上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

1

1801 三浦学苑高校A

1'13''32

2

1802 三浦学苑高校B

1'15''32

3

1804 三浦学苑高校D

1'20''56

4

1856 ザ・スペースJ

1'22''14

5

1803 三浦学苑高校C

1'23''50

6

1849 鈴鹿ＲＣ

1'24''31

7

1659 オクテオンAC

1'24''50

8

1592 QPRC－A

1'26''14

9

1857 ザ・スペースLULI

1'26''48

10

1710 チームいただき

1'27''07

11

1689 スナック一枝♪

1'28''00

12

1731 チーム説教部屋

1'28''14

13

1769 ヨコハマコウソウカイ

1'28''25

14

1836 超速イケメンズ！

1'28''45

15

1513 ３２１０４ＲＴ壱

1'30''04

16

1795 厚労省食品安全駅伝部

1'30''17

17

1666 がんC肝胆膵

1'30''41

18

1625 sushi1赤

1'30''54

19

1677 ザ・スペースたち

1'31''10

20

1770 ラオウACヤング

1'31''45

第1区

第2区

第3区

第4区

吉井 誠也
0'26''51 (2)
26''51 (2)
服部 優磨
0'26''43 (1)
26''43 (1)
吉田 寿紀
0'28''01 (4)
28''01 (4)
寺門 俊介
0'28''24 (6)
28''24 (6)
堀池 倫生
0'29''30 (13)
29''30 (13)
鈴鹿 俊哉
0'28''25 (7)
28''25 (7)
松本 浩
0'27''38 (3)
27''38 (3)
森本 雄介
0'29''52 (17)
29''52 (17)
田邊 俊一
0'32''35 (44)
32''35 (44)
新井 康彦
0'29''42 (14)
29''42 (14)
小泉 崇
0'29''26 (12)
29''26 (12)
川久保 誠
0'30''56 (30)
30''56 (30)
松岡 恵一
0'31''13 (32)
31''13 (32)
永堀 悟
0'29''08 (10)
29''08 (10)
亀山 達也
0'30''50 (28)
30''50 (28)
中尾 祐輔
0'29''50 (16)
29''50 (16)
大山 有希夫
0'28''31 (8)
28''31 (8)
桑形 雅臣
0'30''03 (21)
30''03 (21)
永島 照男
0'30''15 (22)
30''15 (22)
福井 健
0'28''19 (5)
28''19 (5)

出口 祐大
0'42''18 (2)
15''27 (3)
吉田 大樹
0'41''53 (1)
15''10 (1)
岡崎 哲士
0'44''47 (5)
16''46 (6)
獺庭 一浩
0'44''41 (4)
16''17 (4)
四宮 章裕
0'46''03 (8)
16''33 (5)
鈴鹿 裕之
0'45''52 (7)
17''27 (11)
宮原 武也
0'43''03 (3)
15''25 (2)
熊谷 梓
0'51''09 (24)
21''17 (65)
上野 雅和
0'49''41 (17)
17''06 (9)
栗城 一夫
0'50''24 (20)
20''42 (46)
下村 学
0'46''44 (9)
17''18 (10)
志村 理恵
0'53''03 (34)
22''07 (102)
高橋 純一
0'50''15 (19)
19''02 (22)
岡市 拓人
0'47''51 (11)
18''43 (19)
米花 貴
0'48''35 (12)
17''45 (12)
吉田 晃
0'49''32 (15)
19''42 (31)
小林 智
0'47''40 (10)
19''09 (24)
岸 泰範
0'49''07 (13)
19''04 (23)
相馬 大輔
0'49''33 (16)
19''18 (27)
山内 健司
0'45''08 (6)
16''49 (7)

藤本 星夜
0'57''09 (1)
14''51 (1)
杉浦 裕希
0'58''22 (2)
16''29 (2)
中川 裕大
1'01''52 (5)
17''05 (4)
小關 泰広
1'01''12 (4)
16''31 (3)
高瀬 雅也
1'05''29 (9)
19''26 (32)
鈴鹿 芳彦
1'03''49 (6)
17''57 (10)
加川 淳
1'00''32 (3)
17''29 (5)
山本 武世
1'08''48 (17)
17''39 (8)
堺 大輔
1'07''51 (13)
18''10 (12)
関口 圭介
1'08''15 (16)
17''51 (9)
島村 直樹
1'04''54 (7)
18''10 (12)
根本 雅通
1'10''37 (21)
17''34 (6)
三井 博美
1'08''55 (18)
18''40 (20)
辻 明人
1'06''53 (10)
19''02 (22)
井上 友人
1'07''48 (12)
19''13 (28)
長坂 伸司
1'07''51 (14)
18''19 (14)
亀田 亮
1'07''33 (11)
19''53 (38)
古澤 順子
1'11''40 (24)
22''33 (113)
宮地 怜仁
1'10''01 (20)
20''28 (48)
石橋 優
1'05''24 (8)
20''16 (45)

小林 亜衣
1'13''32 (1)
16''23 (1)
柴田 桃花
1'15''32 (2)
17''10 (3)
和田 奈緒
1'20''56 (3)
19''04 (18)
長澤 桂
1'22''14 (4)
21''02 (89)
田中 真弥
1'23''50 (5)
18''21 (9)
鈴鹿 恵美
1'24''31 (6)
20''42 (76)
松田 陽子
1'24''50 (7)
24''18 (224)
加藤 雄司
1'26''14 (8)
17''26 (4)
若松 瑠利
1'26''48 (9)
18''57 (14)
岡部 佳子
1'27''07 (10)
18''52 (11)
大森 一枝
1'28''00 (11)
23''06 (175)
新谷 満
1'28''14 (12)
17''37 (5)
新地 珠美
1'28''25 (13)
19''30 (34)
前川 尚美
1'28''45 (14)
21''52 (119)
小川 直子
1'30''04 (15)
22''16 (134)
佐藤 久美子
1'30''17 (16)
22''26 (142)
山谷 友里恵
1'30''41 (17)
23''08 (177)
徳田 楠男
1'30''54 (18)
19''14 (23)
稲田 知世
1'31''10 (19)
21''09 (91)
持丸 由実
1'31''45 (20)
26''21 (275)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

21

1556 ＨｉｇａＭＡＸ

1'32''14

22

1632 Ｔｅａｍ－冨田

1'34''03

23

1726 チームわっしょい

1'34''06

24

1511 1975プラス

1'34''08

25

1844 日立ハイテク

1'34''32

26

1855 NSAA月組

1'34''42

27

1645 あひるの会チームa

1'34''42

28

1621 sushi1あわび

1'34''57

29

1675 ゲツレーズ

1'35''10

30

1684 シルバースターズ

1'35''37

31

1633 ＴＲ２ＥＣ-ＭＩＸ

1'36''00

32

1648 アミノ神奈川A

1'36''22

33

1800 高根ウエスト

1'36''41

34

1600 RdS はやぶさ

1'36''47

35

1845 日立ハイテクB

1'36''49

36

1570 KOCC覚

1'36''50

37

1516 ３ＭＲＣ－２

1'36''51

38

1837 吐くほどに

1'37''12

39

1507 ★チームトクラン

1'37''17

40

1526 ＣＲＣ－１

1'37''25

第1区

第2区

第3区

第4区

比嘉 崇人
0'30''29 (26)
30''29 (26)
岡本 一郎
0'30''26 (25)
30''26 (25)
福田 宗生
0'34''36 (93)
34''36 (93)
山本 和宏
0'30''02 (20)
30''02 (20)
池上 修
0'31''17 (33)
31''17 (33)
三浦 学
0'32''33 (43)
32''33 (43)
村上 真一
0'29''57 (18)
29''57 (18)
佐貫 竜一
0'34''04 (78)
34''04 (78)
春原 豊
0'34''04 (76)
34''04 (76)
白石 年史
0'30''51 (29)
30''51 (29)
高田 政治
0'32''44 (49)
32''44 (49)
福地 節男
0'36''00 (132)
36''00 (132)
木村 茂
0'32''40 (46)
32''40 (46)
桂 洋
0'31''10 (31)
31''10 (31)
中村 梓
0'30''18 (23)
30''18 (23)
三澤 覚
0'34''54 (99)
34''54 (99)
細川 博文
0'34''40 (94)
34''40 (94)
島津 久志
0'35''39 (121)
35''39 (121)
東山 孝生
0'31''26 (34)
31''26 (34)
池田 偉佐雄
0'34''04 (77)
34''04 (77)

田川 桃子
0'50''57 (23)
20''28 (42)
西山 浩美
0'53''21 (35)
22''55 (131)
近藤 裕光
0'54''40 (45)
20''04 (36)
中村 誠
0'52''27 (31)
22''25 (109)
内藤 裕子
0'49''50 (18)
18''33 (18)
嶋田 知佳
0'55''37 (56)
23''04 (138)
吉田 昌生
0'51''16 (26)
21''19 (69)
常田 暁子
0'57''25 (84)
23''21 (148)
佐々木 政之
0'52''51 (33)
18''47 (20)
谷口 典子
0'55''42 (57)
24''51 (211)
中尾 善文
0'52''29 (32)
19''45 (32)
高橋 太志
0'54''16 (40)
18''16 (17)
橋口 仁久
0'50''53 (21)
18''13 (15)
秋元 美樹子
0'57''32 (90)
26''22 (254)
堀川 由紀子
0'49''19 (14)
19''01 (21)
遠藤 美穂子
0'56''56 (74)
22''02 (97)
寺川 亜砂子
0'58''14 (110)
23''34 (153)
宮本 徳子
0'57''44 (96)
22''05 (99)
戸倉 信幸
0'51''31 (27)
20''05 (37)
富岡 昌也
0'55''25 (53)
21''21 (71)

柳沼 恭輔
1'12''28 (26)
21''31 (74)
岡野 太郎
1'14''12 (31)
20''51 (57)
森岡 弘子
1'15''40 (36)
21''00 (60)
山崎 哲治
1'11''22 (23)
18''55 (21)
永塚 京子
1'08''59 (19)
19''09 (27)
望月 亮汰
1'13''12 (27)
17''35 (7)
中村 亜紀子
1'14''25 (32)
23''09 (137)
安池 清徳
1'16''03 (40)
18''38 (18)
富弥 武彦
1'13''25 (28)
20''34 (49)
西山 雅子
1'15''42 (37)
20''00 (40)
平林 由里
1'16''23 (45)
23''54 (161)
小林 利恵
1'13''37 (29)
19''21 (29)
山本 欣志
1'15''04 (34)
24''11 (176)
宝 剱悠
1'17''36 (51)
20''04 (42)
塚本 貞紀
1'07''57 (15)
18''38 (18)
安藤 歳光
1'18''46 (61)
21''50 (86)
榛沢 文久
1'17''22 (48)
19''08 (25)
酒井 裕玄
1'17''44 (54)
20''00 (40)
坂崎 光章
1'12''18 (25)
20''47 (55)
菊地 順子
1'17''12 (47)
21''47 (83)

