:29:15 (36) 0:46:08 (30) 0:56:08 (27) 1:13:36 (26)

男子 (26) 18:05 (35) 11:10 (34) 16:53 (24) 10:00 (20) 17:28 (30)

0:18:06 (37) 0:29:55 (38) 0:47:01 (33) 0:58:37 (35) 1:13:40 (27)

男子 (27) 18:06 (37) 11:49 (38) 17:06 (26) 11:36 (33) 15:03 (13)

0:16:19 (24) 0:27:08 (24) 0:44:59 (26) 0:57:10 (30) 1:14:39 (28)

男子 (28) 16:19 (24) 10:49 (29) 17:51 (30) 12:11 (38) 17:29 (31)

0:16:25 (26) 0:26:18 (20) 0:45:55 (28) 0:57:25 (32) 1:15:18 (29)

男子 (29) 16:25 (26) 9:53 (21) 19:37 (40) 11:30 (32) 17:53 (33)

0:19:14 (40) 0:30:19 (40) 0:49:00 (40) 0:59:56 (38) 1:15:37 (30)

男子 (30) 19:14 (40) 11:05 (33) 18:41 (34) 10:56 (29) 15:41 (17)

0:18:18 (38) 0:27:48 (27) 0:47:21 (34) 0:57:09 (29) 1:15:42 (31)

男子 (31) 18:18 (38) 9:30 (15) 19:33 (39) 9:48 (17) 18:33 (37)

0:18:06 (36) 0:30:24 (41) 0:46:37 (32) 0:56:33 (28) 1:16:11 (32)

男子 (32) 18:06 (36) 12:18 (39) 16:13 (19) 9:56 (19) 19:38 (40)

0:17:10 (32) 0:28:34 (34) 0:46:00 (29) 0:57:57 (33) 1:16:24 (33)

男子 (33) 17:10 (32) 11:24 (36) 17:26 (28) 11:57 (37) 18:27 (36)

0:15:08 (18) 0:28:27 (32) 0:47:28 (35) 0:58:29 (34) 1:16:25 (34)

男子 (34) 15:08 (18) 13:19 (41) 19:01 (36) 11:01 (30) 17:56 (34)

0:17:50 (34) 0:28:36 (35) 0:47:36 (36) 0:59:21 (36) 1:16:33 (35)

男子 (35) 17:50 (34) 10:46 (28) 19:00 (35) 11:45 (34) 17:12 (28)

0:14:18 (14) 0:27:40 (26) 0:44:07 (24) 0:54:51 (25) 1:16:50 (36)

男子 (36) 14:18 (14) 13:22 (42) 16:27 (21) 10:44 (23) 21:59 (43)

0:17:00 (31) 0:28:15 (30) 0:47:45 (37) 1:00:07 (39) 1:17:20 (37)

男子 (37) 17:00 (31) 11:15 (35) 19:30 (38) 12:22 (40) 17:13 (29)

0:20:02 (42) 0:30:08 (39) 0:49:33 (41) 0:59:51 (37) 1:18:28 (38)

男子 (38) 20:02 (42) 10:06 (22) 19:25 (37) 10:18 (21) 18:37 (38)

0:17:34 (33) 0:28:30 (33) 0:48:10 (39) 1:01:59 (41) 1:18:33 (39)

男子 (39) 17:34 (33) 10:56 (30) 19:40 (41) 13:49 (43) 16:34 (22)

0:15:44 (20) 0:28:25 (31) 0:46:17 (31) 0:57:24 (31) 1:18:50 (40)

男子 (40) 15:44 (20) 12:41 (40) 17:52 (31) 11:07 (31) 21:26 (42)

0:19:40 (41) 0:29:30 (37) 0:47:59 (38) 1:00:15 (40) 1:20:05 (41)

男子 (41) 19:40 (41) 9:50 (20) 18:29 (33) 12:16 (39) 19:50 (41)

