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2022年11月6日　大桑村総合グランド周回コース

OP：オープン参加 新＝新記録
上段：通算記録（順位）
  下段：区間記録（順位）

・小学生男子の部 大会記録： 木曽町Jr陸上男子A　33分11秒　第23回(平成30年)
記録
8km

下戸 陸叶(5) 上平 絢大(6) 井上 崇志(6) 小林 春翔(6)
08分24秒 (1) 17分04秒 (1) 25分39秒 (1) 33分28秒 (1)
08分24秒 (1) 08分40秒 (1) 08分35秒 (2) 07分49秒 (1)

北川 義晋(5) 瀬脇 青馬(6) 森下 創太(6) 德原 孝紀(6)
08分24秒 (2) 17分18秒 (2) 25分46秒 (2) 34分14秒 (2)
08分24秒 (2) 08分54秒 (2) 08分28秒 (1) 08分28秒 (2)

岡村 昊(5) 大野 伯(5) 塚本 啓斗(4) 田中 雄大(5)
08分50秒 (3) 18分13秒 (3) 28分33秒 (3) 37分48秒 (3)
08分50秒 (3) 09分23秒 (3) 10分20秒 (4) 09分15秒 (3)

中谷 櫂(5) 新井 煌(4) 武居 樟(6) 中村 京乃介(6)
09分02秒 (4) 19分26秒 (4) 29分12秒 (4) 39分50秒 (4)
09分02秒 (4) 10分24秒 (4) 09分46秒 (3) 10分38秒 (5)

田村 陸(3) 安藤 史瑛(6) ｻｶﾞ 海渡 ﾗﾌｧｴﾙ(4) 伊藤 泰平(4)
10分24秒 (5) 21分41秒 (5) 32分19秒 (5) 42分53秒 (5)
10分24秒 (5) 11分17秒 (5) 10分38秒 (5) 10分34秒 (4)

大脇 有瑠斗(4) 坂家 陸(6) 高橋 祥亮(6) 平田 舜(6)
10分18秒 20分37秒 30分30秒 40分01秒
10分18秒 10分19秒 09分53秒 09分31秒

#N/A 13 大桑小学校　OP 40分01秒

3 12 大桑小学校 37分48秒

2 11 大桑Jr.陸上クラブ 34分14秒

4 3 木曽町Jr陸上B 39分50秒

5 4 木曽町Jr陸上C 42分53秒

2km 2km

1 1 木曽町Jr陸上A 33分28秒

第27回　木曽郡駅伝競走大会成績表

順位 No. チーム名
第1区 第2区 第3区 第4区
2km 2km

新

1



2022年11月6日　大桑村総合グランド周回コース

OP：オープン参加 新＝新記録
上段：通算記録（順位）
  下段：区間記録（順位）

・小学生女子の部 大会記録： 大桑陸上教室　34分57秒　第22回（平成29年）
記録
8km

加藤 南(6) 加藤 愛菜(4) 安原 優芽(5) 辺見 迪(5)
08分23秒 (1) 18分10秒 (1) 28分08秒 (1) 38分02秒 (1)
08分23秒 (1) 09分47秒 (1) 09分58秒 (1) 09分54秒 (2)

北川 遥茄(4) 小幡 歩叶(5) 田中 海羽(6) 栗山 陽菜(5)
09分03秒 (2) 19分06秒 (2) 29分06秒 (2) 38分03秒 (2)
09分03秒 (2) 10分03秒 (2) 10分00秒 (2) 08分57秒 (1)

桶野 優羽(5) 田中 南帆(4) 中西 琉凰(6) 塚本 果央(6)
09分39秒 (3) 20分15秒 (3) 30分26秒 (3) 40分24秒 (3)
09分39秒 (3) 10分36秒 (4) 10分11秒 (3) 09分58秒 (3)

徳武 果(4) 田上 緋奈乃(6) 丸田 雪姫渚(4) 馬場 のどか(4)
10分43秒 (4) 21分14秒 (4) 32分57秒 (4) 44分13秒 (4)
10分43秒 (4) 10分31秒 (3) 11分43秒 (4) 11分16秒 (4)

1 10 木祖源流トラッククラブ 38分02秒

2 14 大桑小学校 38分03秒

3 6 木曽町Jr陸上女子A 40分24秒

4 8 木曽町Jr陸上女子B 44分13秒

第3区 第4区
2km 2km 2km 2km

第27回　木曽郡駅伝競走大会成績表

順位 No. チーム名
第1区 第2区

2



2022年11月6日　大桑村総合グランド周回コース

OP：オープン参加 新＝新記録 参考：参考記録
上段：通算記録（順位）
  下段：区間記録（順位）

・中学生男子の部 大会記録： 木曽町中学校B　1時間01分07秒　第23回（平成30年）
記録
15km

鈴木 岳人(1) 田川 翔太(1) 小坂 瑛純(1) 奈良尾 悠空(1) 上垣 幸大(2)
12分17秒 (1) 25分10秒 (1) 39分27秒 (1) 49分21秒 (1) 1時間02分19秒 (1)
12分17秒 (1) 12分53秒 (1) 14分17秒 (1) 09分54秒 (1) 12分58秒 (1)

・中学生女子の部 大会記録： 王滝中学校　49分25秒　第15回（平成22年）
記録
12km

德武 歩(1) 後藤 優(2) 松原 実祐(2) 上平 七夕姫(2) 奥原 優奈(2)
15分11秒 (1) 24分39秒 (1) 34分33秒 (1) 44分21秒 (1) 59分49秒 (1)
15分11秒 (1) 09分28秒 (1) 09分54秒 (1) 09分48秒 (1) 15分28秒 (1)

・一般の部 大会記録： 木曽福島町A　54分46秒　第8回（平成15年）
記録
15km

下戸 沙弥(2) 鈴木 康介(2) 岸本 琉維(1) 櫛原 日向(2) 鈴木 生人(2)
12分56秒 (1) 24分03秒 (1) 36分24秒 (1) 47分28秒 (1) 58分24秒 (1)
12分56秒 (1) 11分07秒 (2) 12分21秒 (1) 11分04秒 (2) 10分56秒 (1)

北川 奈美 松原 悠真 長野 義信 小林 隼人 原 航大
13分44秒 (2) 24分13秒 (2) 37分33秒 (2) 47分36秒 (2) 58分59秒 (2)
13分44秒 (2) 10分29秒 (1) 13分20秒 (3) 10分03秒 (1) 11分23秒 (2)

瀬脇 凛奈 鹿住 颯良 大畑 一喜 大野 暦史 須賀 奎介
14分14秒 (3) 26分39秒 (3) 39分03秒 (3) 51分07秒 (3) 1時間02分34秒 (3)
14分14秒 (3) 12分25秒 (3) 12分24秒 (2) 12分04秒 (3) 11分27秒 (3)

3 25 大桑村 1時間02分34秒

1 23 木曽青峰高校 58分24秒

2 24 木曽消防署 58分59秒

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
3km 3km 3km 3km 3km

順位 No. チーム名

1 22 木曽町中学校 59分49秒

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
3km 2km 2km 2km 3km

順位 No. チーム名

1 20 木曽町中学校 1時間02分19秒

第3区 第4区 第5区
3km 3km 3km 3km 3km

第27回　木曽郡駅伝競走大会成績表

順位 No. チーム名
第1区 第2区

新

参考
参考

参考

参考
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