伊藤 拓也
1'32''14 (21)
19''46 (41)
冨田 昌宏
1'34''03 (22)
19''51 (45)
酒井 卓郎
1'34''06 (23)
18''26 (10)
小島 典子
1'34''08 (24)
22''46 (160)
村山 志津代
1'34''32 (25)
25''33 (257)
望月 富孝
1'34''42 (26)
21''30 (101)
山崎 正裕
1'34''42 (27)
20''17 (60)
岡田 樹彦
1'34''57 (28)
18''54 (13)
春原 恵美
1'35''10 (29)
21''45 (115)
藤本 健
1'35''37 (30)
19''55 (46)
鈴木 和宏
1'36''00 (31)
19''37 (37)
寺田 亜希
1'36''22 (32)
22''45 (158)
木村 美雪
1'36''41 (33)
21''37 (109)
加藤 俊郎
1'36''47 (34)
19''11 (21)
吉本 直行
1'36''49 (35)
28''52 (316)
加藤 美津男
1'36''50 (36)
18''04 (8)
児嶋 孝周
1'36''51 (37)
19''29 (33)
澤田 佳
1'37''12 (38)
19''28 (32)
島村 有紀
1'37''17 (39)
24''59 (246)
村上 英隆
1'37''25 (40)
20''13 (58)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

41

1647 あみかな０９ Ｂ

1'37''29

42

1699 チームA

1'37''44

43

1628 TEAMTAGAI

1'37''57

44

1543 GfK－Ａ

1'38''04

45

1652 いくぞっ、タイペイ！

1'38''14

46

1527 ＣＲＣ－３

1'38''48

47

1569 KOCCいずみ

1'38''50

48

1839 東部病院02

1'39''00

49

1828 足利走友会

1'39''02

50

1707 チームＮ

1'39''19

51

1654 イメージランナー

1'39''21

52

1512 ３R夢 １号

1'39''28

53

1798 溝口憲太郎の会

1'39''31

54

1590 ｎｏｚｏｍｉ

1'39''35

55

1703 チームBABAⅡ

1'39''58

56

1644 あざBOO

1'40''02

57

1558 ＪＲ東海Ｃ

1'40''11

58

1824 走れかめ太郎ＤＴ

1'40''11

59

1686 しろくまＡ

1'40''11

60

1638 You遊あざみ野A

1'40''12

第1区

第2区

第3区

第4区

形山 剛
0'36''28 (153)
36''28 (153)
竹村 純一
0'34''01 (74)
34''01 (74)
三木 裕哉
0'31''37 (36)
31''37 (36)
宮本 徹
0'30''01 (19)
30''01 (19)
住田 克也
0'35''32 (117)
35''32 (117)
坂本 太郎
0'32''41 (47)
32''41 (47)
三澤 いずみ
0'34''57 (102)
34''57 (102)
田中 佑輔
0'31''34 (35)
31''34 (35)
井上 望
0'36''17 (147)
36''17 (147)
松崎 哲也
0'35''03 (105)
35''03 (105)
安東 恭一
0'30''44 (27)
30''44 (27)
秋山 高広
0'35''35 (119)
35''35 (119)
溝口 憲太郎
0'33''17 (56)
33''17 (56)
涌井 健策
0'36''25 (152)
36''25 (152)
大舘 俊明
0'34''03 (75)
34''03 (75)
宮木 俊明
0'37''41 (195)
37''41 (195)
大森 正志
0'33''50 (71)
33''50 (71)
萩原 敏一
0'32''11 (38)
32''11 (38)
平松 琢磨
0'33''27 (62)
33''27 (62)
菅野 心悟
0'32''19 (40)
32''19 (40)

梅田 久美子
0'57''29 (88)
21''01 (52)
松澤 絵美
0'57''58 (102)
23''57 (173)
安部 洋美
0'55''15 (49)
23''38 (157)
高畠 藤和
0'52''09 (29)
22''08 (103)
田中 幸
0'59''44 (142)
24''12 (189)
川島 正一
0'53''23 (36)
20''42 (46)
井上 好明
0'56''49 (72)
21''52 (89)
細谷 若菜
0'54''33 (44)
22''59 (135)
小平 涼子
0'57''54 (99)
21''37 (84)
横川 祐介
0'54''32 (43)
19''29 (29)
湊 貴恵
0'55''35 (55)
24''51 (211)
常盤木 輝子
0'59''33 (137)
23''58 (177)
伊藤 康雄
0'51''11 (25)
17''54 (13)
渕 貴之
0'56''16 (64)
19''51 (34)
木田 めぐみ
0'53''49 (39)
19''46 (33)
西村 誠一郎
0'58''54 (122)
21''13 (63)
小森 美佳
0'58''16 (112)
24''26 (200)
新井 健太
0'54''50 (47)
22''39 (118)
平松 真由子
0'56''09 (61)
22''42 (122)
上村 紘子
0'54''44 (46)
22''25 (109)

鈴木 弘章
1'15''54 (38)
18''25 (15)
入江 広
1'18''22 (57)
20''24 (47)
稲田 崇志
1'18''23 (58)
23''08 (135)
岡田 涼子
1'10''38 (22)
18''29 (16)
岡部 哲志
1'20''24 (89)
20''40 (51)
上手 幸江
1'16''04 (41)
22''41 (120)
栗原 正徳
1'19''33 (73)
22''44 (124)
恵美須 沙紀
1'17''44 (53)
23''11 (141)
石関 亜紀
1'19''55 (79)
22''01 (97)
川口 洋平
1'13''40 (30)
19''08 (25)
和久井 立
1'16''15 (44)
20''40 (51)
中坪 学一
1'20''17 (87)
20''44 (54)
西郷 晃子
1'19''01 (65)
27''50 (297)
栗田 智
1'17''35 (50)
21''19 (67)
中川 良悦
1'15''58 (39)
22''09 (101)
伊藤 恵
1'20''48 (100)
21''54 (88)
古知屋 ほのか
1'23''44 (143)
25''28 (229)
樫尾 佳保里
1'19''16 (71)
24''26 (189)
伊藤 裕子
1'20''35 (93)
24''26 (189)
矢澤 秀雄
1'19''15 (69)
24''31 (192)

武藤 功憲
1'37''29 (41)
21''35 (106)
原 達也
1'37''44 (42)
19''22 (26)
田貝 弦也
1'37''57 (43)
19''34 (35)
藤枝 加奈子
1'38''04 (44)
27''26 (302)
濱口 育章
1'38''14 (45)
17''50 (7)
上手 元洋
1'38''48 (46)
22''44 (157)
中村 雅之
1'38''50 (47)
19''17 (25)
木下 剛
1'39''00 (48)
21''16 (98)
石関 慶太
1'39''02 (49)
19''07 (19)
平久江 桜子
1'39''19 (50)
25''39 (260)
小山 健太
1'39''21 (51)
23''06 (175)
服部 敬久
1'39''28 (52)
19''11 (21)
土田 修一
1'39''31 (53)
20''30 (69)
竹田 直弘
1'39''35 (54)
22''00 (121)
馬場 公光
1'39''58 (55)
24''00 (213)
渡辺 英之
1'40''02 (56)
19''14 (23)
永尾 嘉崇
1'40''11 (57)
16''27 (2)
岩本 秀亮
1'40''11 (58)
20''55 (84)
渡辺 浩一
1'40''11 (59)
19''36 (36)
喜多 埜裕明
1'40''12 (60)
20''57 (86)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

61

1522 BANBAN

1'40''13

62

1739 つぶやき珍走団B

1'40''18

63

1503 ★CCO３★

1'40''29

64

1622 sushi1いくら

1'40''44

65

1838 東部病院０１

1'40''47

66

1591 ＮＴＣプチランニング

1'40''50

67

1517 ABC-MART C

1'41''00

68

1775 ランニング・デポA

1'41''03

69

1701 チームABS2001

1'41''07

70

1697 チーム１６Ｓ

1'41''10

71

1822 走れ！いっずんＲ

1'41''16

72

1562 ＫＢＳ－Ｂ

1'41''18

73

1578 LRC1

1'41''23

74

1595 ＱＰＲＣ－Ｅ

1'41''26

75

1807 資生堂研友会C

1'41''33

76

1808 資生堂研友会D

1'41''35

77

1582 ＭＮＲ

1'41''45

78

1546 GfK－Ｄ

1'41''51

79

1620 ＳＴＩＮＧ 風

1'41''53

80

1741 でいらん優

1'42''01

第1区

第2区

第3区

第4区

渡辺 匡一
0'33''11 (54)
33''11 (54)
福田 暢彦
0'33''41 (68)
33''41 (68)
室殿 若菜
0'36''29 (155)
36''29 (155)
青木 武史
0'33''22 (60)
33''22 (60)
佐藤 浩通
0'34''15 (83)
34''15 (83)
金澤 育生
0'36''20 (149)
36''20 (149)
徳留 祥太郎
0'36''34 (161)
36''34 (161)
大前 秀喜
0'39''23 (228)
39''23 (228)
松沢 和也
0'32''53 (51)
32''53 (51)
小川 芙美佳
0'36''03 (135)
36''03 (135)
秋津 透
0'32''02 (37)
32''02 (37)
谷口 夏彦
0'34''48 (96)
34''48 (96)
吉川 知宏
0'33''04 (52)
33''04 (52)
立花 高志
0'34''15 (84)
34''15 (84)
佐藤 康弘
0'34''25 (88)
34''25 (88)
野田 賢二
0'32''38 (45)
32''38 (45)
甲斐 拓也
0'36''30 (157)
36''30 (157)
工藤 雄太
0'33''21 (59)
33''21 (59)
三瓶 功治
0'35''57 (130)
35''57 (130)
砂川 貴幸
0'36''16 (146)
36''16 (146)

高橋 潔
0'54''56 (48)
21''45 (87)
久々湊 有希子
0'59''11 (131)
25''30 (231)
渋谷 昌孝
0'55''42 (58)
19''13 (25)
渡部 優加利
0'59''49 (145)
26''27 (257)
知花 美和
0'57''44 (95)
23''29 (152)
三浦 秀章
0'58''56 (123)
22''36 (116)
大藤 和仁
0'57''20 (83)
20''46 (50)
宮森 俊和
0'56''14 (63)
16''51 (8)
矢野 禎二
0'56''18 (65)
23''25 (151)
東内 健一
0'57''05 (78)
21''02 (55)
玉田 佳織
0'51''32 (28)
19''30 (30)
梅林 ちよ
0'56''11 (62)
21''23 (73)
富田 沙織
0'56''40 (70)
23''36 (156)
宗兼 光代
0'57''08 (79)
22''53 (130)
水本 智恵子
0'58''00 (104)
23''35 (154)
加藤 景子
0'57''16 (81)
24''38 (204)
花村 優子
1'01''29 (179)
24''59 (216)
高木 潤
0'57''28 (86)
24''07 (185)
野副 明治
0'57''28 (87)
21''31 (79)
中島 絵理菜
0'56''58 (75)
20''42 (46)