0:16:37 (29) 0:32:07 (43) 0:52:49 (42) 1:05:48 (42) 1:23:34 (42)

男子 (42) 16:37 (29) 15:30 (43) 20:42 (42) 12:59 (41) 17:46 (32)

0:20:34 (43) 0:31:17 (42) 0:55:12 (43) 1:07:01 (43) 1:25:06 (43)

男子 (43) 20:34 (43) 10:43 (27) 23:55 (43) 11:49 (35) 18:05 (35)

23 131
ENG部(U-31)

1:10:28

並河 峻佑 永島 雅史 遠藤 岳人 大津 颯人 小杉 純矢

24 117
桜ケ池走遊会

1:10:28

松下 拓己 水野 秀俊 藤本 良樹 名波 寛 水野 偉琉

古城 宏規 松田 光風 大村 幸一郎

26 121
御前崎市役所A

1:13:36

太田 貴喜 赤堀 広河 上野 竜德

25 137
全力少年

1:13:17

吉澤 健樹 黒川 義文

杉本 和輝 髙塚 翔

27 147
超特急総括ＱＡキロ４分

1:13:40

伊藤 允人 南川 健彦 西田 智 横山 尋一 鈴木 健

28 112
あんざい２

1:14:39

横山 優 鈴木 信 高井 勇人 徳田 祐子 小田 尚人

増田 義樹 宮崎 翔大 野村 滉一

30 138
思いやるダイシーズ

1:15:37

村松 大嗣 小川 瑞樹 舩津 聖土

29 123
ちゅうぶはまおか21

1:15:18

磯部 僚太 渡邉 貴信

滝口 諒介 栗田 昌幸

31 105
(株)中部プラントサービスC

1:15:42

深尾 弦貴 福浦 剛流 村松 慶飛 大矢 武琉 矢田 樹稀也

32 132
中電浜岡野球部

1:16:11

根岸 琢弥 吉野 弘倫 村田 理 高塚 裕心 足助 洋明

川口 卓也 櫻井 貴士 安西 アルトウ

34 107
White Dragon A

1:16:25

小幡 晃 栗林 剛 小幡 祐介

33 111
あんざい１

1:16:24

大澤 和人 杉山 裕哉

山田 和紀 松井 直巳

35 140
37年生まれ

1:16:33

澤入 繁巳 小野田 博好 澤入 義仁 富田 好則 澤入 敬

36 110
チーム１１０番

1:16:50

東原 直規 菊地 尚樹 徳野 洋平 藤下 敏造 芳川 慶二郎

荒巻 景子 松本 新史 末松 克己

38 113
村田道場

1:18:28

鈴木 毅 笠井 寛弘 野川 洋

37 116
チームデコミ

1:17:20

尾朝 涼太 上嶋 亨紀

増田 浩之 赤堀 琢磨

39 118
中電浜岡総務部

1:18:33

杉山 侑 北井 陽貴 城台 琢己 加藤 浩 松浦 大将

40 102
中電浜岡地域事務所Ｂ

1:18:50

中嶋 一生 三輪 浩之 澤田 裕介 福村 英昭 五條 佑也

田中 智章 大石 聖也 河原崎 挙士

42 122
御前崎市役所B

1:23:34

清水 皓太 小澤 麗美 松井 美憲

41 133
トッパンフォームズ東海

1:20:05

長尾 竜也 山本 秀明

齋藤 あい 安保 諒一

43 127
中電ＨＴＣ

1:25:06

三澤 尊久 小松 健二 西井 由治 伊藤 哲博 山内 洋



第18回 御前崎市駅伝大会 【記録一覧】　市内中学生男子の部 令和5年1月22日(日)

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:13:16 (2) 0:21:41 (2) 0:35:53 (2) 0:44:37 (2) 0:59:21 (1)

男子 (1) 13:16 (2) 8:25 (3) 14:12 (2) 8:44 (3) 14:44 (4)

