上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

1

1132 ランニング・デポS

1'11''43

2

1152 三浦学苑高校A

1'13''21

3

1022 ＪＲ東海Ａ

1'15''34

4

1071 オクテオンAC

1'15''44

5

1153 三浦学苑高校B

1'16''33

6

1117 バレンシアRC

1'18''45

7

1113 トルネード

1'19''28

8

1176 走好会 白ひげ

1'23''23

9

1172 走好会 カピカピ

1'23''45

10

1005 ABC-MART A

1'24''30

11

1025 ＪＲ東海Ｆ

1'24''34

12

1175 走好会 フレッシュ

1'25''03

13

1154 三信電気

1'25''30

14

1053 TR2EC-A

1'26''15

15

1193 麦酒倶楽部

1'26''18

16

1063 ＹＡＰ ４

1'26''30

17

1024 ＪＲ東海Ｅ

1'26''48

18

1173 走好会 チャラ男

1'26''51

19

1030 ｍａｇｌｅｖ

1'27''02

20

1094 チームまきお

1'27''19

第1区

第2区

佐々木 誠
0'27''02 (2)
27''02 (2)
菅野 滉汰
0'27''15 (3)
27''15 (3)
柏原 健太
0'28''28 (9)
28''28 (9)
高橋 幸二
0'26''45 (1)
26''45 (1)
阿部 智紀
0'28''08 (4)
28''08 (4)
越後 英俊
0'28''24 (8)
28''24 (8)
山下 善幸
0'28''21 (7)
28''21 (7)
宇田 圭甫
0'29''36 (16)
29''36 (16)
遠藤 隆太
0'28''19 (6)
28''19 (6)
関口 和幸
0'28''18 (5)
28''18 (5)
安田 亮
0'32''21 (47)
32''21 (47)
小堀 駿
0'30''05 (20)
30''05 (20)
草薙 晴久
0'28''58 (12)
28''58 (12)
立川 強
0'30''39 (24)
30''39 (24)
小林 俊貴
0'29''36 (17)
29''36 (17)
江田 迪彌
0'28''56 (11)
28''56 (11)
渡辺 龍太郎
0'29''40 (18)
29''40 (18)
篠崎 宏樹
0'28''40 (10)
28''40 (10)
橘川 大地
0'31''25 (32)
31''25 (32)
長橋 克範
0'32''32 (53)
32''32 (53)

久保 健二
0'41''47 (1)
14''45 (1)
萱場 昂
0'42''36 (2)
15''21 (3)
岩崎 耕三
0'43''15 (4)
14''47 (2)
松田 裕道
0'42''50 (3)
16''05 (4)
太田 晃央
0'44''39 (5)
16''31 (6)
大森 英一郎
0'45''42 (8)
17''18 (11)
池内 喜郎
0'44''50 (6)
16''29 (5)
奥田 雄之
0'49''45 (23)
20''09 (50)
佐原 和真
0'45''23 (7)
17''04 (9)
荒井 英一
0'46''34 (10)
18''16 (22)
山崎 歩実
0'49''27 (21)
17''06 (10)
神宮司 拡
0'51''18 (34)
21''13 (76)
高田 智弘
0'49''01 (20)
20''03 (46)
佐藤 寛
0'50''00 (27)
19''21 (31)
伊藤 誠治
0'48''01 (13)
18''25 (26)
加藤 真吾
0'48''44 (18)
19''48 (42)
百々 昌平
0'47''45 (12)
18''05 (19)
高橋 直樹
0'50''15 (29)
21''35 (94)
藤崎 明裕
0'49''47 (24)
18''22 (24)
小野 雅弘
0'51''18 (33)
18''46 (27)

第3区

第4区

宇津木 亮
0'56''57
15''10
池田 準
0'57''53
15''17
貝塚 信洋
0'59''59
16''44
井上 元道
0'59''07
16''17
本間 智宏
1'00''52
16''13
母原 利之
1'02''41
16''59
相原 聡
1'03''09
18''19
鷲見 大
1'06''31
16''46
宮口 和也
1'05''58
20''35
瓜生 恒起
1'05''59
19''25
上月 隆史
1'07''10
17''43
安藤 誠
1'08''27
17''09
神谷 光治
1'07''33
18''32
田中 玲
1'08''18
18''18
武井 正徳
1'08''39
20''38
加藤 翔平
1'05''38
16''54
関口 勝太
1'09''17
21''32
涌井 智慎
1'09''07
18''52
花原 雄一
1'08''22
18''35
大竹 拓夫
1'09''14
17''56

福永 勝彦
1'11''43
14''46
田島 優也
1'13''21
15''28
黒坂 将仁
1'15''34
15''35
北川 司
1'15''44
16''37
松崎 蓮
1'16''33
15''41
萩原 裕磨
1'18''45
16''04
京極 剛
1'19''28
16''19
丸山 雄大
1'23''23
16''52
田中 拓也
1'23''45
17''47
関口 浩二
1'24''30
18''31
増田 幸司
1'24''34
17''24
広沢 直樹
1'25''03
16''36
常木 浩司
1'25''30
17''57
岩屋 良明
1'26''15
17''57
三代 武志
1'26''18
17''39
平本 雅
1'26''30
20''52
小川 隆昭
1'26''48
17''31
内田 大輔
1'26''51
17''44
石橋 学
1'27''02
18''40
金澤 崇
1'27''19
18''05

(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(5)
(3)
(4)
(5)
(3)
(6)
(8)
(7)
(17)
(12)
(6)
(10)
(57)
(11)
(32)
(15)
(12)
(21)
(9)
(17)
(21)
(19)
(16)
(22)
(58)
(8)
(7)
(27)
(81)
(25)
(26)
(20)
(23)
(26)
(14)

(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(10)
(5)
(4)
(6)
(6)
(7)
(8)
(8)
(11)
(9)
(17)
(10)
(26)
(11)
(13)
(12)
(9)
(13)
(21)
(14)
(21)
(15)
(15)
(16)
(87)
(17)
(14)
(18)
(16)
(19)
(30)
(20)
(24)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

21

1164 翠RUNパンダ

1'27''21

22

1073 きれいとすこやか

1'27''26

23

1062 ＹＡＰ ３

1'27''51

24

1010 ｃａｎｃｒａｚｙ

1'28''17

25

1174 走好会 のろけ

1'28''20

26

1146 研ちゃんと愉快な仲間

1'28''20

27

1171 走好会 おまってぃー

1'28''22

28

1060 ＹＡＰ １

1'28''27

29

1083 チーム・カスカビアン

1'28''54

30

1061 ＹＡＰ ２

1'28''58

31

1076 クリーンバード

1'29''09

32

1033 MS-02E

1'29''32

33

1145 金井高校

1'30''01

34

1093 チームポテサラ一次会

1'30''25

35

1048 Team.K

1'30''42

36

1142 京急電鉄新町乗務区

1'30''47

37

1186 東京工芸大学

1'30''53

38

1112 トリコロール

1'31''26

39

1064 yoseatume

1'31''43

40

1002 ３MRCー１

1'32''01

第1区

第2区

第3区

第4区

立川 碩志
0'31''53 (40)
31''53 (40)
荒川 純
0'31''06 (29)
31''06 (29)
望月 祥弘
0'32''06 (45)
32''06 (45)
佐藤 良太
0'30''13 (21)
30''13 (21)
中島 麟
0'31''20 (31)
31''20 (31)
金井 太郎
0'31''39 (36)
31''39 (36)
水野 泰宏
0'30''04 (19)
30''04 (19)
石川 雄
0'29''08 (14)
29''08 (14)
宇野 貴志
0'31''51 (39)
31''51 (39)
臼井 要輔
0'30''49 (25)
30''49 (25)
林 幸宏
0'32''28 (49)
32''28 (49)
佐久間 大輔
0'30''24 (23)
30''24 (23)
倉田 和宏
0'29''00 (13)
29''00 (13)
大西 智弘
0'32''04 (41)
32''04 (41)
小林 歩
0'30''21 (22)
30''21 (22)
吉良 雅彦
0'33''47 (64)
33''47 (64)
妻沼 翔平
0'32''26 (48)
32''26 (48)
澤 正浩
0'30''59 (27)
30''59 (27)
荒川 秀和
0'33''34 (62)
33''34 (62)
武田 光
0'31''30 (33)
31''30 (33)