岡田 佳子
1'17''40 (52)
22''44 (124)
大宮 隆治
1'20''02 (81)
20''51 (57)
高野 華織
1'19''39 (75)
23''57 (163)
衣笠 孝
1'21''43 (113)
21''54 (88)
森 裕子
1'20''43 (98)
22''59 (130)
鈴木 有子
1'23''07 (131)
24''11 (176)
丹野 誠
1'19''18 (72)
21''58 (96)
坂本 久美子
1'21''53 (118)
25''39 (242)
若林 礼子
1'18''06 (56)
21''48 (84)
松本 晋治
1'20''15 (86)
23''10 (139)
山崎 香織
1'17''34 (49)
26''02 (253)
栗林 満博
1'18''42 (60)
22''31 (112)
沖野 勝俊
1'21''13 (103)
24''33 (193)
渋谷 絵里佳
1'19''51 (76)
22''43 (122)
米山 桂子
1'22''10 (124)
24''10 (175)
甘利 純
1'20''25 (91)
23''09 (137)
目等 福太郎
1'20''31 (92)
19''02 (22)
國友 さよこ
1'16''05 (42)
18''37 (17)
斉藤 渚
1'18''58 (64)
21''30 (73)
中村 稔
1'18''39 (59)
21''41 (79)

伴 穣
1'40''13 (61)
22''33 (150)
本田 佳奈子
1'40''18 (62)
20''16 (59)
落合 秀行
1'40''29 (63)
20''50 (81)
池田 信幸
1'40''44 (64)
19''01 (17)
中村 教路
1'40''47 (65)
20''04 (53)
早川 伍
1'40''50 (66)
17''43 (6)
高田 南
1'41''00 (67)
21''42 (113)
石川 和仁
1'41''03 (68)
19''10 (20)
渡辺 和俊
1'41''07 (69)
23''01 (169)
田部 英彦
1'41''10 (70)
20''55 (84)
神坂 省二
1'41''16 (71)
23''42 (200)
山﨑 智裕
1'41''18 (72)
22''36 (154)
宇田川 剛史
1'41''23 (73)
20''10 (56)
菱川 達也
1'41''26 (74)
21''35 (106)
上谷 祐樹
1'41''33 (75)
19''23 (28)
小山 幸夫
1'41''35 (76)
21''10 (92)
立原 滉二
1'41''45 (77)
21''14 (96)
鈴木 葉月
1'41''51 (78)
25''46 (264)
鈴木 康造
1'41''53 (79)
22''55 (166)
宮崎 桂輔
1'42''01 (80)
23''22 (190)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

81

1730 チーム人材開発かぁ

1'42''17

82

1753 ピースフルサタデーズ

1'42''21

83

1747 ニューバランス営業3

1'42''28

84

1806 資生堂研友会Ｂ

1'42''29

85

1641 YRHサッカー選抜

1'42''50

86

1623 sushi1たまご

1'42''50

87

1746 なべしょードリーム

1'42''51

88

1640 YOU遊あざみ野C

1'43''11

89

1691 タクーズ

1'43''15

90

1505 ★CCO６★

1'43''24

91

1722 チームポテサラ三次会

1'43''24

92

1643 YRH無選抜

1'43''25

93

1713 チームしづこ

1'43''25

94

1727 チーム黄昏

1'43''28

95

1642 YRH新人選抜

1'43''34

96

1794 激走！チーム会計

1'43''44

97

1777 ランニング・デポC

1'43''53

98

1501 ★CCO１★

1'43''57

99

1779 ランニング・デポE

1'44''00

1593 ＱＰＲＣ－Ｃ

1'44''01

100

第1区

第2区

第3区

第4区

遠藤 寛子
0'36''38 (163)
36''38 (163)
坂口 考太郎
0'37''17 (185)
37''17 (185)
佐藤 恵子
0'37''15 (184)
37''15 (184)
飯野 雅人
0'33''58 (73)
33''58 (73)
田島 敬也
0'37''12 (180)
37''12 (180)
大杉 勇
0'34''30 (91)
34''30 (91)
渡辺 豊
0'35''42 (123)
35''42 (123)
光野 正三
0'34''46 (95)
34''46 (95)
中崎 朋裕
0'36''18 (148)
36''18 (148)
高橋 慶幸
0'32''42 (48)
32''42 (48)
日暮 一正
0'38''27 (205)
38''27 (205)
佐藤 努
0'36''22 (150)
36''22 (150)
鈴木 章人
0'33''48 (70)
33''48 (70)
西山 聡裕
0'36''29 (154)
36''29 (154)
小野 健太郎
0'35''20 (113)
35''20 (113)
新井 千夏
0'42''36 (304)
42''36 (304)
石津 豪一
0'35''13 (111)
35''13 (111)
小林 寛久
0'32''47 (50)
32''47 (50)
田中 久嗣
0'34''10 (80)
34''10 (80)
井川 信彰
0'35''09 (108)
35''09 (108)

山岸 秀之
0'59''30 (136)
22''52 (127)
小山 隆行
0'59''46 (144)
22''29 (113)
田上 景子
1'00''32 (161)
23''17 (145)
黒須 由恵
0'57''55 (100)
23''57 (173)
下原 義寛
0'59''14 (133)
22''02 (97)
岡田 ゆかり
0'59''49 (148)
25''19 (223)
鈴木 慶太
0'58''58 (125)
23''16 (144)
鈴木 祐里子
0'59''08 (129)
24''22 (194)
松澤 美香
1'01''12 (173)
24''54 (213)
高橋 政孝
0'55''34 (54)
22''52 (127)
広瀬 剛史
0'59''39 (138)
21''12 (62)
松倉 弘和
0'57''59 (103)
21''37 (84)
岡野 早希子
0'58''34 (116)
24''46 (208)
宮下 英児
0'56''58 (76)
20''29 (43)
中家 潤士
0'57''29 (89)
22''09 (104)
田村 初
1'03''54 (212)
21''18 (66)
伊藤 尚子
0'57''13 (80)
22''00 (94)
楡 歩
0'58''51 (120)
26''04 (246)
中山 泰
0'52''24 (30)
18''14 (16)
川崎 芳子
0'57''50 (98)
22''41 (121)

柳橋 雅彦
1'19''39 (74)
20''09 (43)
佐藤 真智子
1'23''23 (137)
23''37 (155)
宇田川 彰朗
1'22''01 (122)
21''29 (71)
鳴海 裕子
1'22''09 (123)
24''14 (180)
伊藤 篤
1'20''24 (90)
21''10 (62)
安池 秀徳
1'21''17 (105)
21''28 (70)
小須田 紘明
1'20''20 (88)
21''22 (69)
武藤 泰樹
1'22''29 (128)
23''21 (145)
相川 敦
1'23''34 (140)
22''22 (107)
佐藤 滋生
1'16''38 (46)
21''04 (61)
関口 直子
1'21''44 (114)
22''05 (98)
中川 誠
1'19''16 (70)
21''17 (65)
内海 志津香
1'21''45 (115)
23''11 (141)
水谷 玲
1'19''14 (68)
22''16 (104)
渡邊 順一
1'19''10 (67)
21''41 (79)
平井 修
1'24''45 (161)
20''51 (57)
布宮 博孝
1'21''33 (108)
24''20 (182)
太田 沙紀子
1'21''33 (109)
22''42 (121)
金子 由弥
1'20''11 (85)
27''47 (296)
大西 希実子
1'21''51 (117)
24''01 (166)

柴田 英樹
1'42''17 (81)
22''38 (155)
佐藤 比呂紀
1'42''21 (82)
18''58 (15)
川井 厚朗
1'42''28 (83)
20''27 (66)
西島 義人
1'42''29 (84)
20''20 (63)
佐野 美也子
1'42''50 (85)
22''26 (142)
桑山 正嗣
1'42''50 (86)
21''33 (104)
土田 恵美子
1'42''51 (87)
22''31 (145)
古沢 健二
1'43''11 (88)
20''42 (76)
花原 憲一郎
1'43''15 (89)
19''41 (40)
加藤 智子
1'43''24 (90)
26''46 (280)
本間 勝智
1'43''24 (91)
21''40 (111)
羽田 美穂子
1'43''25 (92)
24''09 (219)
岡野 征彦
1'43''25 (93)
21''40 (111)
宮下 実穂
1'43''28 (94)
24''14 (223)
久村 幸子
1'43''34 (95)
24''24 (227)
山根 祥生
1'43''44 (96)
18''59 (16)
橋本 道子
1'43''53 (97)
22''20 (137)
岩田 純治
1'43''57 (98)
22''24 (139)
小田 博
1'44''00 (99)
23''49 (208)
牧尾 儀信
1'44''01 (100)
22''10 (129)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

101

1780 ランニング・デポF

1'44''03

102

1767 ヤマシタランニング部

1'44''08

103

1555 HAKUHODO

1'44''13

104

1531 FCboss走友会Ｂ

1'44''23

105

1577 LRC

1'44''26

106

1711 チームオアシス・エム

1'44''32

107

1688 ストーンキッズB

1'44''37

108

1634 TRC2

1'44''44

109

1733 チーム大さん★

1'44''48

110

1825 走れかめ太郎ＫＴ

1'44''52

111

1602 runrun駅伝部B

1'44''53

112

1778 ランニング・デポD

1'44''56

113

1572 KYTM

1'45''01

114

1649 アミノ神奈川B

1'45''12

115

1601 runrun駅伝部A

1'45''12

116

1858 チーム ファイテン

1'45''15

117

1585 NITCO-2

1'45''16

118

1599 RCロッキーズ

1'45''16

119

1819 走る司法書士Ａ

1'45''20

120

1805 資生堂研友会A

1'45''28

第1区

第2区

第3区

第4区

山下 功二
0'33''16 (55)
33''16 (55)
古澤 佑介
0'37''23 (188)
37''23 (188)
藤川 恵司
0'37''05 (176)
37''05 (176)
楠本 徹
0'37''07 (178)
37''07 (178)
佐藤 寿一
0'34''14 (81)
34''14 (81)
北村 修造
0'34''33 (92)
34''33 (92)
舘内 直人
0'37''06 (177)
37''06 (177)
山本 英司
0'34''27 (89)
34''27 (89)
山内 大一郎
0'34''54 (98)
34''54 (98)
神尾 哲也
0'36''12 (141)
36''12 (141)
池本 多賀正
0'33''05 (53)
33''05 (53)
関野 正洋
0'38''31 (207)
38''31 (207)
森下 一道
0'29''46 (15)
29''46 (15)
鈴木 裕行
0'38''47 (215)
38''47 (215)
山川 太郎
0'36''48 (167)
36''48 (167)
中村 俊介
0'42''15 (300)
42''15 (300)
城戸 遼平
0'37''00 (172)
37''00 (172)
原田 史歩
0'34''29 (90)
34''29 (90)
坂田 寛史
0'36''00 (133)
36''00 (133)
太丸 卓
0'34''20 (85)
34''20 (85)