0:15:14 (7) 0:23:28 (5) 0:38:43 (4) 0:49:06 (5) 1:03:17 (2)

男子 (2) 15:14 (7) 8:14 (2) 15:15 (5) 10:23 (19) 14:11 (2)

0:14:29 (3) 0:23:16 (3) 0:38:34 (3) 0:48:29 (4) 1:03:22 (3)

男子 (3) 14:29 (3) 8:47 (6) 15:18 (6) 9:55 (15) 14:53 (5)

0:14:56 (5) 0:23:39 (6) 0:38:52 (5) 0:47:38 (3) 1:03:29 (4)

男子 (4) 14:56 (5) 8:43 (5) 15:13 (4) 8:46 (4) 15:51 (8)

0:14:35 (4) 0:23:23 (4) 0:39:27 (7) 0:49:06 (6) 1:03:33 (5)

男子 (5) 14:35 (4) 8:48 (7) 16:04 (9) 9:39 (14) 14:27 (3)

0:15:19 (8) 0:24:32 (8) 0:41:06 (9) 0:50:37 (11) 1:04:42 (6)

男子 (6) 15:19 (8) 9:13 (11) 16:34 (13) 9:31 (13) 14:05 (1)

0:15:37 (12) 0:24:17 (7) 0:39:23 (6) 0:50:07 (7) 1:05:12 (7)

男子 (7) 15:37 (12) 8:40 (4) 15:06 (3) 10:44 (21) 15:05 (6)

0:16:00 (15) 0:25:03 (12) 0:42:14 (14) 0:50:42 (12) 1:06:56 (8)

男子 (8) 16:00 (15) 9:03 (9) 17:11 (19) 8:28 (2) 16:14 (11)

0:15:35 (11) 0:24:38 (9) 0:41:04 (8) 0:50:25 (9) 1:07:02 (9)

男子 (9) 15:35 (11) 9:03 (9) 16:26 (12) 9:21 (10) 16:37 (13)

0:15:53 (14) 0:25:27 (14) 0:41:16 (10) 0:50:26 (10) 1:07:09 (10)

男子 (10) 15:53 (14) 9:34 (13) 15:49 (7) 9:10 (9) 16:43 (14)

0:15:52 (13) 0:24:44 (10) 0:41:20 (11) 0:50:10 (8) 1:07:37 (11)

男子 (11) 15:52 (13) 8:52 (8) 16:36 (15) 8:50 (5) 17:27 (16)

0:15:30 (9) 0:24:56 (11) 0:41:32 (12) 0:50:54 (14) 1:08:53 (12)

男子 (12) 15:30 (9) 9:26 (12) 16:36 (15) 9:22 (11) 17:59 (18)

0:15:13 (6) 0:25:13 (13) 0:41:47 (13) 0:50:43 (13) 1:08:59 (13)

男子 (13) 15:13 (6) 10:00 (17) 16:34 (13) 8:56 (6) 18:16 (20)

0:16:59 (20) 0:27:47 (19) 0:44:05 (17) 0:53:14 (16) 1:09:10 (14)

男子 (14) 16:59 (20) 10:48 (20) 16:18 (11) 9:09 (8) 15:56 (9)

0:16:29 (17) 0:26:16 (16) 0:43:28 (16) 0:53:46 (18) 1:09:29 (15)

男子 (15) 16:29 (17) 9:47 (14) 17:12 (20) 10:18 (18) 15:43 (7)

0:15:34 (10) 0:25:40 (15) 0:42:29 (15) 0:52:28 (15) 1:10:11 (16)

男子 (16) 15:34 (10) 10:06 (18) 16:49 (18) 9:59 (16) 17:43 (17)

0:16:42 (19) 0:27:37 (18) 0:44:21 (18) 0:53:45 (17) 1:10:12 (17)

男子 (17) 16:42 (19) 10:55 (21) 16:44 (17) 9:24 (12) 16:27 (12)

