
順位 チーム名 総合タイム

1 アスレッコ（阿見町） 35'20" (1) 7.33 (3) 6.40 (2) 6.55 (10) 7.19 (2) 6.53
(1) 14.13 (1) 21.08 (1) 28.27 (1) 35.20

2 日立陸上クラブ（日立市） 35'32" (6) 8.20 (5) 6.44 (1) 6.40 (1) 6.53 (3) 6.55
(5) 15.04 (3) 21.44 (2) 28.37 (2) 35.32

3 水戸市陸上（水戸市） 35'54" (2) 8.05 (1) 6.39 (3) 6.56 (5) 7.08 (6) 7.06
(2) 14.44 (2) 21.40 (3) 28.48 (3) 35.54

4 東石川ミニバス（ひたちなか市） 36'31" (8) 8.22 (4) 6.41 (9) 7.21 (3) 7.00 (7) 7.07
(4) 15.03 (5) 22.24 (4) 29.24 (4) 36.31

5 吉田ＳＳＳ（水戸市） 36'41" (4) 8.18 (1) 6.39 (6) 7.15 (8) 7.16 (9) 7.13
(3) 14.57 (4) 22.12 (5) 29.28 (5) 36.41

6 瓜連ＳＳＳ（那珂市） 36'42" (5) 8.20 (9) 7.17 (4) 7.12 (6) 7.09 (1) 6.44
(6) 15.37 (6) 22.49 (6) 29.58 (6) 36.42

7 ☆ｓｔａｒｓ☆（土浦市） 37'10" (7) 8.21 (13) 7.25 (9) 7.21 (2) 6.56 (7) 7.07
(8) 15.46 (8) 23.07 (7) 30.03 (7) 37.10

8 友部ソフト（笠間市） 38'05" (16) 8.57 (8) 7.11 (4) 7.12 (4) 7.06 (20) 7.39
(14) 16.08 (12) 23.20 (8) 30.26 (8) 38.05

9 勝田野球スポーツ少年団（ひたちなか市） 38'13" (14) 8.43 (6) 6.56 (8) 7.20 (16) 7.50 (11) 7.24
(7) 15.39 (7) 22.59 (9) 30.49 (9) 38.13

10 土浦二小ＳＳＳ（土浦市） 38'22" (3) 8.14 (15) 7.33 (14) 7.29 (12) 7.41 (13) 7.25
(9) 15.47 (10) 23.16 (10) 30.57 (10) 38.22

11 東成井ドリームス（石岡市） 38'29" (15) 8.44 (7) 7.07 (13) 7.28 (14) 7.46 (11) 7.24
(10) 15.51 (11) 23.19 (13) 31.05 (11) 38.29

12 久慈（日立市） 38'32" (13) 8.43 (11) 7.23 (7) 7.18 (11) 7.34 (17) 7.34
(13) 16.06 (14) 23.24 (11) 30.58 (12) 38.32

13 久米ＳＪＳＣ（常陸太田市） 39'34" (11) 8.37 (10) 7.21 (12) 7.25 (28) 8.41 (15) 7.30
(12) 15.58 (13) 23.23 (15) 32.04 (13) 39.34

14 茨城町ミニバス（茨城町） 39'40" (10) 8.32 (18) 7.41 (15) 7.30 (22) 8.00 (22) 7.57
(15) 16.13 (15) 23.43 (14) 31.43 (14) 39.40

15 渡里ＳＳＳ（水戸市） 39'40" (20) 9.04 (20) 7.46 (22) 8.04 (16) 7.50 (4) 6.56
(19) 16.50 (19) 24.54 (19) 32.44 (15) 39.40

16 下館イーグルス（筑西市） 39'42" (26) 9.48 (19) 7.44 (18) 7.56 (7) 7.11 (5) 7.03
(23) 17.32 (23) 25.28 (18) 32.39 (16) 39.42

17 長岡ＳＳ（茨城町） 40'35" (24) 9.33 (26) 8.04 (17) 7.44 (15) 7.49 (13) 7.25
(25) 17.37 (22) 25.21 (23) 33.10 (17) 40.35

18 結城小ＳＳＳ（結城市） 40'40" (12) 8.42 (20) 7.46 (21) 8.02 (16) 7.50 (24) 8.20
(17) 16.28 (17) 24.30 (16) 32.20 (18) 40.40

19 東海少年野球（東海村） 40'41" (21) 9.07 (24) 7.53 (23) 8.16 (12) 7.41 (21) 7.44
(20) 17.00 (21) 25.16 (20) 32.57 (19) 40.41

20 小川サッカー（小美玉市） 40'42" (18) 8.58 (14) 7.28 (24) 8.22 (26) 8.16 (19) 7.38
(16) 16.26 (18) 24.48 (21) 33.04 (20) 40.42

21 田彦ソフト（ひたちなか市） 40'44" (25) 9.36 (27) 8.36 (18) 7.56 (9) 7.18 (10) 7.18
(28) 18.12 (27) 26.08 (24) 33.26 (21) 40.44