神田 真知子
0'56''37 (69)
23''21 (148)
岩崎 健一
0'58''57 (124)
21''34 (81)
永島 彰剛
0'59''18 (134)
22''13 (105)
飯塚 陽子
1'02''36 (194)
25''29 (230)
餅原 浩美
1'01''18 (175)
27''04 (277)
増田 優子
0'55''53 (60)
21''20 (70)
シッピー 光
0'58''07 (107)
21''01 (52)
歩行田 千恵
0'58''06 (105)
23''39 (159)
太田 博志
0'57''32 (91)
22''38 (117)
井上 万作
0'57''27 (85)
21''15 (64)
岡田 圭子
0'56''43 (71)
23''38 (157)
佐藤 敦子
1'00''07 (154)
21''36 (83)
福島 由香
0'54''26 (41)
24''40 (206)
齋藤 英俊
0'59''13 (132)
20''26 (41)
大橋 清美
1'00''37 (164)
23''49 (167)
大松澤 慈美
1'05''12 (243)
22''57 (133)
五十嵐 頌悟
0'58''10 (108)
21''10 (61)
坂本 哲也
0'55''53 (59)
21''24 (74)
堀田 珠紀
0'59''49 (147)
23''49 (167)
跡部 朋美
0'59''41 (140)
25''21 (226)

岩村 昭二
1'20''45 (99)
24''08 (172)
西岡 ちひろ
1'21''36 (112)
22''39 (118)
藤井 亜樹
1'19''52 (78)
20''34 (49)
加藤 健太
1'22''20 (126)
19''44 (35)
清田 真希
1'24''25 (154)
23''07 (133)
白井 雅子
1'21''57 (121)
26''04 (256)
小田 佳代子
1'21''23 (106)
23''16 (143)
山崎 美奈子
1'23''38 (142)
25''32 (233)
松村 聡
1'20''07 (83)
22''35 (114)
平岡 敬博
1'18''46 (62)
21''19 (67)
小川 弘純
1'14''50 (33)
18''07 (11)
岡田 祐子
1'25''01 (168)
24''54 (210)
高木 利寿
1'16''11 (43)
21''45 (81)
佐藤 和泉
1'22''23 (127)
23''10 (139)
大野 圭介
1'21''54 (119)
21''17 (65)
澤野 悠大
1'24''36 (158)
19''24 (31)
萩原 遼
1'20''07 (84)
21''57 (94)
吉川 真理
1'23''37 (141)
27''44 (294)
植村 洋子
1'25''13 (171)
25''24 (227)
太枝 志帆
1'24''36 (159)
24''55 (212)

森山 裕子
1'44''03 (101)
23''18 (184)
石井 学
1'44''08 (102)
22''32 (147)
亀山 育代
1'44''13 (103)
24''21 (225)
鬼武 孝充
1'44''23 (104)
22''03 (123)
益子 正敏
1'44''26 (105)
20''01 (52)
清水 昭博
1'44''32 (106)
22''35 (152)
佐藤 誠
1'44''37 (107)
23''14 (179)
金草 光揮
1'44''44 (108)
21''06 (90)
岸野 有香里
1'44''48 (109)
24''41 (234)
大橋 いずみ
1'44''52 (110)
26''06 (272)
蔵澄 千賀子
1'44''53 (111)
30''03 (324)
工藤 穣
1'44''56 (112)
19''55 (46)
溝口 美和子
1'45''01 (113)
28''50 (315)
浅見 妥江
1'45''12 (114)
22''49 (164)
神立 まきこ
1'45''12 (115)
23''18 (184)
西谷 綾子
1'45''15 (116)
20''39 (75)
川島 捺
1'45''16 (117)
25''09 (248)
武井 克也
1'45''16 (118)
21''39 (110)
阿部 健太郎
1'45''20 (119)
20''07 (54)
齋藤 直輝
1'45''28 (120)
20''52 (82)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

121

1646 あひるの会チームＮ

1'45''28

122

1541 FUNCOME E

1'45''28

123

1618 ＳＳＫ４８ばったもん

1'45''40

124

1533 fightその１

1'45''40

125

1765 モガベイスターズ

1'45''43

126

1773 ランチャンズ1号

1'45''44

127

1626 sushi1大トロ

1'45''45

128

1551 GOKI-GEN-D

1'45''45

129

1653 イタグレD

1'45''46

130

1510 1971プラス

1'45''50

131

1729 チーム酒

1'45''56

132

1575 LOPET

1'45''56

133

1812 新浦郷塾

1'46''04

134

1574 LOPET

1'46''15

135

1631 TEAM-獅子奮迅

1'46''17

136

1538 FUNCOME B

1'46''24

137

1508 ★チームハマー

1'46''27

138

1580 Majestic４

1'46''28

139

1535 ＦＳＮ Ｂ

1'46''32

140

1809 資生堂研友会Ｅ

1'46''32

第1区

第2区

第3区

第4区

川瀬 和利
0'36''15 (145)
36''15 (145)
田久保 勉
0'30''24 (24)
30''24 (24)
濱田 光記
0'35''10 (110)
35''10 (110)
秋本 幸夫
0'35''14 (112)
35''14 (112)
松元 修一
0'34''56 (100)
34''56 (100)
安藤 雅人
0'35''56 (129)
35''56 (129)
古川 彰俊
0'33''18 (57)
33''18 (57)
飯塚 成彦
0'33''25 (61)
33''25 (61)
岡部 哲夫
0'35''38 (120)
35''38 (120)
早川 正人
0'39''50 (238)
39''50 (238)
大下 仁美
0'28''33 (9)
28''33 (9)
須田 英人
0'39''41 (234)
39''41 (234)
田澤 直幸
0'35''49 (126)
35''49 (126)
磯崎 良太
0'37''01 (173)
37''01 (173)
白井 開拓
0'34''57 (101)
34''57 (101)
片山 陽一
0'32''22 (41)
32''22 (41)
吉田 智
0'32''32 (42)
32''32 (42)
高橋 徹
0'36''53 (169)
36''53 (169)
下平 昌史
0'42''21 (302)
42''21 (302)
長井 宏一
0'35''52 (128)
35''52 (128)

長井 博行
0'58''49 (119)
22''34 (114)
三宅 知子
0'53''27 (37)
23''03 (137)
藤田 浩史
0'55''19 (51)
20''09 (39)
有働 郁子
1'04''27 (222)
29''13 (310)
加藤 聡
0'58''38 (117)
23''42 (163)
橋本 大樹
0'58''30 (114)
22''34 (114)
蒲池 知子
0'57''57 (101)
24''39 (205)
ルバノフレフ
0'55''18 (50)
21''53 (90)
安田 美奈子
1'01''54 (186)
26''16 (252)
山本 紀宏
0'59''06 (127)
19''16 (26)
山下 美苗
0'59''49 (146)
31''16 (326)
山崎 裕司
1'01''02 (170)
21''21 (71)
高嶋 伸二
0'57''44 (97)
21''55 (93)
高城 教可
1'01''06 (171)
24''05 (184)
倉橋 芳朗
0'58''54 (121)
23''57 (173)
三宅 裕昭
0'53''47 (38)
21''25 (75)
檜 正紀
0'56''18 (66)
23''46 (165)
大山 弘幸
0'57''38 (93)
20''45 (49)
丸橋 繁信
1'00''15 (156)
17''54 (13)
服部 香代子
1'01''54 (187)
26''02 (245)

長井 信子
1'22''54 (129)
24''05 (168)
山谷 学
1'15''23 (35)
21''56 (93)
久保田 明子
1'23''34 (139)
28''15 (301)
鈴木 隆太
1'25''07 (169)
20''40 (51)
富田 美音子
1'23''11 (134)
24''33 (193)
石井 敏彦
1'24''13 (149)
25''43 (245)
安立 直道
1'21''35 (110)
23''38 (156)
浅見 杏佳子
1'24''00 (147)
28''42 (311)
増田 武史
1'26''00 (177)
24''06 (170)
吉川 剛史
1'18''51 (63)
19''45 (37)
柳川 紀子
1'24''46 (162)
24''57 (213)
草刈 貴子
1'23''09 (132)
22''07 (99)
宇野 智哉
1'24''20 (151)
26''36 (277)
磯部 達也
1'23''00 (130)
21''54 (88)
南本 和子
1'24''29 (156)
25''35 (235)
小椋 杏奈
1'20''02 (82)
26''15 (262)
浜本 裕行
1'20''39 (95)
24''21 (184)
佐藤 文夫
1'19''07 (66)
21''29 (71)
橋本 弘明
1'23''11 (133)
22''56 (128)
廣川 智昭
1'25''19 (172)
23''25 (147)

中川 忠
1'45''28 (121)
22''34 (151)
梶山 正代
1'45''28 (122)
30''05 (325)
森川 雅浩
1'45''40 (123)
22''06 (125)
宮本 裕子
1'45''40 (124)
20''33 (72)
須藤 祥史
1'45''43 (125)
22''32 (147)
石井 敦子
1'45''44 (126)
21''31 (103)
平山 英恵
1'45''45 (127)
24''10 (220)
細谷 健一
1'45''45 (128)
21''45 (115)
井口 恒志
1'45''46 (129)
19''46 (41)
吉川 久美子
1'45''50 (130)
26''59 (285)
土谷 宣人
1'45''56 (131)
21''10 (92)
平林 優季
1'45''56 (132)
22''47 (162)
中井 未央
1'46''04 (133)
21''44 (114)
渡曾 祥子
1'46''15 (134)
23''15 (180)
木村 健士
1'46''17 (135)
21''48 (117)
片山 駿
1'46''24 (136)
26''22 (276)
片山 絵理
1'46''27 (137)
25''48 (268)
山口 ひろみ
1'46''28 (138)
27''21 (298)
新井 幸恵
1'46''32 (139)
23''21 (187)
井上 裕基
1'46''32 (140)
21''13 (95)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