山崎 勢太
0'48''44 (17)
16''51 (8)
小向 和也
0'48''50 (19)
17''44 (17)
下村 大輔
0'49''43 (22)
17''37 (14)
平野 遼
0'47''45 (11)
17''32 (13)
中西 翔
0'48''42 (16)
17''22 (12)
輿水 努
0'51''05 (32)
19''26 (34)
藤岡 敏弘
0'50''44 (30)
20''40 (60)
大月 健人
0'45''58 (9)
16''50 (7)
春日部 勇飛
0'49''52 (25)
18''01 (18)
岩浅 好徳
0'51''39 (36)
20''50 (66)
臼井 知樹
0'51''50 (37)
19''22 (32)
関口 拓哉
0'48''01 (14)
17''37 (14)
瀬川 恭平
0'52''03 (39)
23''03 (145)
谷井 篤郎
0'52''11 (40)
20''07 (49)
小林 強
0'48''41 (15)
18''20 (23)
猪股 則明
0'53''23 (47)
19''36 (38)
端山 良平
0'50''50 (31)
18''24 (25)
笹島 健司
0'50''06 (28)
19''07 (30)
橋本 立希
0'53''17 (45)
19''43 (40)
渡辺 隆雄
0'53''51 (52)
22''21 (123)

鳥山 昂平
1'06''36 (13)
17''52 (13)
幸田 諒
1'07''18 (16)
18''28 (20)
西村 貴弘
1'08''51 (24)
19''08 (29)
角田 紀哉
1'06''48 (14)
19''03 (27)
三木 章彦
1'08''48 (23)
20''06 (46)
大塚 研輔
1'09''24 (29)
18''19 (17)
馬庭 康太
1'09''19 (28)
18''35 (23)
菊井 慎一
1'05''56 (9)
19''58 (40)
小山 将正
1'09''30 (30)
19''38 (35)
鈴木 章浩
1'09''48 (33)
18''09 (15)
菊名 やすたか
1'11''12 (35)
19''22 (31)
今村 浩人
1'07''59 (18)
19''58 (40)
飯島 拓哉
1'13''53 (46)
21''50 (90)
中山 晴雄
1'11''52 (38)
19''41 (36)
小林 渉
1'09''30 (31)
20''49 (61)
油科 和輝
1'10''38 (34)
17''15 (10)
齋藤 大輔
1'11''52 (37)
21''02 (67)
餌取 大輔
1'09''32 (32)
19''26 (33)
太郎館 季道
1'12''33 (39)
19''16 (30)
中村 達也
1'14''07 (47)
20''16 (48)

藤澤 茂樹
1'27''21 (21)
20''45 (81)
柏木 大樹
1'27''26 (22)
20''08 (59)
篠田 祐輔
1'27''51 (23)
19''00 (37)
大橋 剛之
1'28''17 (24)
21''29 (106)
前田 篤志
1'28''20 (25)
19''32 (47)
古屋 裕樹
1'28''20 (26)
18''56 (35)
小俣 翼
1'28''22 (27)
19''03 (39)
久住 匠史
1'28''27 (28)
22''31 (131)
小竹 勇輝
1'28''54 (29)
19''24 (46)
須賀 智也
1'28''58 (30)
19''10 (42)
四ツ柳 浩
1'29''09 (31)
17''57 (21)
太田 英作
1'29''32 (32)
21''33 (110)
鶴間 直人
1'30''01 (33)
16''08 (7)
関口 大二郎
1'30''25 (34)
18''33 (27)
小林 義昭
1'30''42 (35)
21''12 (97)
川田 健司
1'30''47 (36)
20''09 (60)
高久 智瑛
1'30''53 (37)
19''01 (38)
河野 哲也
1'31''26 (38)
21''54 (122)
中川 亮
1'31''43 (39)
19''10 (42)
大湯 忠彦
1'32''01 (40)
17''54 (19)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

41

1190 日本信号競走部

1'32''23

42

1086 チームアサヒBoy

1'32''23

43

1155 山手漫遊会

1'32''34

44

1140 環鶴ランナーズ

1'33''05

45

1123 マサキング

1'33''37

46

1068 うまビー会渋沢Ａ

1'34''15

47

1007 ARC横浜星組

1'34''20

48

1170 走る司法書士Ｂ

1'34''21

49

1021 IRC

1'34''39

50

1150 佐原ストライダーズ95

1'34''48

51

1189 日産リーフ

1'35''05

52

1012 ＤＥＰ＿ＴＲＡＩ＿Ｂ

1'35''05

53

1018 H.I.R.T.-Ａ

1'35''14

54

1023 ＪＲ東海D

1'35''35

55

1139 横浜マリソス

1'35''41

56

1072 がんセンター

1'36''36

57

1096 チームマメシマ

1'36''42

58

1097 ちーむわかみや

1'37''32

59

1035 ＮＪＣ川崎駅伝同好会

1'37''36

60

1095 チームマチャ

1'38''08

第1区
住野 達郎
0'30''50
30''50
吉野 文章
0'29''26
29''26
開元 敏郎
0'32''05
32''05
竹内 一男
0'31''17
31''17
関川 透
0'33''19
33''19
松山 栄司
0'34''23
34''23
平野 智之
0'32''06
32''06
安西 雅史
0'33''29
33''29
風間 洋二
0'35''22
35''22
高塚 智則
0'33''38
33''38
松井 大祐
0'34''49
34''49
田中 秀紀
0'31''01
31''01
柏木 武志
0'31''50
31''50
太田 代篤
0'31''39
31''39
滝澤 健太
0'32''28
32''28
石橋 正尋
0'36''03
36''03
白石 計ニ
0'31''36
31''36
影山 泰人
0'32''06
32''06
石川 幸和
0'32''43
32''43
塚田 昌樹
0'35''00
35''00

(26)
(26)
(15)
(15)
(42)
(42)
(30)
(30)
(58)
(58)
(69)
(69)
(44)
(44)
(60)
(60)
(85)
(85)
(63)
(63)
(78)
(78)
(28)
(28)
(38)
(38)
(35)
(35)
(50)
(50)
(99)
(99)
(34)
(34)
(43)
(43)
(54)
(54)
(80)
(80)

第2区

第3区

第4区

田代 智志
0'51''32 (35)
20''42 (62)
高橋 宏昭
0'49''52 (26)
20''26 (58)
野沢 俊
0'51''53 (38)
19''48 (42)
福井 勇人
0'53''57 (53)
22''40 (132)
菅野 雄一
0'52''43 (42)
19''24 (33)
小川 朋康
0'54''41 (62)
20''18 (56)
遠藤 孝
0'53''21 (46)
21''15 (78)
野口 善一
0'53''06 (44)
19''37 (39)
喜多 剛志
0'56''42 (81)
21''20 (82)
桂 義宗
0'52''44 (43)
19''06 (29)
櫻井 隆幸
0'56''23 (79)
21''34 (92)
沖横田 誠
0'52''13 (41)
21''12 (74)
関 信二
0'53''37 (50)
21''47 (104)
木村 優ニ
0'53''42 (51)
22''03 (112)
向井 勲
0'54''07 (54)
21''39 (99)
柳田 雄一
0'57''09 (87)
21''06 (71)
山形 文徳
0'55''14 (67)
23''38 (156)
廣山 公美王
0'53''33 (49)
21''27 (90)
佐藤 貴史
0'55''14 (66)
22''31 (129)
金井 哲也
0'58''50 (103)
23''50 (161)