0:19:32 (23) 0:29:30 (22) 0:45:31 (21) 0:54:31 (19) 1:10:29 (18)

男子 (18) 19:32 (23) 9:58 (15) 16:01 (8) 9:00 (7) 15:58 (10)

0:16:38 (18) 0:26:36 (17) 0:44:35 (20) 0:54:58 (20) 1:13:01 (19)

男子 (19) 16:38 (18) 9:58 (15) 17:59 (22) 10:23 (19) 18:03 (19)

0:16:05 (16) 0:28:12 (20) 0:44:23 (19) 0:57:59 (22) 1:15:05 (20)

男子 (20) 16:05 (16) 12:07 (22) 16:11 (10) 13:36 (23) 17:06 (15)

0:18:06 (22) 0:28:16 (21) 0:46:04 (22) 0:56:12 (21) 1:16:16 (21)

男子 (21) 18:06 (22) 10:10 (19) 17:48 (21) 10:08 (17) 20:04 (21)

0:18:01 (21) 0:30:36 (23) 0:50:39 (23) 1:02:07 (23) 1:23:03 (22)

男子 (22) 18:01 (21) 12:35 (23) 20:03 (23) 11:28 (22) 20:56 (22)

小塚 祐生 寺田 瑛凪 清水 亮佑

2 212
浜岡中サカ部

1:03:17

石川 知詩 松下 拓海 揚張 悠

1 214 0:59:21
御前崎中野球部A

大石 丈瑠 櫻井 陽斗

福代 稀琉 鈴木 魁

3 219
御前崎中男子バスケ部A

1:03:22

栗林 大士 吉田 陽風 楠田 悠力 増田 そら 清水 康喜

4 201
浜岡中野球部A

1:03:29

岡村 俊紀 達城 晴 深間 蓮 山口 育久 村田 陽日

長尾 光央登 後藤 太一 篠崎 壱清

6 204
浜岡中陸上競技男子A

1:04:42

榑林 大維 松原 悠真 河原﨑 大翔

5 208
浜岡中サッカー部A

1:03:33

清水 夢優 赤堀 海侍

岡村 琉聖 増田 啓人

7 213
浜岡中男子バレー部

1:05:12

村田 日向 上村 悠陽 鈴木 朔太 鈴木 莉大 吉野 龍空

8 220
御前崎中男子バスケ部B

1:06:56

増田 輝星 下村 悠喜 原口 天舞 吉村 颯馬 増田 蓮

清水 貫太郎 松下 広太郎 鈴木 颯天

10 215
御前崎中野球部B

1:07:09

大池 連太朗 西原 貫太 中山 友我

9 205
浜岡中陸上競技男子B

1:07:02

小山田 蒼空 白旗 由來

中花 星翔 池谷 天佑

11 211
浜岡中サッカー部D

1:07:37

池田 暖人 山田 柊斗 中嶋 悠月 増田 瑛人 小田 英太

12 216
御前崎中野球部C

1:08:53

赤澤 元 薮田 青空 大窪 幸粋 増田 徠斗 原口 優貴

澤井 大琥 増田 周太 松本 和也

14 221
御前崎中男子バスケ部C

1:09:10

大澤 純之佑 石澤 煌晴 澤入 颯汰

13 222
御前崎中男子卓球部A

1:08:59

野口 生喜 若狭 遙希

原 幹琉 石澤 優晴

15 210
浜岡中サッカー部C

1:09:29

松下 史穏 朝比奈 翔 岡村 涼佑 山本 周斗 曽根 新太

16 203
浜岡中野球部C

1:10:11

櫻井 鉄大 野田 舜大 河原﨑 敦也 大谷 康太 圓山 爽翔

楠田 大翔 栗林 輝 加藤 蓮太

18 209
浜岡中サッカー部B

1:10:29

清水 琉暉 河原﨑 大翔 森下 開翔

17 218
御前崎中サッカー部

1:10:12

櫻井 詩苑 大野 響己

揚張 皓太 大須賀 琥冴

19 217
御前崎中野球部D

1:13:01

齋藤 航明 齋藤 凛皇 松尾 歩積 原口 湊朝 原崎 隆

20 206
浜岡中陸上競技男子C

1:15:05

二俣 政琉 中嶋 泰雅 福田 亘 名波 蒼真 古谷 悠翔

髙塚 晴翔 永井 心 加藤 匠真

22 224