141

1705 チームK

1'46''34

142

1721 チームポテサラ二次会

1'46''42

143

1783 安全第一

1'46''50

144

1817 川又会

1'47''04

145

1523 ＢＬＡＣＫ

1'47''05

146

1709 ﾁｰﾑあべべ

1'47''05

147

1532 FCboss走友会Ｃ

1'47''10

148

1829 体脂肪率一桁

1'47''12

149

1846 本家南幸

1'47''14

150

1650 アミノ神奈川C

1'47''22

151

1842 日産フェアレディＺ

1'47''23

152

1587 NITCO-4

1'47''30

153

1757 ほのるる

1'47''33

154

1776 ランニング・デポB

1'47''35

155

1799 高橋ひろこ

1'47''47

156

1566 KCCユナイテッドA

1'47''50

157

1738 つぶやき珍走団A

1'47''51

158

1519 ＡＫＢ３９

1'47''56

159

1679 シスコスノーB

1'47''57

160

1755 プランタン銀座Z

1'47''58

第1区

第2区

第3区

第4区

生島 健太
0'37''15 (182)
37''15 (182)
佐藤 貴
0'37''01 (174)
37''01 (174)
小倉 裕司
0'41''40 (286)
41''40 (286)
川又 亮
0'40''40 (263)
40''40 (263)
樋口 修一
0'36''34 (160)
36''34 (160)
山本 侑璃香
0'37''39 (193)
37''39 (193)
有座 久人
0'38''44 (214)
38''44 (214)
金川 嘉宏
0'35''42 (122)
35''42 (122)
甲田 慎也
0'35''25 (115)
35''25 (115)
野口 純平
0'34''15 (82)
34''15 (82)
竹居 佳彦
0'36''04 (136)
36''04 (136)
中葉 書維
0'35''21 (114)
35''21 (114)
与謝野 優
0'33''32 (63)
33''32 (63)
浅沼 一成
0'39''50 (237)
39''50 (237)
堀田 修平
0'33''39 (67)
33''39 (67)
中村 浩希
0'38''16 (201)
38''16 (201)
塚田 純人
0'33''33 (65)
33''33 (65)
馬場 博
0'36''29 (156)
36''29 (156)
山崎 博之
0'33''48 (69)
33''48 (69)
佐藤 岳人
0'29''26 (11)
29''26 (11)

飯塚 妙子
1'01''26 (178)
24''11 (188)
奥田 大士
0'59''06 (126)
22''05 (99)
宮城 朝日
1'04''49 (232)
23''09 (141)
小平 恭兵
1'00''03 (153)
19''23 (28)
青山 積
0'59''42 (141)
23''08 (139)
高野 士郎
1'02''40 (196)
25''01 (218)
山本 博人
0'59''45 (143)
21''01 (52)
清水 めぐみ
1'02''11 (189)
26''29 (259)
石原 克己
0'56''31 (68)
21''06 (57)
野崎 孝幸
0'55''23 (52)
21''08 (58)
有田 真智子
1'02''54 (198)
26''50 (272)
クラーク・グラン
0'58''07 (106)
22''46 (125)
珍道 直人
1'04''58 (237)
31''26 (327)
金子 清次
1'01''40 (181)
21''50 (88)
粟飯 原泰
1'03''06 (202)
29''27 (314)
平野 恵里香
1'01''51 (185)
23''35 (154)
星 友香里
0'57''18 (82)
23''45 (164)
神田 留美
1'03''48 (210)
27''19 (282)
徳増 宏司
0'58''28 (113)
24''40 (206)
影山 明弘
0'50''54 (22)
21''28 (76)

渡邉 陽子
1'24''21 (153)
22''55 (127)
奥田 加奈子
1'24''29 (155)
25''23 (225)
小池 幸子
1'27''12 (194)
22''23 (109)
大河内 洋
1'24''56 (165)
24''53 (208)
荒井 喜世人
1'21''13 (104)
21''31 (74)
霜村 隆史
1'26''11 (179)
23''31 (152)
佐藤 亜紀
1'24''51 (164)
25''06 (216)
滝本 完
1'21''55 (120)
19''44 (35)
小野 知希
1'17''46 (55)
21''15 (63)
原田 詠子
1'21''36 (111)
26''13 (260)
脇 真由美
1'27''23 (197)
24''29 (191)
折田 成
1'20''36 (94)
22''29 (111)
名倉 千鶴子
1'27''16 (195)
22''18 (106)
田中 洋行
1'21''50 (116)
20''10 (44)
鈴木 貞江
1'28''54 (218)
25''48 (247)
大津 和義
1'26''50 (188)
24''59 (214)
吉田 亜未
1'25''44 (173)
28''26 (306)
宮原 彩香
1'27''28 (198)
23''40 (157)
柳宇徹
1'24''48 (163)
26''20 (265)
飯塚 久美
1'19''52 (77)
28''58 (313)

小嶋 大樹
1'46''34 (141)
22''13 (131)
小島 慎司
1'46''42 (142)
22''13 (131)
中野 洋祐
1'46''50 (143)
19''38 (38)
鈴木 由香里
1'47''04 (144)
22''08 (128)
板倉 すみれ
1'47''05 (145)
25''52 (269)
勝木 貴治
1'47''05 (146)
20''54 (83)
谷地 健太郎
1'47''10 (147)
22''19 (135)
河野 彰
1'47''12 (148)
25''17 (250)
鈴木 省子
1'47''14 (149)
29''28 (320)
間庭 美穂子
1'47''22 (150)
25''46 (264)
小柳 慶太郎
1'47''23 (151)
20''00 (50)
安達 恭美
1'47''30 (152)
26''54 (284)
石塚 正孝
1'47''33 (153)
20''17 (60)
安江 祐子
1'47''35 (154)
25''45 (263)
竹内 典子
1'47''47 (155)
18''53 (12)
今井 千恵
1'47''50 (156)
21''00 (87)
佐鋪 哲也
1'47''51 (157)
22''07 (127)
荻野 純
1'47''56 (158)
20''28 (67)
八木 世津子
1'47''57 (159)
23''09 (178)
影山 恵子
1'47''58 (160)
28''06 (309)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

161

1811 湘南40RED

1'47''59

162

1744 どりーむげっつ

1'47''59

163

1545 ＧｆＫ－Ｃ

1'47''59

164

1567 ＫＤＤＩ南関東 Ｂ

1'48''02

165

1714 チームシルキーF

1'48''08

166

1583 NIC1

1'48''12

167

1763 ミリオンズE

1'48''17

168

1848 勇み足Ａ

1'48''18

169

1816 赤提灯

1'48''21

170

1774 ランチャンズ2号

1'48''25

171

1719 チームババ

1'48''43

172

1850 ジョグノート B

1'48''49

173

1712 チームしおちゃんから

1'48''51

174

1676 ゲログランド

1'49''09

175

1852 天野運輸倉庫

1'49''16

176

1796 港北高OB会ウサギ

1'49''25

177

1564 ＫＢＳ－Ｄ

1'49''29

178

1624 sushi1ぽっとで

1'49''34

179

1678 シスコスノーA

1'49''40

180

1821 走れ！いっずんＭ

1'49''49

第1区

第2区

第3区

第4区

横井 猛
0'38''51 (217)
38''51 (217)
加藤 勲
0'39''46 (236)
39''46 (236)
水村 純一
0'35''31 (116)
35''31 (116)
米光 紀智
0'38''42 (213)
38''42 (213)
福嶋 忠宣
0'35''57 (131)
35''57 (131)
景山 陽一
0'35''02 (104)
35''02 (104)
高橋 浩司
0'38''38 (211)
38''38 (211)
長谷川 雄一
0'34''05 (79)
34''05 (79)
手島 正陽
0'39''00 (221)
39''00 (221)
福田 寛之
0'35''34 (118)
35''34 (118)
馬場 隆志
0'36''25 (151)
36''25 (151)
繁泉 竜男
0'33''33 (66)
33''33 (66)
塩川 慶太
0'36''45 (166)
36''45 (166)
奈佐 和也
0'34''22 (87)
34''22 (87)
西口 和也
0'37''35 (192)
37''35 (192)
千原遠 見彦
0'35''00 (103)
35''00 (103)
村上 繁慶
0'36''56 (171)
36''56 (171)
小久保 典子
0'43''15 (309)
43''15 (309)
谷 敬二
0'40''10 (247)
40''10 (247)
浅里 文男
0'34''21 (86)
34''21 (86)

横井 亜希子
1'05''32 (252)
26''41 (269)
溝田 浩平
1'03''50 (211)
24''04 (183)
菊地 丈二
0'58''16 (111)
22''45 (124)
桐生 暁
1'00''36 (163)
21''54 (92)
高村 博也
0'59''58 (149)
24''01 (181)
関口 知樹
0'58''41 (118)
23''39 (159)
原田 正裕
1'00''09 (155)
21''31 (79)
篠原 誠
0'56''19 (67)
22''14 (106)
松井 宝子
1'04''57 (234)
25''57 (240)
蘭幕 千春
0'58''13 (109)
22''39 (118)
佐野 公美
1'01''19 (177)
24''54 (213)
荒井 知穂
0'59''30 (135)
25''57 (240)
佐々木 麻耶
1'00''44 (167)
23''59 (178)
服部 祐美子
1'00''21 (158)
25''59 (244)
片岡 けい
1'01''34 (180)
23''59 (178)
金子 千香
1'03''33 (208)
28''33 (303)
土屋 高広
1'01''18 (176)
24''22 (194)
若山 彰
1'07''06 (277)
23''51 (169)
辻野 裕子
1'04''27 (221)
24''17 (190)
秋山 幹菜
1'00''37 (165)
26''16 (252)

土田 義明
1'24''39 (160)
19''07 (24)
清水 裕貴
1'25''45 (174)
21''55 (92)
佐々木 智子
1'25''12 (170)
26''56 (280)
和田 美穂
1'23''14 (135)
22''38 (116)
浅野 裕
1'25''56 (176)
25''58 (250)
有村 尚恵
1'23''48 (145)
25''07 (217)
滝沢 和正
1'24''21 (152)
24''12 (178)
都竹 朋子
1'20''40 (96)
24''21 (184)
竹内 優
1'26''30 (183)
21''33 (76)
村山 君学
1'22''15 (125)
24''02 (167)
寺山 早弓
1'27''17 (196)
25''58 (250)
茂岡 三和子
1'28''59 (219)
29''29 (321)
斎藤 政希
1'21''31 (107)
20''47 (55)
櫻田 寛
1'20''42 (97)
20''21 (46)
佐伯 恭平
1'28''44 (215)
27''10 (283)
実川 文克
1'27''06 (193)
23''33 (153)
進野 耕二
1'21''12 (102)
19''54 (39)
若林 弘美
1'28''22 (209)
21''16 (64)
西岡 隆司
1'27''05 (192)
22''38 (116)
荒尾 舞子
1'26''28 (182)
25''51 (249)

土田 絵里香
1'47''59 (161)
23''20 (186)
加藤 幸枝
1'47''59 (162)
22''14 (133)
Dittmar Daniela
1'47''59 (163)
22''47 (162)
佐藤 直樹
1'48''02 (164)
24''48 (237)
佐々木 涼子
1'48''08 (165)
22''12 (130)
永澤 真美
1'48''12 (166)
24''24 (227)
岡田 香子
1'48''17 (167)
23''56 (211)
桐原 実
1'48''18 (168)
27''38 (306)
須藤 真理子
1'48''21 (169)
21''51 (118)
平本 卓
1'48''25 (170)
26''10 (273)
瀬川 福太郎
1'48''43 (171)
21''26 (100)
門川 康
1'48''49 (172)
19''50 (43)
伊奈 瞳
1'48''51 (173)
27''20 (297)
栗原 裕子
1'49''09 (174)
28''27 (311)
和泉 浩之
1'49''16 (175)
20''32 (70)
鳥山 義昭
1'49''25 (176)
22''19 (135)
木場 久美子
1'49''29 (177)
28''17 (310)
西岡 修二
1'49''34 (178)
21''12 (94)
谷 宗一郎
1'49''40 (179)
22''35 (152)
妻鳥 一富
1'49''49 (180)
23''21 (187)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