福田 健児
1'16''23 (60)
24''51 (161)
小野 健治
1'11''40 (36)
21''48 (88)
岡見 弘彦
1'12''52 (43)
20''59 (63)
早田 浩之
1'15''54 (57)
21''57 (94)
大日 聡明
1'12''46 (41)
20''03 (43)
須藤 一
1'15''03 (50)
20''22 (51)
福田 義徳
1'14''08 (48)
20''47 (60)
沼上 敬輔
1'13''23 (44)
20''17 (49)
越前谷 留偉
1'15''33 (55)
18''51 (25)
谷内 啓介
1'12''43 (40)
19''59 (42)
佐藤 聡一
1'15''52 (56)
19''29 (34)
柄澤 和明
1'14''20 (49)
22''07 (99)
小林 裕幸
1'13''42 (45)
20''05 (44)
伊郷 恵次
1'12''46 (42)
19''04 (28)
金子 達人
1'16''42 (61)
22''35 (114)
長沼 俊行
1'17''28 (63)
20''19 (50)
原島 幸雄
1'16''15 (59)
21''01 (65)
柘植 裕之
1'15''16 (52)
21''43 (85)
鳥本 光輝
1'17''42 (65)
22''28 (109)
大塚 直毅
1'20''12 (89)
21''22 (77)

福井 規人
1'32''23 (41)
16''00 (5)
金野 正博
1'32''23 (42)
20''43 (80)
飯塚 精一
1'32''34 (43)
19''42 (49)
梅原 岳
1'33''05 (44)
17''11 (12)
本田 将樹
1'33''37 (45)
20''51 (86)
芹沢 洋
1'34''15 (46)
19''12 (44)
篠崎 崇
1'34''20 (47)
20''12 (63)
布川 裕
1'34''21 (48)
20''58 (91)
松本 弘明
1'34''39 (49)
19''06 (40)
林 和幸
1'34''48 (50)
22''05 (126)
長谷川 英明
1'35''05 (51)
19''13 (45)
近藤 篤
1'35''05 (52)
20''45 (81)
八木 隆義
1'35''14 (53)
21''32 (107)
松浦 茂
1'35''35 (54)
22''49 (138)
大類 真
1'35''41 (55)
18''59 (36)
井手 紳介
1'36''36 (56)
19''08 (41)
斉藤 大樹
1'36''42 (57)
20''27 (72)
若林 高志
1'37''32 (58)
22''16 (129)
竹中 智洋
1'37''36 (59)
19''54 (52)
坂井 俊二
1'38''08 (60)
17''56 (20)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

61

1194 発注マスタ

1'38''11

62

1084 チーム４S

1'38''44

63

1185 天神一家

1'38''57

64

1141 基盤マラソン会

1'39''06

65

1087 チームアラサー

1'39''09

66

1133 レコビューＲＣ

1'39''31

67

1041 RING

1'39''31

68

1027 ＫＤＤＩ南関東 Ａ

1'39''39

69

1014 FGAC

1'39''41

70

1161 上町陸上競技部

1'39''43

71

1011 ＣＲＣ－２

1'39''57

72

1059 ＷＬＲ Ａチーム

1'40''04

73

1019 H.I.R.T.-B

1'40''09

74

1091 チームデリバリー

1'40''11

75

1177 打倒人妻部

1'40''21

76

1054 TTM

1'40''23

77

1015 ＦＳＮ ４８

1'40''25

78

1105 つきがさB

1'40''29

79

1131 らん・ing A

1'40''32

80

1138 横浜２階ゴール裏

1'40''45

第1区

第2区

第3区

第4区

陣内 孝輔
0'34''24 (70)
34''24 (70)
中尾 健一郎
0'34''14 (68)
34''14 (68)
加藤木 崇
0'34''26 (71)
34''26 (71)
安藤 亮平
0'35''11 (83)
35''11 (83)
石橋 学
0'34''03 (66)
34''03 (66)
杉本 浩之
0'36''03 (100)
36''03 (100)
川俣 明
0'35''08 (82)
35''08 (82)
大野 浩二
0'38''39 (136)
38''39 (136)
月村 拓央
0'33''21 (59)
33''21 (59)
太田 浩三郎
0'33''59 (65)
33''59 (65)
山崎 祐司
0'34''51 (79)
34''51 (79)
吉川 浩二
0'35''05 (81)
35''05 (81)
鵜沢 政晴
0'35''28 (86)
35''28 (86)
橋本 上総
0'36''53 (110)
36''53 (110)
崎山 朗
0'38''05 (127)
38''05 (127)
八代 義信
0'39''15 (145)
39''15 (145)
岩田 秀和
0'38''25 (132)
38''25 (132)
松本 裕信
0'36''50 (109)
36''50 (109)
甲斐 有介
0'34''34 (75)
34''34 (75)
小熊 香槻
0'35''45 (92)
35''45 (92)

長田 充弘
0'57''08 (86)
22''44 (135)
平井 真彦
0'55''22 (69)
21''08 (73)
澤本 寛樹
0'59''18 (108)
24''52 (180)
齋藤 匡志
0'58''06 (96)
22''55 (141)
福島 一紘
0'55''28 (70)
21''25 (88)
伊藤 文彦
0'57''58 (94)
21''55 (109)
森出 広行
0'56''08 (76)
21''00 (70)
久保 悟
0'59''35 (112)
20''56 (67)
岩田 善行
0'54''33 (60)
21''12 (74)
太田 宗一朗
0'54''11 (56)
20''12 (53)
梅原 浩
0'54''20 (58)
19''29 (36)
中嶋 康之
0'56''22 (77)
21''17 (80)
西坂 徹
0'57''02 (83)
21''34 (92)
幸 慎也
0'55''05 (65)
18''12 (21)
高瀬 敦史
0'58''20 (98)
20''15 (54)
坂本 大輔
0'57''24 (91)
18''09 (20)
今村 堅
1'00''08 (120)
21''43 (102)
八島 純
0'58''39 (100)
21''49 (105)
若狭 諭
0'55''15 (68)
20''41 (61)
山添 浩一
0'56''41 (80)
20''56 (67)

飛田 博一
1'19''17 (79)
22''09 (101)
永塚 広明
1'16''58 (62)
21''36 (82)
小林 卓
1'18''59 (73)
19''41 (36)
中谷 拓也
1'19''10 (78)
21''04 (69)
鍋倉 拓也
1'15''14 (51)
19''46 (39)
森 真
1'19''22 (81)
21''24 (79)
石井 亜土
1'18''13 (67)
22''05 (98)
江田 晃一
1'19''59 (84)
20''24 (53)
土谷 明義
1'19''01 (74)
24''28 (151)
清水 基文
1'18''30 (70)
24''19 (149)
木庭 康孝
1'15''17 (53)
20''57 (62)
岩永 大介
1'21''31 (101)
25''09 (171)
五月女 博史
1'15''26 (54)
18''24 (19)
寺島 雅人
1'16''06 (58)
21''01 (65)
高橋 哲也
1'21''44 (104)
23''24 (133)
藤平 真弘
1'18''26 (68)
21''02 (67)
蛯名 幸治
1'18''41 (72)
18''33 (22)
安保 彰人
1'19''19 (80)
20''40 (59)
近沢 可大
1'19''04 (76)
23''49 (143)
小西 明
1'19''08 (77)
22''27 (108)