御前崎中男子卓球部C

1:23:03

沖館 諒哉 平山 憂人 笹野井 祐

21 223
御前崎中男子卓球部B

1:16:16

鈴木 柊彩 澤入 寿樹

大澤 律輝 松井 曖斗

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.5km） 2区（2.2km） 3区（3.5km） 4区（2.2km） 5区（3.5km）



第18回 御前崎市駅伝大会 【記録一覧】　市内中学生男子の部 令和5年1月22日(日)

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.5km） 2区（2.2km） 3区（3.5km） 4区（2.2km） 5区（3.5km）

0:12:13 (1) 0:20:01 (1) 0:32:56 (1) 0:40:46 (1)

男子 12:13 (1) 7:48 (1) 12:55 (1) 7:50 (1)

DNF 207
浜岡中陸上競技男子Z

鈴木 陽向 勝田 絢斗 長島 駆流 岡村 侑弥



第18回 御前崎市駅伝大会 【記録一覧】　一般女子･高校生女子の部 令和5年1月22日(日)

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:14:39 (1) 0:24:35 (1) 0:38:32 (1) 0:47:09 (1) 1:03:25 (1)

女子 (1) 14:39 (1) 9:56 (1) 13:57 (1) 8:37 (1) 16:16 (3)

0:15:17 (2) 0:25:27 (2) 0:41:31 (2) 0:52:04 (2) 1:08:10 (2)

女子 (2) 15:17 (2) 10:10 (2) 16:04 (3) 10:33 (3) 16:06 (2)

0:15:47 (3) 0:28:20 (3) 0:43:44 (3) 0:53:35 (3) 1:09:03 (3)

女子 (3) 15:47 (3) 12:33 (4) 15:24 (2) 9:51 (2) 15:28 (1)

0:20:59 (4) 0:31:45 (4) 0:52:01 (4) 1:04:45 (4) 1:22:19 (4)

女子 (4) 20:59 (4) 10:46 (3) 20:16 (4) 12:44 (4) 17:34 (4)

揚張 結 清水 唯

1 301 1:03:25
プリキュアRレジェンド

丸尾 ミカ 大石 ますみ

2 304
池新田高掛川西高陸上部

1:08:10

越塚 彩稀

山岡 恵美 村松 みゆき

川島 悦代 鈴木 依子 竹田 静子

3 303
プリキュアPピンク

1:09:03

桜井 ゆかり

4 302
プリキュアHほのぼの

1:22:19

白旗 宏美

2区（2.2km） 3区（3.5km） 4区（2.2km） 5区（3.5km）

藤田 智子

長島 安弓 村松 早苗 石川 貴美 藤原 祐子

櫻井 結菜 名波 星奈

阿部 利江

順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.5km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名



第18回 御前崎市駅伝大会 【記録一覧】　市内中学生女子の部 令和5年1月22日(日)

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:08:26 (1) 0:17:47 (1) 0:27:08 (1) 0:36:44 (1) 0:45:43 (1)

女子 (1) 8:26 (1) 9:21 (1) 9:21 (1) 9:36 (1) 8:59 (1)

0:09:15 (2) 0:19:12 (2) 0:29:55 (3) 0:39:57 (2) 0:49:54 (2)

女子 (2) 9:15 (2) 9:57 (4) 10:43 (5) 10:02 (3) 9:57 (2)

0:09:34 (3) 0:19:16 (3) 0:29:55 (2) 0:40:21 (3) 0:51:42 (3)