181

1810 庶民☆ランナー

1'49''49

182

1617 ＳＳＫ４８はぐれもん

1'50''03

183

1502 ★CCO２★

1'50''03

184

1702 チームB

1'50''10

185

1506 ★イノイチバン

1'50''15

186

1663 カゲヤマバングラ

1'50''19

187

1742 でいらん良

1'50''25

188

1549 GOKI-GEN-B

1'50''27

189

1603 runrun駅伝部C

1'50''30

190

1544 ＧｆＫ－Ｂ

1'50''36

191

1782 ワイワイ支店

1'50''38

192

1785 安全第一

1'50''41

193

1534 fightその２

1'50''47

194

1611 Ｒアラサー

1'50''51

195

1674 クロネコブラザース

1'50''55

196

1761 ミリオンズB

1'50''55

197

1830 泰運！やるっきゃない

1'51''02

198

1579 LRC3

1'51''02

199

1514 ３２１０４ＲＴ参

1'51''06

200

1619 ＳＳＫ４８妖精だもん

1'51''07

第1区

第2区

第3区

第4区

臼井 悠哉
0'36''31 (159)
36''31 (159)
鈴木 悟
0'40''18 (255)
40''18 (255)
田中 恒佑
0'33''19 (58)
33''19 (58)
松川 勉
0'36''09 (140)
36''09 (140)
中村 雅弘
0'36''37 (162)
36''37 (162)
瀧田 奈央
0'40''09 (246)
40''09 (246)
黒羽 雄二
0'38''31 (208)
38''31 (208)
浅野 昌彦
0'39''08 (224)
39''08 (224)
吉田 隼人
0'32''16 (39)
32''16 (39)
山形 雄策
0'37''29 (191)
37''29 (191)
瀧川 茂
0'38''33 (209)
38''33 (209)
母袋 篤史
0'40''15 (252)
40''15 (252)
松井 次郎
0'36''06 (137)
36''06 (137)
山口 雅人
0'38''56 (218)
38''56 (218)
加藤 建吾
0'35''44 (124)
35''44 (124)
伊藤 幸史
0'39''21 (227)
39''21 (227)
西川 崇
0'36''02 (134)
36''02 (134)
坂入 弘明
0'41''08 (271)
41''08 (271)
山田 康雄
0'41''38 (284)
41''38 (284)
神前 佳直
0'37''01 (175)
37''01 (175)

矢内 祥子
1'02''59 (199)
26''28 (258)
妙木 正憲
1'03''26 (207)
23''08 (139)
新井 孝宜
0'54''28 (42)
21''09 (60)
芝崎 多恵子
1'02''39 (195)
26''30 (261)
門田 雅彦
0'56''51 (73)
20''14 (40)
清水 潔
1'04''33 (225)
24''24 (198)
元木 洋一郎
0'59''07 (128)
20''36 (45)
梅野 和美
1'03''00 (200)
23''52 (170)
内田 なおこ
1'00''18 (157)
28''02 (298)
林 公則
0'59''10 (130)
21''41 (86)
大日 柊兵
0'59''41 (139)
21''08 (58)
須永 光博
1'06''46 (271)
26''31 (263)
内田 順子
1'03''48 (209)
27''42 (290)
山野 彩
1'04''08 (216)
25''12 (221)
小山 貴士
0'57''02 (77)
21''18 (66)
鶴丸 賢二
1'00''39 (166)
21''18 (66)
居駒 文
1'00''26 (160)
24''24 (198)
花木 真悟
1'04''23 (220)
23''15 (143)
前田 拓甫
1'01''46 (184)
20''08 (38)
茂籠 博英
0'57''35 (92)
20''34 (44)

米津 玲
1'29''01 (221)
26''02 (253)
稲垣 圭子
1'29''03 (222)
25''37 (240)
渡辺 千鶴
1'29''54 (235)
35''26 (334)
内藤 剛
1'29''45 (234)
27''06 (281)
竹井 大悟
1'19''59 (80)
23''08 (135)
白鳥 理美
1'28''45 (216)
24''12 (178)
黒羽 尚子
1'20''52 (101)
21''45 (81)
山下 英男
1'30''10 (238)
27''10 (283)
鈴木 弘康
1'25''00 (167)
24''42 (200)
星川 昌子
1'27''38 (201)
28''28 (307)
伊藤 百香
1'24''19 (150)
24''38 (198)
嶋田 恵
1'30''09 (237)
23''23 (146)
高橋君 晃樹
1'23''17 (136)
19''29 (33)
大久保 里紗
1'30''54 (249)
26''46 (278)
大山 奈津子
1'29''25 (227)
32''23 (330)
藤懸 康司
1'23''45 (144)
23''06 (132)
杉山 亮子
1'26''52 (189)
26''26 (269)
吉澤 友晴
1'31''39 (259)
27''16 (288)
河野 平
1'23''55 (146)
22''09 (101)
我妻 小百合
1'26''26 (181)
28''51 (312)

秋本 政邦
1'49''49 (181)
20''48 (80)
信太 彰仁
1'50''03 (182)
21''00 (87)
水野 敬介
1'50''03 (183)
20''09 (55)
内冨 智亮
1'50''10 (184)
20''25 (65)
石原 みどり
1'50''15 (185)
30''16 (326)
田中 昌
1'50''19 (186)
21''34 (105)
田中 忠男
1'50''25 (187)
29''33 (322)
水上 俊明
1'50''27 (188)
20''17 (60)
山北 朋美
1'50''30 (189)
25''30 (254)
柴田 謙一
1'50''36 (190)
22''58 (167)
日置 佐那子
1'50''38 (191)
26''19 (274)
山崎 千晶
1'50''41 (192)
20''32 (70)
信太 康代
1'50''47 (193)
27''30 (304)
住野 真也
1'50''51 (194)
19''57 (48)
御厨 岳志
1'50''55 (195)
21''30 (101)
高畦 明子
1'50''55 (196)
27''10 (293)
名嘉 元卓也
1'51''02 (197)
24''10 (220)
河西 多佳子
1'51''02 (198)
19''23 (28)
高松 栄香
1'51''06 (199)
27''11 (295)
高来 直光
1'51''07 (200)
24''41 (234)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

201

1759 マリリンマラソン

1'51''09

202

1681 じぶらるた2

1'51''12

203

1751 パンプ筋ズS

1'51''18

204

1748 ニューライフ

1'51''28

205

1563 ＫＢＳ－Ｃ

1'51''31

206

1737 チャンス！Bチーム

1'51''44

207

1598 RCのすいこ

1'51''45

208

1847 優悠走遊倶楽部

1'51''46

209

1610 runrun駅伝部J

1'51''47

210

1758 マリサポ陸上部

1'51''52

211

1581 MMKM

1'51''52

212

1560 KODAMA

1'51''57

213

1568 KENKEN

1'52''11

214

1706 チームＭＳ

1'52''21

215

1724 チームライトA

1'52''22

216

1698 チーム48

1'52''23

217

1786 荏原看護A

1'52''29

218

1790 横浜清水橋ランナーズハ

1'52''32

219

1781 らんらん部

1'52''42

220

1540 FUNCOME D

1'52''46

第1区

第2区

第3区

第4区

後藤 啓志
0'36''55 (170)
36''55 (170)
山崎 孝
0'39''55 (241)
39''55 (241)
斉藤 欣吾
0'37''43 (196)
37''43 (196)
味野和 正年
0'36''14 (143)
36''14 (143)
山本 雄己
0'35''51 (127)
35''51 (127)
仲田 英洋
0'41''11 (275)
41''11 (275)
野澤 晃司
0'35''45 (125)
35''45 (125)
青地 英治
0'39''17 (226)
39''17 (226)
鈴木 則幸
0'38''33 (210)
38''33 (210)
馬場 重尚
0'34''52 (97)
34''52 (97)
皆川 誠
0'41''04 (268)
41''04 (268)
菅谷 章紀
0'36''42 (165)
36''42 (165)
剱持 亜紀彦
0'41''09 (273)
41''09 (273)
今尾
0'36''30 (158)
36''30 (158)
垂水 茂喜
0'42''07 (294)
42''07 (294)
佐藤 武秀
0'38''13 (200)
38''13 (200)
安部 月二
0'33''32 (64)
33''32 (64)
大西 勝之
0'39''27 (229)
39''27 (229)
志村 茂登子
0'42''08 (296)
42''08 (296)
野村 剛彦
0'37''11 (179)
37''11 (179)

酒井 太良
1'03''06 (203)
26''11 (248)
唐木 修司
1'01''55 (188)
22''00 (94)
斉藤 利枝
1'03''19 (205)
25''36 (233)
大根田 尚江
1'05''58 (259)
29''44 (318)
芳野 匡
1'05''55 (258)
30''04 (322)
水飼 俊秀
1'01''14 (174)
20''03 (35)
稲葉 ゆかり
1'04''49 (231)
29''04 (309)
布目 義美
1'00''51 (169)
21''34 (81)
諸岡 由起子
1'05''50 (257)
27''17 (281)
秋元 範之
1'02''34 (193)
27''42 (290)
南薗 志織
1'06''47 (272)
25''43 (235)
吉田 健二
1'00''50 (168)
24''08 (187)
村林 良紀
1'05''10 (242)
24''01 (181)
丸橋
1'03''01 (201)
26''31 (263)
鈴木 洋介
1'04''28 (223)
22''21 (107)
小楠 恭代
1'01''09 (172)
22''56 (132)
酒井 二奈
1'01''41 (182)
28''09 (299)
辻 友加里
1'00''23 (159)
20''56 (51)
逸見 幸
1'04''47 (229)
22''39 (118)
三島 友美
1'00''03 (152)
22''52 (127)

稲積 めぐみ
1'28''44 (214)
25''38 (241)
五十嵐 理恵
1'28''27 (211)
26''32 (275)
小森谷 幸子
1'29''43 (232)
26''24 (268)
西原 新吾
1'31''16 (251)
25''18 (223)
田子 薫
1'31''31 (257)
25''36 (236)
坂 裕子
1'27''31 (199)
26''17 (264)
炭竈 裕介
1'32''20 (274)
27''31 (291)
伊賀 立美
1'24''59 (166)
24''08 (172)
中島 えま
1'27''39 (203)
21''49 (85)
中村 和弘
1'26''40 (186)
24''06 (170)
小牧 武史
1'28''27 (212)
21''40 (78)
今井 秀美
1'24''32 (157)
23''42 (158)
森田 栄子
1'28''08 (206)
22''58 (129)
川島
1'29''04 (224)
26''03 (255)
師岡 美紀
1'29''42 (231)
25''14 (220)
佐藤 理奈
1'27''43 (204)
26''34 (276)
吉崎 亜矢
1'27''39 (202)
25''58 (250)
中本 雄介
1'29''01 (220)
28''38 (310)
小林 秀人
1'29''11 (225)
24''24 (187)
石橋 英憲
1'26''50 (187)
26''47 (279)