岡部 明
1'38''11 (61)
18''54 (34)
木村 真章
1'38''44 (62)
21''46 (120)
和田 拓也
1'38''57 (63)
19''58 (55)
川村 広人
1'39''06 (64)
19''56 (54)
阿武 伸晃
1'39''09 (65)
23''55 (155)
稲葉 章朗
1'39''31 (66)
20''09 (60)
山梨 裕希
1'39''31 (67)
21''18 (100)
渕川 秀雄
1'39''39 (68)
19''40 (48)
杉浦 優介
1'39''41 (69)
20''40 (77)
齋藤 貴満
1'39''43 (70)
21''13 (98)
奥山 紀昭
1'39''57 (71)
24''40 (170)
柏木 実
1'40''04 (72)
18''33 (27)
青山 高大
1'40''09 (73)
24''43 (173)
高橋 英之
1'40''11 (74)
24''05 (157)
壇 一平
1'40''21 (75)
18''37 (29)
高林 康樹
1'40''23 (76)
21''57 (123)
丸橋 一成
1'40''25 (77)
21''44 (118)
財部 広幸
1'40''29 (78)
21''10 (96)
唐鎌 基洋
1'40''32 (79)
21''28 (104)
嶋村 剛
1'40''45 (80)
21''37 (113)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

81

1107 トピー工業Ｊ．Ｃ

1'40''50

82

1168 川崎マーボー会Ｃ

1'41''07

83

1066 イタグレA

1'41''24

84

1092 チームにゃー

1'41''27

85

1009 ＢＬＵＥ ＷＩＮＳ

1'41''34

86

1192 麦★走

1'41''39

87

1204 珈琲知財2013

1'41''49

88

1075 ぐでんぐでん

1'41''49

89

1082 たっくんズ

1'41''51

90

1051 TM京浜労組青年部

1'41''52

91

1029 M∞M駅伝部

1'41''56

92

1118 ピースフルサンデーズ

1'41''58

93

1065 ＹＹ

1'42''12

94

1130 ヨコソー駅伝部

1'42''38

95

1104 つきがさA

1'42''49

96

1080 ストーキッズA

1'42''53

97

1121 べろんべろん

1'42''54

98

1183 鳥居坂競走部D

1'43''07

99

1032 ＭＮＲ２

1'43''09

1047 Team TUNA

1'43''12

100

第1区

第2区

第3区

第4区

鈴木 誠
0'35''37 (88)
35''37 (88)
長谷川 正憲
0'34''29 (73)
34''29 (73)
藤崎 均
0'32''29 (51)
32''29 (51)
野崎 俊一
0'34''29 (72)
34''29 (72)
須藤 一嘉
0'32''49 (56)
32''49 (56)
橋口 弘一
0'36''48 (108)
36''48 (108)
中川 大輔
0'32''48 (55)
32''48 (55)
渡邉 薫生
0'34''35 (76)
34''35 (76)
松井 啓介
0'39''26 (147)
39''26 (147)
中尾 浩二
0'39''28 (149)
39''28 (149)
石田 友樹
0'32''08 (46)
32''08 (46)
各務 諭司
0'38''27 (133)
38''27 (133)
平賀 徹
0'38''30 (134)
38''30 (134)
佐々木 博
0'37''05 (114)
37''05 (114)
川名 亮
0'33''02 (57)
33''02 (57)
入江 哲郎
0'37''09 (118)
37''09 (118)
菱川 輝信
0'39''31 (151)
39''31 (151)
木村 謙志
0'34''33 (74)
34''33 (74)
市岡 敬介
0'31''41 (37)
31''41 (37)
神里 信広
0'38''24 (131)
38''24 (131)

小木 宏弥
0'58''45 (102)
23''08 (147)
湯淺 琢生
0'54''35 (61)
20''06 (48)
コントラフルビタ
0'55''41 (72)
23''12 (148)
菊地 浩太
0'56''23 (78)
21''54 (106)
栫 正明
0'55''00 (64)
22''11 (118)
富田 研
0'57''03 (84)
20''15 (54)
大石 圭
0'54''26 (59)
21''38 (98)
竹谷 昌敏
0'58''07 (97)
23''32 (155)
濱田 祐一
0'59''21 (109)
19''55 (44)
稲田 貴博
0'57''11 (88)
17''43 (16)
松永 聡
0'53''31 (48)
21''23 (87)
野崎 智寛
1'01''21 (135)
22''54 (140)
岩澤 朋也
1'00''06 (118)
21''36 (96)
柳沢 篤久
1'00''07 (119)
23''02 (144)
中山田 憲昭
0'56''05 (74)
23''03 (145)
加納 正信
0'59''53 (115)
22''44 (135)
齋藤 一也
1'00''53 (128)
21''22 (85)
篠原 利明
0'58''57 (104)
24''24 (174)
木村 哲久
0'54''15 (57)
22''34 (130)
西脇 史郎
1'01''17 (132)
22''53 (139)

剣持 良次
1'20''08 (86)
21''23 (78)
鎌塚 忠則
1'20''41 (95)
26''06 (186)
小上 和訓
1'21''04 (98)
25''23 (175)
中野 宏紀
1'18''26 (69)
22''03 (96)
根岸 亨
1'17''42 (66)
22''42 (117)
中野 洋文
1'20''37 (93)
23''34 (138)
伊藤 伸朗
1'19''03 (75)
24''37 (157)
河村 真次
1'22''58 (120)
24''51 (161)
榎本 将治
1'19''51 (83)
20''30 (54)
田中 良作
1'20''31 (92)
23''20 (132)
中野 淳
1'20''15 (90)
26''44 (188)
佐藤 六弘
1'23''39 (132)
22''18 (103)
甲斐 智和
1'20''38 (94)
20''32 (56)
笹本 善督
1'22''25 (108)
22''18 (103)
安井 健一
1'21''07 (99)
25''02 (166)
古川 康弘
1'22''49 (116)
22''56 (124)
板東 雄二郎
1'24''08 (139)
23''15 (129)
毛塚 博
1'20''10 (88)
21''13 (72)
澤井 文彦
1'20''08 (87)
25''53 (180)
本郷 弘幸
1'23''25 (125)
22''08 (100)

三好 信雄
1'40''50 (81)
20''42 (79)
当麻 達夫
1'41''07 (82)
20''26 (71)
中田 克繁
1'41''24 (83)
20''20 (68)
中島 雄介
1'41''27 (84)
23''01 (141)
時田 博行
1'41''34 (85)
23''52 (154)
伊藤 義春
1'41''39 (86)
21''02 (93)
堀内 司
1'41''49 (87)
22''46 (136)
納所 和正
1'41''49 (88)
18''51 (33)
石川 琢也
1'41''51 (89)
22''00 (124)
菊地 剛
1'41''52 (90)
21''21 (101)
羽田 豊
1'41''56 (91)
21''41 (115)
井上 晋介
1'41''58 (92)
18''19 (25)
関根 知則
1'42''12 (93)
21''34 (111)
上嶋 剛
1'42''38 (94)
20''13 (64)
井上 英郎
1'42''49 (95)
21''42 (117)
池田 敬太郎
1'42''53 (96)
20''04 (58)
大倉 光彦
1'42''54 (97)
18''46 (32)
細野 千秋
1'43''07 (98)
22''57 (140)
木水 恵
1'43''09 (99)
23''01 (141)
藤次 優
1'43''12 (100)
19''47 (51)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