女子 (3) 9:34 (3) 9:42 (2) 10:39 (3) 10:26 (7) 11:21 (7)

0:10:04 (5) 0:20:28 (4) 0:31:28 (5) 0:41:25 (5) 0:52:23 (4)

女子 (4) 10:04 (5) 10:24 (6) 11:00 (7) 9:57 (2) 10:58 (5)

0:11:07 (7) 0:21:05 (5) 0:32:00 (6) 0:42:52 (6) 0:53:38 (5)

女子 (5) 11:07 (7) 9:58 (5) 10:55 (6) 10:52 (8) 10:46 (4)

0:09:43 (4) 0:21:13 (6) 0:30:58 (4) 0:41:23 (4) 0:53:46 (6)

女子 (6) 9:43 (4) 11:30 (9) 9:45 (2) 10:25 (6) 12:23 (11)

0:10:44 (6) 0:21:56 (8) 0:32:38 (7) 0:42:54 (7) 0:54:13 (7)

女子 (7) 10:44 (6) 11:12 (8) 10:42 (4) 10:16 (5) 11:19 (6)

0:11:50 (9) 0:21:35 (7) 0:34:29 (8) 0:44:37 (8) 0:54:50 (8)

女子 (8) 11:50 (9) 9:45 (3) 12:54 (8) 10:08 (4) 10:13 (3)

0:12:14 (10) 0:23:53 (9) 0:38:28 (9) 0:50:35 (9) 1:02:10 (9)

女子 (9) 12:14 (10) 11:39 (10) 14:35 (11) 12:07 (10) 11:35 (9)

0:15:32 (11) 0:26:27 (11) 0:39:34 (11) 0:51:26 (10) 1:02:56 (10)

女子 (10) 15:32 (11) 10:55 (7) 13:07 (9) 11:52 (9) 11:30 (8)

0:11:40 (8) 0:24:38 (10) 0:39:02 (10) 0:52:16 (11) 1:04:18 (11)

女子 (11) 11:40 (8) 12:58 (11) 14:24 (10) 13:14 (11) 12:02 (10)

大塚 鈴 漢人 なつき 内田 あおい

2 403
浜岡中女子バレー部A

0:49:54

大石 真夢 大松 真緒 徳本 ほたる

1 407 0:45:43
浜岡中陸上競技女子Z

漢人 ひかり 坂本 未怜唯

河原﨑 桃実 赤堀 萌和

3 410
御前崎中女子バレー部

0:51:42

髙塚 奏 松井 美都 古川 和香奈 香川 葵衣子 添田 結衣

4 401
浜岡中女子バスケ部Ａ

0:52:23

藤原 明菜 小川 琉愛 栁沢 柚月 渡邊 由奈 神戸 彩花

揚張 莉子 松本 優奈 植田 心愛

6 408
浜岡中ソフトボール部

0:53:46

山田 心晴 岩倉 妃七 奥柿 未来

5 405
浜岡中陸上競技女子A

0:53:38

堀江 妃芽 河原崎 友奈

村松 歩果 永田 真子

7 402
浜岡中女子バスケ部B

0:54:13

杉浦 妃華 牧野 世奈 榑林 千紗 宇都宮 瑚々 杉山 さくら

8 406
浜岡中陸上競技女子B

0:54:50

村松 夏菜美 髙野 莉央 藤原 翠 沖 純璃 揚張 実侑

松井 奈美 川口 珠菜 松林 恭加

10 412
御前崎中女子卓球部

1:02:56

曽根 愛美 糸川 水葵 松下 琳里花

9 409
御前崎中ソフトボール部

1:02:10

橋本 奈菜美 中山 桔歩

益田 倖羽

髙塚 玲那 増田 莉子

11 411
御前崎中女子テニス部

1:04:18

樋口 心菜 松浦 芽里 橋口 瑠華 川村 七香

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区（2.2km） 2区（2.2km） 3区（2.2km） 4区（2.2km） 5区（2.2km）