22 外野ソフト（ひたちなか市） 40'45" (28) 9.55 (17) 7.40 (16) 7.31 (23) 8.03 (18) 7.36
(24) 17.35 (20) 25.06 (22) 33.09 (22) 40.45

23 関一スポ少（北茨城市） 40'54" (17) 8.57 (16) 7.34 (18) 7.56 (23) 8.03 (25) 8.24
(18) 16.31 (16) 24.27 (17) 32.30 (23) 40.54

24 外野ミニバス（ひたちなか市） 41'51" (22) 9.21 (24) 7.53 (27) 8.31 (20) 7.52 (23) 8.14
(21) 17.14 (24) 25.45 (25) 33.37 (24) 41.51

25 菅谷ソフト（那珂市） 42'43" (19) 9.01 (28) 8.38 (25) 8.28 (29) 9.05 (16) 7.31
(26) 17.39 (26) 26.07 (28) 35.12 (25) 42.43

26 佐野ミニバス（ひたちなか市） 42'46" (29) 9.56 (22) 7.51 (28) 8.35 (21) 7.53 (26) 8.31
(27) 17.47 (28) 26.22 (27) 34.15 (26) 42.46

27 園部（石岡市） 42'58" (23) 9.30 (23) 7.52 (26) 8.30 (25) 8.09 (28) 8.57
(22) 17.22 (25) 25.52 (26) 34.01 (27) 42.58

28 高浜野球スポ少（高萩市） 46'13" (27) 9.55 (29) 8.42 (29) 10.11 (27) 8.36 (27) 8.49
(29) 18.37 (29) 28.48 (29) 37.24 (28) 46.13

OP 緑岡サッカー（水戸市） 38'51" (9) 8.28 (12) 7.24 (9) 7.21 (16) 7.50 7.48
(11) 15.52 (9) 23.13 (12) 31.03 38.51

上段:区間成績 下段:累計成績

嶋田 将大 室田 遥大 鈴木 晴馬 栗原玄太郎 浅子 秀優(OP)

大槻 翼 阿久津龍滉 土師 夕佳 真家 匠 高草木 燕

牧野 朝 堀江 一慧 廣瀬 颯和 立子山煌汰 田辺 怜央

菅谷 琉晟 恒石 陽彦 山口晃太朗 平野龍乃介 小川 涼太

萩谷 康平 吉田 渓唯 遅塚 柊太 梅原 咲弥 内田 海斗

井上 吏久 森 涼太 鳥居塚凌玖 小川 稜希 前田 悠輔

齋藤 皓颯 小堺 蒼斗 安部 健太 位高 陽 吉田 健流

川﨑 翔太 濱野 祐輔 山崎 菜琴 小堀 巧磨 平野 勁太

前中 健佑 柏倉 礼夏 豊田 涼太 金子 太一 北原 琉生

佐藤 飛来 川又 聖也 岩間 大翔 千葉 悠太 鵜澤 新汰

矢口 寛音 宮内 玲旺 菅具 拓真 宮内ひより 杉田 大空

宇津木 慶 刈屋 洸樹 會澤 昌也 鶴田 涼風 田中 裕斗

宮内 太基 赤荻 涼介 神山 光輝 染野 叶我 手塚 怜久

鈴木 来希 高安 好伸 渡邉 黎 吉田 翼 小林 大佑

中澤 皓貴 若菜 月夢 山中 駿 滝田 勝拓 國府田琉音

鈴木 奏人 吉成 桃生 塙 太我 仲田みのり 江口 速人

宇野 赳広 吉田 海冬 細谷 大翔 谷澤 篤 鈴木 健悟

千葉 拓海 深作 明寿 伊藤 唯人 佐藤 佑哉 飯田 陽介

島抜 康介 佐藤健太郎 木村 佳暉 阿部 陽太 宮本俊太郎

黒澤 好喜 秋山孝太朗 冨田 理玖 小室 和樹 岡田 悟武

櫻井 翔 久保田竜弥 岡野 真大 古渡 ノア 宮田 真吾

小久保太市 笠倉 順正 飯田 昴琉 高延 敦央 富岡 涼太

野口 喜生 森 健太朗 森 康太朗 河野 優大 大貫 良真

野中 隆史 菊池 優作 薗部 碧伊 高野 晴生 藤枝 真大

和田 龍星 宇田川将輝 阿部 尚二 和地 涼 寺門 拓真

井関 達也 田所 洋翔 岩田将太郎 吉田 蒼 本宮 慶尚

八木 俊亮 土井 雅也 渡部 晴雅 坂本 大輝 野口 颯史

永田 覇人 谷畑 璃空 糸賀 凜 小林 巧 下村 拓己

川又 一生 滝川 響兜 石川 礼恩 市村 幸輝 金澤 逞

平成２８年度第３３回茨城県スポーツ少年団駅伝競走大会＜男子＞記録表 開催日: 2016/12/3
1 区 2 区 3 区 4 区 5 区
2km 1.6km 1.6km 1.6km 1.6km