101

1006 ABC-MART B

1'43''18

102

1200 有馬8丁目

1'43''20

103

1058 Ｖ－男４組

1'43''21

104

1205 ラオウAC

1'43''22

105

1169 川又会（BoysOnly)

1'43''25

106

1067 イヨチャンス

1'43''47

107

1026 KARAS

1'43''49

108

1013 FCboss走友会A

1'43''49

109

1031 Mas_Aki

1'43''50

110

1069 うまビー会渋沢Ｂ

1'43''58

111

1049 TMEIC 設計チーム

1'44''05

112

1052 TNRC東邦男子

1'44''06

113

1050 TMEIC京浜新人会

1'44''07

114

1103 ちちんぷいぷい

1'44''09

115

1178 谷口とブルージーンズ

1'44''12

116

1136 駅伝ジャック A

1'44''14

117

1055 Ｖ－男1組

1'44''15

118

1120 フリーバード

1'44''31

119

1089 チームカイハツ４

1'44''36

120

1034 NITCO-6

1'44''36

第1区

第2区

第3区

第4区

永尾 智也
0'38''39 (135)
38''39 (135)
港 陽介
0'36''01 (97)
36''01 (97)
根本 真人
0'40''41 (162)
40''41 (162)
亀谷 大輔
0'35''57 (95)
35''57 (95)
中島 太一
0'40''58 (168)
40''58 (168)
阿部 泰年
0'38''04 (126)
38''04 (126)
小山 哲
0'38''49 (138)
38''49 (138)
竹内 聡
0'37''07 (115)
37''07 (115)
佐藤 将樹
0'40''47 (165)
40''47 (165)
原 直樹
0'39''30 (150)
39''30 (150)
高﨑 光
0'32''32 (52)
32''32 (52)
佐々木 宏和
0'39''40 (152)
39''40 (152)
田村 徳幸
0'40''21 (159)
40''21 (159)
関野 房良
0'36''59 (112)
36''59 (112)
若崎 竜也
0'36''18 (102)
36''18 (102)
山田 敬一朗
0'43''20 (184)
43''20 (184)
平井 徹
0'38''17 (129)
38''17 (129)
阿部記 志夫
0'36''03 (98)
36''03 (98)
坂尾 滋彦
0'42''12 (178)
42''12 (178)
今岡 和哉
0'35''40 (89)
35''40 (89)

井上 史祥
1'00''08 (121)
21''29 (91)
篠原 健史
1'00''01 (116)
24''00 (164)
鈴木 孝弥
1'01''20 (134)
20''39 (59)
藤野 正
0'57''19 (90)
21''22 (85)
久保田 行雄
1'01''41 (140)
20''43 (63)
伊豫 広晶
0'57''31 (93)
19''27 (35)
近藤 寿一郎
0'59''32 (111)
20''43 (63)
難波 嘉峻
0'59''15 (107)
22''08 (115)
正躰 弥一郎
1'00''57 (129)
20''10 (51)
辻村 勉
1'01''50 (143)
22''20 (122)
岸園 康平
0'54''07 (55)
21''35 (94)
山中 遼太
1'02''04 (147)
22''24 (125)
諏訪 智大
1'02''30 (152)
22''09 (116)
岩崎 和男
0'59''12 (106)
22''13 (119)
郡司 恒次郎
0'57''25 (92)
21''07 (72)
弓達 健一
1'03''03 (155)
19''43 (40)
鈴木 正人
1'01''31 (137)
23''14 (149)
西田 潤
0'56''07 (75)
20''04 (47)
加藤 正樹
1'02''22 (150)
20''10 (51)
朝比奈 雷太
0'55''37 (71)
19''57 (45)

長崎 誠
1'21''08 (100)
21''00 (64)
須田 尚宏
1'22''33 (110)
22''32 (112)
小関 慈治
1'22''50 (117)
21''30 (80)
浅野 浩司
1'21''50 (105)
24''31 (153)
木下 友嗣
1'23''22 (124)
21''41 (84)
赤峰 聖
1'22''20 (107)
24''49 (160)
井上 卓郎
1'22''48 (115)
23''16 (131)
内田 裕介
1'22''57 (119)
23''42 (140)
鈴木 健一
1'23''29 (128)
22''32 (112)
諏訪部 達也
1'21''31 (102)
19''41 (36)
多田 伸
1'17''40 (64)
23''33 (137)
佐々木 健
1'23''53 (136)
21''49 (89)
秋元 雅博
1'23''46 (134)
21''16 (74)
松田 吉広
1'22''41 (113)
23''29 (134)
金子 泰二郎
1'19''28 (82)
22''03 (96)
反中 才
1'23''33 (130)
20''30 (54)
佐藤 敦
1'23''27 (127)
21''56 (93)
礒野 秀夫
1'18''36 (71)
22''29 (110)
本多 成美
1'23''42 (133)
21''20 (75)
川合 慧
1'20''54 (96)
25''17 (173)

居山 智一
1'43''18 (101)
22''10 (127)
赤池 知生
1'43''20 (102)
20''47 (83)
松本 朋也
1'43''21 (103)
20''31 (74)
藤巻 優作
1'43''22 (104)
21''32 (107)
川又 克彦
1'43''25 (105)
20''03 (57)
白上 直也
1'43''47 (106)
21''27 (103)
山崎 岳彦
1'43''49 (107)
21''01 (92)
村越 健輔
1'43''49 (108)
20''52 (87)
中村 和広
1'43''50 (109)
20''21 (69)
谷 勇人
1'43''58 (110)
22''27 (130)
津田 敏宏
1'44''05 (111)
26''25 (186)
高橋 修
1'44''06 (112)
20''13 (64)
小川 新太郎
1'44''07 (113)
20''21 (69)
岡野 真臣
1'44''09 (114)
21''28 (104)
谷口 惣祐
1'44''12 (115)
24''44 (175)
七條 隆充
1'44''14 (116)
20''41 (78)
丸尾 宜二
1'44''15 (117)
20''48 (85)
加藤 寛
1'44''31 (118)
25''55 (181)
中村 吉孝
1'44''36 (119)
20''54 (90)
吉村 倫生
1'44''36 (120)
23''42 (151)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

121

1074 ぐてんぐてん

1'44''36

122

1129 ヤングライオン

1'44''57

123

1124 ミリオンズＡ

1'45''01

124

1201 有馬八丁目②

1'45''05

125

1028 Ｋランナーズ２

1'45''14

126

1143 桐蔭おだせん１

1'45''23

127

1045 STING 林

1'45''38

128

1109 とりあえず生4つ

1'45''50

129

1090 チームシルキーK

1'46''08

130

1017 Ｆチョイス

1'46''14

131

1037 OBK 2012

1'46''24

132

1078 シモフリーズ

1'46''35

133

1004 ３Ｒ夢 ３号

1'46''38

134

1116 ニューバランス営業2

1'46''38

135

1188 日産アイエス

1'46''53

136

1184 鳥居坂競走部E

1'47''03

137

1100 チーム隆A

1'47''13

138

1122 ぽぽぽぽーん

1'47''15

139

1159 小机中年探偵団B

1'47''15

140

1151 斎藤良平

1'47''16

第1区

第2区

第3区

第4区

市川 達士
0'37''27 (120)
37''27 (120)
石倉 毅
0'39''27 (148)
39''27 (148)
山中 繁樹
0'34''46 (77)
34''46 (77)
来栖 尚志
0'40''43 (164)
40''43 (164)
中村 太郎
0'38''15 (128)
38''15 (128)
秋田 宏行
0'37''37 (122)
37''37 (122)
鍋倉 清和
0'35''42 (90)
35''42 (90)
木村 翔太郎
0'36''41 (106)
36''41 (106)
栗原 智一
0'38''43 (137)
38''43 (137)
新澤 誠司
0'37''37 (121)
37''37 (121)
青木 路衣
0'39''43 (154)
39''43 (154)
飛田 亮
0'38''03 (125)
38''03 (125)
森 貴史
0'39''07 (142)
39''07 (142)
吉満 一成
0'36''45 (107)
36''45 (107)
片谷 聖
0'39''12 (144)
39''12 (144)
安部 猛彦
0'39''03 (141)
39''03 (141)
北嶋 文明
0'36''54 (111)
36''54 (111)
井上 輝哉
0'38''23 (130)
38''23 (130)
田中 淳
0'35''51 (93)
35''51 (93)
渡辺 崇仁
0'38''01 (123)
38''01 (123)