高野 盛司郎
1'51''09 (201)
22''25 (140)
小笠原 将太
1'51''12 (202)
22''45 (158)
松本 伸彦
1'51''18 (203)
21''35 (106)
内山 唯史
1'51''28 (204)
20''12 (57)
富岡 康人
1'51''31 (205)
20''00 (50)
水飼 恵里
1'51''44 (206)
24''13 (222)
小松 満男
1'51''45 (207)
19''25 (30)
吉成 美琴
1'51''46 (208)
26''47 (283)
岡崎 幸子
1'51''47 (209)
24''08 (217)
中村 保江
1'51''52 (210)
25''12 (249)
松井 由美子
1'51''52 (211)
23''25 (192)
花房 麗子
1'51''57 (212)
27''25 (301)
平田 信一
1'52''11 (213)
24''03 (214)
金氏
1'52''21 (214)
23''17 (181)
原田 弥
1'52''22 (215)
22''40 (156)
小楠 健史
1'52''23 (216)
24''40 (233)
小松 舞那
1'52''29 (217)
24''50 (240)
山田 彰子
1'52''32 (218)
23''31 (195)
関口 敬祐
1'52''42 (219)
23''31 (195)
熊沢 淳子
1'52''46 (220)
25''56 (270)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

221

1690 すみれWhite

1'52''50

222

1693 たんぽぽくらぶA

1'52''55

223

1768 ゆ～かんず

1'53''00

224

1667 がんばろう東北Ａ

1'53''01

225

1658 おかだ視点

1'53''02

226

1749 ノーマッド

1'53''08

227

1515 ３２１０４ＲＴ弐

1'53''13

228

1831 大澤元博

1'53''14

229

1789 荏原看護D

1'53''18

230

1520 ARC横浜空組

1'53''19

231

1843 日産マーチ

1'53''20

232

1672 キモイライン

1'53''20

233

1639 You遊あざみ野B

1'53''24

234

1588 NITCO-5

1'53''30

235

1525 COOL sparkle

1'53''32

236

1594 ＱＰＲＣ－Ｄ

1'53''37

237

1683 シュガーブロック

1'53''49

238

1655 えーじゃないか

1'54''00

239

1528 CS部

1'54''02

240

1832 竹中土木－１

1'54''09

第1区

第2区

第3区

第4区

柴田 剛志
0'38''58 (220)
38''58 (220)
大西 武司
0'41''05 (269)
41''05 (269)
中島 慎一
0'36''40 (164)
36''40 (164)
目黒 聡
0'37''18 (186)
37''18 (186)
森 健彦
0'36''15 (144)
36''15 (144)
カチ エイイチロ
0'40''13 (249)
40''13 (249)
新井 秀幸
0'40''08 (245)
40''08 (245)
大澤 元博
0'40''39 (262)
40''39 (262)
若林 絵里
0'42''21 (301)
42''21 (301)
寺口 実
0'38''58 (219)
38''58 (219)
宇野 大佑
0'39''40 (233)
39''40 (233)
栗原 浩二
0'38''04 (198)
38''04 (198)
近藤 政治
0'37''29 (190)
37''29 (190)
小野 正人
0'35''09 (109)
35''09 (109)
大山 清和
0'39''53 (239)
39''53 (239)
杉田 歩
0'39''05 (223)
39''05 (223)
水野 朝葵
0'42''15 (299)
42''15 (299)
石井 光輝
0'38''28 (206)
38''28 (206)
川畑 慎治
0'40''15 (251)
40''15 (251)
足立 憲彦
0'42''31 (303)
42''31 (303)

宮下 明子
1'07''33 (282)
28''35 (306)
岩本 園子
1'08''57 (296)
27''52 (294)
井ノ口 朋美
1'04''03 (215)
27''23 (286)
川村 卓也
1'00''01 (151)
22''43 (123)
岡田 幸久
1'00''33 (162)
24''18 (192)
イシカワ ユリ
1'05''23 (249)
25''10 (219)
辻本 康裕
1'06''05 (262)
25''57 (240)
古川 佳代子
1'05''01 (240)
24''22 (194)
藤島 玲於
1'05''22 (247)
23''01 (136)
腰塚 拓哉
1'00''00 (150)
21''02 (55)
神子 道
1'05''14 (244)
25''34 (232)
櫻田 奈美子
1'04''58 (235)
26''54 (273)
一戸 陽子
1'07''45 (286)
30''16 (324)
和田 将臣
1'01''44 (183)
26''35 (267)
阿部 洋
1'02''44 (197)
22''51 (126)
神長 貴志
1'04''59 (238)
25''54 (237)
嶋村 幸子
1'06''47 (273)
24''32 (201)
高木 貞治
1'05''27 (251)
26''59 (274)
青木 久美子
1'04''51 (233)
24''36 (203)
井川 恭彦
1'05''43 (254)
23''12 (142)

北坂 和浩
1'26''54 (190)
19''21 (29)
大橋 宏一朗
1'32''57 (281)
24''00 (164)
佐藤 真奈美
1'32''13 (270)
28''10 (300)
佐藤 章
1'23''31 (138)
23''30 (150)
加藤 明日美
1'29''45 (233)
29''12 (317)
カワサキ マユ
1'31''53 (263)
26''30 (273)
長友 大典
1'27''56 (205)
21''51 (87)
大野 修吾
1'28''20 (208)
23''19 (144)
池添 里野
1'30''50 (248)
25''28 (229)
鈴木 貴之
1'29''15 (226)
29''15 (318)
広瀬 伸明
1'29''34 (229)
24''20 (182)
服部 健太郎
1'26''34 (185)
21''36 (77)
塩田 浩三
1'32''37 (278)
24''52 (206)
鶴田 章也
1'25''52 (175)
24''08 (172)
飯塚 健二
1'26''14 (180)
23''30 (150)
叶 菁
1'30''35 (244)
25''36 (236)
佐藤 洋
1'33''16 (286)
26''29 (271)
佐藤 トク子
1'28''26 (210)
22''59 (130)
西村 寿夫
1'30''24 (242)
25''33 (234)
西尾 由希子
1'33''40 (290)
27''57 (298)

月村 匡孝
1'52''50 (221)
25''56 (270)
小嶋 友和
1'52''55 (222)
19''58 (49)
光岡 翔
1'53''00 (223)
20''47 (78)
関口 真奈美
1'53''01 (224)
29''30 (321)
関根 万紀子
1'53''02 (225)
23''17 (181)
ムラタ ミホコ
1'53''08 (226)
21''15 (97)
船橋 友紀
1'53''13 (227)
25''17 (250)
青山 和幸
1'53''14 (228)
24''54 (244)
山本 將善
1'53''18 (229)
22''28 (144)
山本 佳代
1'53''19 (230)
24''04 (215)
吉松 ひとみ
1'53''20 (231)
23''46 (206)
奈佐 裕子
1'53''20 (232)
26''46 (280)
井上 祐樹
1'53''24 (233)
20''47 (78)
中山 紗綾香
1'53''30 (234)
27''38 (306)
星野 裕美
1'53''32 (235)
27''18 (296)
越部 瑛
1'53''37 (236)
23''02 (171)
児島 雄一
1'53''49 (237)
20''33 (72)
矢野 達三
1'54''00 (238)
25''34 (258)
川辺 知子
1'54''02 (239)
23''38 (199)
島田 圭
1'54''09 (240)
20''29 (68)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

241

1720 チームバンビ

1'54''22

242

1671 がんばろう東北Ｅ

1'54''23

243

1661 オン・ザ・ベルト

1'54''29

244

1561 ＫＢＳ－Ａ

1'54''30

245

1766 ヤマシタランニングクラブ

1'54''34

246

1835 竹中土木－４

1'54''37

247

1629 TEAM-孔丘盗跖

1'54''43

248

1613 SHI-BA

1'54''45

249

1734 チキンマイスター

1'54''53

250

1695 チーム アッキー

1'55''03

251

1723 チームもずくす

1'55''08

252

1553 GOKI-GEN-F

1'55''23

253

1696 チーム１

1'55''27

254

1660 おこげ

1'55''28

255

1694 たんぽぽくらぶＢ

1'55''36

256

1542 G．R．C

1'55''40

257

1743 でんでんこうない

1'55''40

258

1756 ぶんブンBUN

1'55''48

259

1605 runrun駅伝部E

1'55''50

260

1606 runrun駅伝部F

1'55''51

第1区

第2区

第3区

第4区

坂本 晃一朗
0'40''00 (243)
40''00 (243)
伊勢 篤史
0'39''35 (230)
39''35 (230)
河野 敏夫
0'42''04 (292)
42''04 (292)
桝田 浩久
0'36''13 (142)
36''13 (142)
田村 大貴
0'43''54 (314)
43''54 (314)
山田 敏昭
0'43''05 (306)
43''05 (306)
野口 新九郎
0'39''44 (235)
39''44 (235)
萩原 浩一
0'40''36 (261)
40''36 (261)
神山 典樹
0'42''59 (305)
42''59 (305)
大塚 由美子
0'41''33 (282)
41''33 (282)
千場 誉
0'41''46 (288)
41''46 (288)
浜崎 伸夫
0'37''57 (197)
37''57 (197)
長島 元
0'37''39 (194)
37''39 (194)
日高 裕一
0'40''03 (244)
40''03 (244)
角田 雄司
0'43''12 (308)
43''12 (308)
鈴木 拓也
0'39''36 (231)
39''36 (231)
吉田 健作
0'40''15 (254)
40''15 (254)
平林 絵美子
0'42''04 (291)
42''04 (291)
石井 光則
0'41''39 (285)
41''39 (285)
倉持 佑次
0'40''55 (266)
40''55 (266)