赤坂 知哉
1'00''10 (122)
22''43 (134)
九乗 博俊
1'01''36 (139)
22''09 (116)
南 秀樹
0'57''12 (89)
22''26 (126)
鈴木 敦
1'04''45 (166)
24''02 (165)
桑山 芳郎
1'02''01 (145)
23''46 (158)
糸島 徹郎
1'00''36 (125)
22''59 (143)
福田 貴司
0'58''03 (95)
22''21 (123)
吉田 裕孝
1'01''08 (131)
24''27 (176)
加藤 隆
1'01''35 (138)
22''52 (137)
岩下 武史
1'00''35 (124)
22''58 (142)
鈴木 圭太
1'01''19 (133)
21''36 (96)
八木沢 友彦
1'00''16 (123)
22''13 (119)
冨田 翼
1'01''04 (130)
21''57 (110)
松村 寅巨
0'59''12 (105)
22''27 (127)
平田 雄一
1'03''17 (158)
24''05 (168)
竹内 和夫
1'03''46 (161)
24''43 (179)
石田 晴敬
0'58''40 (101)
21''46 (103)
重松 徹紀
1'01''45 (142)
23''22 (152)
伊藤 真
0'57''08 (85)
21''17 (80)
樋口 健太郎
0'59''43 (114)
21''42 (101)

池田 雅之
1'25''51 (149)
25''41 (177)
松浦 大介
1'23''35 (131)
21''59 (95)
根岸 洋平
1'22''06 (106)
24''54 (164)
小畑 和仁
1'24''54 (144)
20''09 (47)
巽谷 嘉晃
1'24''27 (141)
22''26 (107)
岸 俊介
1'22''52 (118)
22''16 (102)
肥後 健一
1'23''57 (137)
25''54 (181)
松ヶ崎 俊也
1'24''45 (143)
23''37 (139)
上田 至一
1'26''10 (151)
24''35 (155)
表 敏晴
1'26''32 (156)
25''57 (182)
石原 洋平
1'22''39 (112)
21''20 (75)
古田 幸信
1'20''21 (91)
20''05 (44)
田中 康之
1'26''07 (150)
25''03 (167)
岩井 博一
1'21''43 (103)
22''31 (111)
渡邊 拓馬
1'26''24 (154)
23''07 (126)
結城 馨
1'25''31 (148)
21''45 (87)
矢島 智嘉
1'22''28 (109)
23''48 (142)
大塚 洵
1'22''59 (121)
21''14 (73)
廣瀬 隆一
1'23''05 (122)
25''57 (182)
斎藤 良平
1'22''41 (114)
22''58 (125)

鷹見 怜
1'44''36 (121)
18''45 (31)
三輪 真也
1'44''57 (122)
21''22 (102)
小林 俊幸
1'45''01 (123)
22''55 (139)
高木 大介
1'45''05 (124)
20''11 (62)
澤田 悟志
1'45''14 (125)
20''47 (83)
上田 輝
1'45''23 (126)
22''31 (131)
田中 豊
1'45''38 (127)
21''41 (115)
塩崎 尚之
1'45''50 (128)
21''05 (94)
福居 広樹
1'46''08 (129)
19''58 (55)
片桐 元宣
1'46''14 (130)
19''42 (49)
栗原 勇輝
1'46''24 (131)
23''45 (152)
飯岡 一馬
1'46''35 (132)
26''14 (184)
諏訪 広樹
1'46''38 (133)
20''31 (74)
根本 裕行
1'46''38 (134)
24''55 (177)
遠藤 貴行
1'46''53 (135)
20''29 (73)
古平 真
1'47''03 (136)
21''32 (107)
清水 隆
1'47''13 (137)
24''45 (176)
大石 敏幸
1'47''15 (138)
24''16 (162)
大淵 正一郎
1'47''15 (139)
24''10 (160)
川田 純司
1'47''16 (140)
24''35 (167)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

141

1088 チームアラフォー

1'47''32

142

1108 トピー工業Ｊ．Ｃ

1'47''40

143

1125 ミリオンズC

1'47''48

144

1148 控えめな主役

1'47''50

145

1106 トピー工業Ｊ．Ｃ

1'48''03

146

1056 Ｖ－男２組

1'48''05

147

1081 たちのみ

1'48''06

148

1135 安積班

1'48''30

149

1199 勇み足B

1'48''47

150

1165 千歳スモーカーズ

1'49''02

151

1020 H.I.R.T.-C

1'49''04

152

1195 富士通北海道兄さん

1'49''09

153

1057 Ｖ－男３組

1'49''19

154

1001 ３２１０４ＲＴ肆

1'49''36

155

1042 SDRCチームB

1'49''37

156

1046 STING 火

1'49''41

157

1144 桐蔭おだせん２

1'49''49

158

1181 鳥居坂競走部B

1'49''50

159

1039 P.I.Aー69

1'49''53

160

1134 阿羅漢四人衆

1'50''04

第1区

第2区

第3区

第4区

佐藤 順一
0'39''50 (156)
39''50 (156)
高橋 敬一
0'42''51 (182)
42''51 (182)
志村 陽一
0'35''56 (94)
35''56 (94)
高田 哲大
0'33''33 (61)
33''33 (61)
石向 稔
0'36''23 (103)
36''23 (103)
横森 智
0'40''30 (161)
40''30 (161)
渡部 淳郎
0'35''16 (84)
35''16 (84)
佐藤 庸
0'40''23 (160)
40''23 (160)
山本 裕則
0'38''55 (139)
38''55 (139)
藤本 優一
0'43''16 (183)
43''16 (183)
山崎 敬
0'39''56 (157)
39''56 (157)
野村 京介
0'35''36 (87)
35''36 (87)
阿多 拓章
0'37''16 (119)
37''16 (119)
斎藤 修
0'41''31 (173)
41''31 (173)
松原 哲也
0'42''32 (180)
42''32 (180)
降幡 敏隆
0'34''06 (67)
34''06 (67)
上田 誠
0'36''38 (104)
36''38 (104)
花岡 健司
0'37''08 (116)
37''08 (116)
合間 竜也
0'39''47 (155)
39''47 (155)
櫻 修
0'41''51 (176)
41''51 (176)

田代 智弘
1'01''57 (144)
22''07 (114)
早川 真也
1'04''45 (167)
21''54 (106)
千葉 暁
0'59''37 (113)
23''41 (157)
吉江 佳祐
1'05''07 (170)
31''34 (198)
日高 裕一
1'02''13 (149)
25''50 (188)
高木 英明
1'01''44 (141)
21''14 (77)
中山 章
1'00''38 (126)
25''22 (184)
和多 裕介
1'04''25 (164)
24''02 (165)
谷田 晃
1'02''42 (153)
23''47 (159)
川西 玲暢
1'04''37 (165)
21''21 (83)
間橋 大地
1'03''13 (156)
23''17 (150)
西永 雄二
0'56''57 (82)
21''21 (83)
酒匂川 喜一
1'00''43 (127)
23''27 (153)
橋本 淳
1'02''30 (151)
20''59 (69)
小宮 健一
1'05''13 (171)
22''41 (133)
村上 武士
0'55''45 (73)
21''39 (99)
近藤 亘
0'58''32 (99)
21''54 (106)
綿屋 芳隆
1'01''22 (136)
24''14 (169)
荒井 直人
1'04''02 (163)
24''15 (170)
高橋 眞之助
1'05''20 (173)
23''29 (154)

市野 賢司
1'26''39 (157)
24''42 (158)
中川 智成
1'25''08 (146)
20''23 (52)
竹内 泰弘
1'23''26 (126)
23''49 (143)
大出 祥弘
1'22''38 (111)
17''31 (11)
坂田 鋼太郎
1'24''31 (142)
22''18 (103)
福井 亨
1'24''58 (145)
23''14 (128)
佐藤 康彦
1'23''47 (135)
23''09 (127)
小林 力
1'27''55 (164)
23''30 (135)
柳 秀和
1'28''31 (168)
25''49 (178)
山田 拓也
1'29''08 (169)
24''31 (153)
横田 真一
1'27''19 (160)
24''06 (146)
山口 智生
1'24''06 (138)
27''09 (189)
村中 直広
1'23''19 (123)
22''36 (116)
森田 宏隆
1'27''00 (159)
24''30 (152)
池田 恒太
1'27''57 (165)
22''44 (120)
大熊 雅人
1'20''02 (85)
24''17 (147)
川瀬 隆昭
1'26''14 (152)
27''42 (192)
生方 直人
1'26''27 (155)
25''05 (168)
田中 徹也
1'25''13 (147)
21''11 (71)
松尾 裕
1'28''03 (166)
22''43 (118)

飯野 武
1'47''32 (141)
20''53 (89)
池田 翔介
1'47''40 (142)
22''32 (133)
山中 聡
1'47''48 (143)
24''22 (165)
黒田 和士
1'47''50 (144)
25''12 (179)
窪田 恵一
1'48''03 (145)
23''32 (149)
青柳 洋行
1'48''05 (146)
23''07 (144)
三好 秀幸
1'48''06 (147)
24''19 (164)
安積 功高
1'48''30 (148)
20''35 (76)
中村 皓
1'48''47 (149)
20''16 (67)
奈良 久
1'49''02 (150)
19''54 (52)
中澤 優樹
1'49''04 (151)
21''45 (119)
安藤 隆
1'49''09 (152)
25''03 (178)
安ヶ平 雅也
1'49''19 (153)
26''00 (182)
清谷 進吾
1'49''36 (154)
22''36 (134)
佐々木 賢
1'49''37 (155)
21''40 (114)
岡田 龍孝
1'49''41 (156)
29''39 (195)
野田 治男
1'49''49 (157)
23''35 (150)
森山 仁嗣
1'49''50 (158)
23''23 (148)
根本 貴之
1'49''53 (159)
24''40 (170)
大羽 孝男
1'50''04 (160)
22''01 (125)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

161

1119 ピーちゃんず

1'50''04

162

1070 エンビジョン

1'50''39

163

1187 特攻禅坊主A

1'50''50

164

1166 川崎マーボー会

1'50''58

165

1179 竹中土木－５

1'51''01

166

1128 やたかは会

1'51''27

167

1003 ３Ｒ夢 ２号

1'51''30

168

1160 小林兄弟

1'51''42

169

1196 富士通北海道弟くん

1'51''51

170

1098 チーム小林５

1'52''34

171

1077 シソコ200x

1'53''25

172

1202 林P

1'54''06

173

1101 チーム隆B

1'54''26

174

1126 メガハマ サンデー

1'54''56

175

1111 ドリームゲッツ3

1'55''13

176

1008 AVG56

1'55''15

177

1147 古希組280歳

1'55''39

178

1182 鳥居坂競走部C

1'55''59

179

1162 新横駅伝部

1'56''04

180

1043 SIEMENS

1'56''21

第1区

第2区

第3区

第4区

高見 明
0'39''11 (143)
39''11 (143)
宮道 武鹿
0'38''03 (124)
38''03 (124)
百瀬 雅俊
0'42''07 (177)
42''07 (177)
阿部 大祐
0'35''59 (96)
35''59 (96)
越原 宏明
0'42''46 (181)
42''46 (181)
柳澤 仁
0'43''23 (185)
43''23 (185)
酒井 孝徳
0'46''45 (190)
46''45 (190)
相川 靖
0'35''43 (91)
35''43 (91)
輪島 徹
0'40''42 (163)
40''42 (163)
代谷 正雄
0'41''05 (171)
41''05 (171)
今田 雅也
0'45''15 (188)
45''15 (188)
相原 紀明
0'36''38 (105)
36''38 (105)
平井 秀朗
0'41''36 (175)
41''36 (175)
嶋田 充郎
0'46''40 (189)
46''40 (189)
板倉 直之
0'40''56 (167)
40''56 (167)
内田 浩二
0'39''18 (146)
39''18 (146)
田村 勝政
0'37''09 (117)
37''09 (117)
若井 勝廣
0'44''14 (187)
44''14 (187)
篠原 勇一郎
0'41''06 (172)
41''06 (172)
武居 広幸
0'43''55 (186)
43''55 (186)

世安 志敏
1'03''30 (159)
24''19 (172)
小野寺 一史
0'59''29 (110)
21''26 (89)
村田 昭元
1'02''54 (154)
20''47 (65)
田中 修一
1'00''01 (117)
24''02 (165)
立見 祐斗
1'04''01 (162)
21''15 (78)
高島 義久
1'11''05 (193)
27''42 (192)
樋口 宏明
1'08''46 (186)
22''01 (111)
清野 英則
1'04''59 (169)
29''16 (197)
阿部 亮
1'05''45 (177)
25''03 (181)
中島 祐一
1'06''36 (182)
25''31 (187)
松原 達也
1'09''02 (187)
23''47 (159)
浜田 直樹
1'02''06 (148)
25''28 (186)
古川 哲
1'09''18 (188)
27''42 (192)
東出 和総
1'10''57 (192)
24''17 (171)
小林 将之
1'05''29 (175)
24''33 (178)
秋吉 潮
1'03''38 (160)
24''20 (173)
小田 謙二
1'06''21 (178)
29''12 (196)
高岡 哲也
1'08''09 (185)
23''55 (162)
渡邉 直康
1'05''34 (176)
24''28 (177)
品川 祐一
1'06''24 (181)
22''29 (128)

田島 光輝
1'27''52 (163)
24''22 (150)
安井 大剛
1'24''23 (140)
24''54 (164)
戸田 祥隆
1'26''41 (158)
23''47 (141)
豊田 仁
1'23''32 (129)
23''31 (136)
齋藤 政崇
1'26''19 (153)
22''18 (103)
鍛冶村 茂
1'33''40 (186)
22''35 (114)
武田 信治
1'29''55 (171)
21''09 (70)
佐藤 友紀
1'27''45 (162)
22''46 (122)
沖田 光弘
1'30''02 (172)
24''17 (147)
佐藤 敏明
1'28''19 (167)
21''43 (85)
窪田 龍二
1'30''39 (174)
21''37 (83)
池田 誠二
1'30''45 (175)
28''39 (194)
乾 繁夫
1'31''08 (179)
21''50 (90)
星野 由行
1'33''41 (187)
22''44 (120)
岡田 直哉
1'30''34 (173)
25''05 (168)
岡野 光延
1'30''57 (178)
27''19 (191)
福田 貞夫
1'30''56 (177)
24''35 (155)
小森 秀人
1'32''55 (184)
24''46 (159)
奥秋 友浩
1'27''27 (161)
21''53 (92)
小谷 優々
1'31''58 (181)
25''34 (176)

奥川 善一
1'50''04 (161)
22''12 (128)
端迫 克典
1'50''39 (162)
26''16 (185)
井上 正信
1'50''50 (163)
24''09 (158)
中島 智
1'50''58 (164)
27''26 (189)
宮本 貴裕
1'51''01 (165)
24''42 (172)
早弓 寛志
1'51''27 (166)
17''47 (17)
長谷川 光洋
1'51''30 (167)
21''35 (112)
村上 達志
1'51''42 (168)
23''57 (156)
奥山 誠司
1'51''51 (169)
21''49 (121)
三宅 良明
1'52''34 (170)
24''15 (161)
平野 剛史
1'53''25 (171)
22''46 (136)
高田 康平
1'54''06 (172)
23''21 (147)
田中 隆
1'54''26 (173)
23''18 (146)
石川 哲也
1'54''56 (174)
21''15 (99)
北島 寛
1'55''13 (175)
24''39 (169)
高橋 誠一
1'55''15 (176)
24''18 (163)
神成 秋朗
1'55''39 (177)
24''43 (173)
糸井 政次
1'55''59 (178)
23''04 (143)
小黒 和幸
1'56''04 (179)
28''37 (194)
村山 将文
1'56''21 (180)
24''23 (166)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

記録

181

1158 小机中年探偵団Ａ

1'56''40

182

1198 目標は完走

1'58''06

183

1180 鳥居坂競走部A

1'58''13

184

1206 ジョグノート A

1'58''53

185

1085 チームＱＳ

1'59''02

186

1127 やじまんJAPAN

1'59''07

187

1167 川崎マーボー会B

1'59''10

188

1156 小学館競走部1

1'59''29

189

1040 ＱＰＲＣ－Ｂ

1'59''44

190

1036 OBK Yokohama

1'59''47

191

1157 小学館競走部２

1'54''25

192

1137 駅伝ジャック B

1'59''58

193

1099 チーム定夫

2'00''18

194

1191 入江女学院

2'00''20

195

1114 なま～ず

2'06''16

196

1110 どりーむげっつⅡ

2'08''58

197

1197 名も無き山岳隊

2'09''15

198

1044 SIEMENS

2'15''47

199

1038 OSN48

1'57''58

欠場

1016 ＦＳＮ Ａ

第1区

第2区

第3区

第4区

江幡 宏之
0'36''59 (113)
36''59 (113)
杉村 浩晃
0'40''59 (170)
40''59 (170)
蒲田 高士
0'41''33 (174)
41''33 (174)
荒井 啓
0'36''06 (101)
36''06 (101)
藤元 啓次
0'40''58 (169)
40''58 (169)
大川 清志
0'39''41 (153)
39''41 (153)
久慈 淳
0'47''58 (192)
47''58 (192)
坂田 渉
0'51''18 (195)
51''18 (195)
石田 駿佑
0'40''05 (158)
40''05 (158)
黒川 孝治
0'47''01 (191)
47''01 (191)
道広 直幹
1'06''19 (199)
66''19 (199)
伊藤 繁
0'48''55 (193)
48''55 (193)
石渡 定夫
0'38''57 (140)
38''57 (140)
吉田 厚志
0'40''49 (166)
40''49 (166)
吾妻 崇
0'52''17 (196)
52''17 (196)
深野 智之
0'42''28 (179)
42''28 (179)
三輪 能克
0'49''05 (194)
49''05 (194)
Bernd Weber
0'52''34 (197)
52''34 (197)
森 重憲
(198)
(198)
細井 隆司

奥本 弘志
1'02''02 (146)
25''03 (181)
渡辺 将典
1'03''16 (157)
22''17 (121)
櫟本 健夫
1'04''53 (168)
23''20 (151)
今北 普朗
0'54''56 (63)
18''50 (28)
永楽 広樹
1'07''13 (183)
26''15 (189)
西海 武史
1'07''26 (184)
27''45 (194)
山本 圭一
1'10''04 (191)
22''06 (113)
前田 学
1'13''56 (195)
22''38 (131)
中村 行雄
1'05''28 (174)
25''23 (185)
板橋 力
1'09''53 (190)
22''52 (137)
安部 剛史
1'31''35 (199)
25''16 (183)
石井 達朗
1'09''20 (189)
20''25 (57)
小山 貴
1'06''22 (179)
27''25 (190)
吉賀 明
1'05''15 (172)
24''26 (175)
野澤 貴
1'11''52 (194)
19''35 (37)
皿井 志一郎
1'06''23 (180)
23''55 (162)
依田 裕章
1'16''44 (197)
27''39 (191)
佐藤 喬生
1'21''04 (198)
28''30 (195)
佐藤 篤志
1'12''02 (196)
72''02 (199)
橋本 じゅん

高橋 清治
1'32''31 (183)
30''29 (198)
大城 鉄男
1'33''31 (185)
30''15 (197)
堀池 秀和
1'30''52 (176)
25''59 (184)
菅井 秀之
1'21''01 (97)
26''05 (185)
目代 直也
1'32''19 (182)
25''06 (170)
矢島 寛士
1'31''31 (180)
24''05 (145)
成瀬 英一
1'38''03 (194)
27''59 (193)
木津 一比己
1'39''14 (195)
25''18 (174)
安井 芳彦
1'35''58 (190)
30''30 (199)
田中 大輔
1'37''07 (192)
27''14 (190)
宮下 佳
1'54''25 (198)
22''50 (123)
HanYin Kuo
1'34''31 (189)
25''11 (172)
網倉 翔
1'29''37 (170)
23''15 (129)
半田 優一
1'34''07 (188)
28''52 (195)
石関 隆幸
1'37''44 (193)
25''52 (179)
加藤 大知
1'36''14 (191)
29''51 (196)
浜田 一彦
1'41''37 (196)
24''53 (163)
永井 辰彦
1'47''21 (197)
26''17 (187)
春日 均
1'34''45 (199)
22''43 (118)
関 洋祐

梶原 啓嗣
1'56''40 (181)
24''09 (158)
牧野 靖司
1'58''06 (182)
24''35 (167)
横尾 龍一郎
1'58''13 (183)
27''21 (188)
根本 憲一
1'58''53 (184)
37''52 (198)
安松 研吾
1'59''02 (185)
26''43 (187)
関野 進
1'59''07 (186)
27''36 (190)
石野 倫之
1'59''10 (187)
21''07 (95)
溝之上 正充
1'59''29 (188)
20''15 (66)
大塚 和彦
1'59''44 (189)
23''46 (153)
森田 力
1'59''47 (190)
22''40 (135)
坂井 秀崇
1'54''25 (191)
(0)
Jeffrey Simone
1'59''58 (192)
25''27 (180)
小田 学
2'00''18 (193)
30''41 (196)
入江 裕介
2'00''20 (194)
26''13 (183)
橋本 徹夫
2'06''16 (195)
28''32 (193)
前川 仁
2'08''58 (196)
32''44 (197)
徳田 豊
2'09''15 (197)
27''38 (191)
山田 剛士
2'15''47 (198)
28''26 (192)
近田 健二
1'57''58 (199)
23''13 (145)
上田 泰嗣

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 男子
順位

No.

チーム名

欠場

1207 ホームタウンYFM

欠場

1102 チーム隆志Ｃ

記録

第1区

第2区

第3区

第4区

望月 選

佐々木 伸一

門脇 由希大

黒川 祐

佐藤 雄大

古保 正弘

西尾 隆志

金子 哲之