角谷 陽介
1'05''58 (260)
25''58 (243)
秋山 祐亮
1'06''00 (261)
26''25 (256)
宮倉 由香里
1'05''23 (248)
23''19 (147)
宮里 陽一
0'57''43 (94)
21''30 (77)
岸 朋則
1'07''53 (288)
23''59 (178)
原子 央
1'06''22 (266)
23''17 (145)
玉川 希
1'05''20 (246)
25''36 (233)
中村 幸
1'07''40 (284)
27''04 (277)
荒川 史博
1'05''25 (250)
22''26 (111)
丸山 廣味
1'06''07 (263)
24''34 (202)
宮野鼻 一裕
1'07''51 (287)
26''05 (247)
川崎 久子
1'04''11 (217)
26''14 (250)
貴家 広展
1'08''18 (292)
30''39 (325)
林田 麻美子
1'07''42 (285)
27''39 (288)
岩下 布紗
1'07''34 (283)
24''22 (194)
平本 美登理
1'06''21 (265)
26''45 (271)
竹内 幸子
1'06''30 (268)
26''15 (251)
高橋 由希子
1'09''57 (303)
27''53 (295)
加藤 りえ
1'07''07 (278)
25''28 (229)
園 あやこ
1'06''50 (275)
25''55 (238)

中田 順子
1'30''47 (247)
24''49 (205)
大山 聡
1'28''52 (217)
22''52 (126)
水野 耕介
1'31''28 (256)
26''05 (257)
堤 憲一郎
1'24''12 (148)
26''29 (271)
柴崎 雄太
1'27''31 (200)
19''38 (34)
倉田 裕美
1'32''31 (277)
26''09 (258)
相葉 香里
1'30''19 (240)
24''59 (214)
望月 俊宏
1'32''20 (275)
24''40 (199)
河口 友美
1'31''48 (262)
26''23 (267)
大塚 あさひ
1'31''18 (252)
25''11 (219)
南 早矢香
1'31''46 (261)
23''55 (162)
長崎 浩子
1'31''26 (254)
27''15 (286)
加藤 奈津子
1'32''10 (268)
23''52 (160)
林田 隆太
1'31''33 (258)
23''51 (159)
大橋 友香
1'33''04 (283)
25''30 (232)
萩原 祐佳
1'33''36 (289)
27''15 (286)
原田 菜穂
1'31''56 (265)
25''26 (228)
秋山 真一
1'35''25 (301)
25''28 (229)
三浦 王子
1'29''04 (223)
21''57 (94)
西澤 武史
1'30''55 (250)
24''05 (168)

山本 大輔
1'54''22 (241)
23''35 (198)
府川 靖子
1'54''23 (242)
25''31 (256)
多田 欣史
1'54''29 (243)
23''01 (169)
小林 慶子
1'54''30 (244)
30''18 (327)
志村 絵美
1'54''34 (245)
27''03 (290)
魚田 文睦
1'54''37 (246)
22''06 (125)
佐藤 卓
1'54''43 (247)
24''24 (227)
松野 宏治
1'54''45 (248)
22''25 (140)
西山 泰孝
1'54''53 (249)
23''05 (173)
丸山 昭
1'55''03 (250)
23''45 (204)
今田 大輔
1'55''08 (251)
23''22 (190)
森 進司
1'55''23 (252)
23''57 (212)
桜井 達彦
1'55''27 (253)
23''17 (181)
日高 朋子
1'55''28 (254)
23''55 (210)
岩本 行弘
1'55''36 (255)
22''32 (147)
南部 泰毅
1'55''40 (256)
22''04 (124)
坂口 洸太
1'55''40 (257)
23''44 (202)
近藤 淳
1'55''48 (258)
20''23 (64)
青木 郁
1'55''50 (259)
26''46 (280)
西井 明子
1'55''51 (260)
24''56 (245)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

261

1630 ＴＥＡＭ－鴻漸之翼

1'55''56

262

1826 走れミドリン

1'55''59

263

1725 チームライトB

1'56''06

264

1608 runrun駅伝部H

1'56''06

265

1673 くらぶガーデン

1'56''07

266

1573 Ｋランナーズ１

1'56''09

267

1823 走れ！いっずんＳ

1'56''36

268

1612 SDRCチームA

1'56''48

269

1550 GOKI-GEN-C

1'56''51

270

1841 日産 エルグランド

1'56''52

271

1597 RCガッツリ

1'56''54

272

1704 チームＫ

1'56''54

273

1752 パンプ筋肉ズY

1'57''00

274

1784 安全第一

1'57''04

275

1818 相模野病院ICU

1'57''05

276

1609 runrun駅伝部I

1'57''07

277

1557 HulaHulra

1'57''09

278

1584 NITCO-1

1'57''09

279

1616 ＳＳＫ４８-くまもん

1'57''19

280

1740 つぶやき珍走団C

1'57''24

第1区

第2区

第3区

第4区

泉 慎吾
0'39''16 (225)
39''16 (225)
田中 邦彦
0'40''11 (248)
40''11 (248)
遊佐 千秋
0'38''19 (203)
38''19 (203)
佐藤 篤
0'45''47 (322)
45''47 (322)
増田 陽一
0'41''18 (277)
41''18 (277)
近藤 周太
0'41''44 (287)
41''44 (287)
内藤 悠喬
0'38''41 (212)
38''41 (212)
佐々木 美幸
0'43''30 (311)
43''30 (311)
車 カラン
0'40''25 (257)
40''25 (257)
池田 智尚
0'42''11 (298)
42''11 (298)
永田 祐介
0'39''55 (240)
39''55 (240)
松浦 勇太
0'44''07 (318)
44''07 (318)
上村 賢
0'40''27 (258)
40''27 (258)
井関 学
0'40''15 (253)
40''15 (253)
平口 正則
0'35''08 (107)
35''08 (107)
本澤 洋平
0'41''08 (272)
41''08 (272)
鍋田 哲朗
0'37''14 (181)
37''14 (181)
上田 健一郎
0'36''08 (139)
36''08 (139)
辛島 治実
0'42''05 (293)
42''05 (293)
大竹 昌代志
0'37''15 (183)
37''15 (183)

中澤 浩人
1'05''48 (256)
26''32 (266)
鈴木 美穂
1'04''18 (219)
24''07 (185)
堀口 剛
1'04''48 (230)
26''29 (259)
夏山 直子
1'09''35 (300)
23''48 (166)
鹿又 知仁
1'06''31 (269)
25''13 (222)
松本 英子
1'10''17 (306)
28''33 (303)
庄子 美有
1'04''33 (226)
25''52 (236)
高口 征記
1'09''43 (301)
26''13 (249)
渡辺 幸江
1'03''22 (206)
22''57 (133)
田家 滋子
1'04''11 (218)
22''00 (94)
川口 朋子
1'05''15 (245)
25''20 (224)
伊藤 淳
1'08''03 (290)
23''56 (172)
富田 佐知子
1'10''02 (304)
29''35 (315)
白石 達也
1'05''35 (253)
25''20 (224)
西岡 和昭
1'03''08 (204)
28''00 (297)
清瀬 ゆりあ
1'06''34 (270)
25''26 (228)
高津 直子
1'03''56 (213)
26''42 (270)
横内 一幸
1'02''32 (192)
26''24 (255)
田邉 啓一郎
1'03''58 (214)
21''53 (90)
後藤 理恵
1'02''15 (190)
25''00 (217)

高杉 綾
1'30''33 (243)
24''45 (203)
細川 恵理
1'29''35 (230)
25''17 (221)
小林 佐知子
1'32''16 (272)
27''28 (290)
神保 誠
1'33''01 (282)
23''26 (148)
丹沢 崇
1'28''39 (213)
22''08 (100)
佐野 茂之
1'34''50 (296)
24''33 (193)
三井 友里恵
1'29''26 (228)
24''53 (208)
鈴木 貞雄
1'31''59 (266)
22''16 (104)
鈴木 常夫
1'26''02 (178)
22''40 (119)
壷井 隼人
1'33''26 (287)
29''15 (318)
高橋 亜衣子
1'33''33 (288)
28''18 (302)
桃原 万友美
1'33''10 (285)
25''07 (217)
小笠原 千絵
1'37''21 (311)
27''19 (289)
嶋田 佳恵
1'31''25 (253)
25''50 (248)
吉澤 裕子
1'31''26 (255)
28''18 (302)
森村 隆行
1'32''14 (271)
25''40 (243)
小口 和宏
1'32''18 (273)
28''22 (305)
伊 龍雲
1'26''32 (184)
24''00 (164)
田中 美希
1'34''48 (294)
30''50 (325)
内藤 つかさ
1'30''00 (236)
27''45 (295)

村上 正剛
1'55''56 (261)
25''23 (253)
永井 邦子
1'55''59 (262)
26''24 (277)
本木 英司
1'56''06 (263)
23''50 (209)
小高 妃登美
1'56''06 (264)
23''05 (173)
渡邉 まり子
1'56''07 (265)
27''28 (303)
三田村 直樹
1'56''09 (266)
21''19 (99)
祐田 雅美
1'56''36 (267)
27''10 (293)
木村 巧一
1'56''48 (268)
24''49 (239)
萩原 淳
1'56''51 (269)
30''49 (330)
鈴木 康太郎
1'56''52 (270)
23''26 (193)
堀越 一孝
1'56''54 (271)
23''21 (187)
平原 道靖
1'56''54 (272)
23''44 (202)
田村 元
1'57''00 (273)
19''39 (39)
新鹿 達也
1'57''04 (274)
25''39 (260)
中尾 優
1'57''05 (275)
25''39 (260)
蓮 真奈美
1'57''07 (276)
24''53 (243)
大内 正樹
1'57''09 (277)
24''51 (241)
松永 ナナエ
1'57''09 (278)
30''37 (329)
早田 龍一郎
1'57''19 (279)
22''31 (145)
Joseph Tame
1'57''24 (280)
27''24 (300)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

281

1797 港北高OB会ネコ

1'57''30

282

1760 ミポと愉快な仲間達

1'57''33

283

1715 チームストイック

1'57''36

284

1586 NITCO-3

1'57''41

285

1662 お好きにどうぞ。

1'57''43

286

1718 チームのり

1'57''44

287

1614 SHIBU

1'57''52

288

1762 ミリオンズD

1'58''01

289

1833 竹中土木－２

1'58''17

290

1627 TEAM YCU URO

1'58''30

291

1700 チームＡ

1'58''42

292

1509 ★マーグズ★

1'59''07

293

1728 チーム古老肉

1'59''16

294

1589 ＮＫ応援隊

1'59''17

295

1745 なべしょースターズ

1'59''25

296

1669 がんばろう東北Ｃ

1'59''34

297

1735 チップラーズ

2'00''01

298

1682 じぶらるた３

2'00''15

299

1565 KCC UNITED B

2'00''38

300

1615 SJC

2'00''46

第1区

第2区

第3区

第4区

佐々木 信義
0'41''19 (278)
41''19 (278)
佐々木 義和
0'38''11 (199)
38''11 (199)
小川 達也
0'40''28 (259)
40''28 (259)
跡部 太郎
0'35''05 (106)
35''05 (106)
寒河江 正志
0'41''35 (283)
41''35 (283)
大熊 たかつぐ
0'37''25 (189)
37''25 (189)
伊藤 充彦
0'41''12 (276)
41''12 (276)
林 浩平
0'36''07 (138)
36''07 (138)
齋藤 美智雄
0'48''45 (332)
48''45 (332)
大竹 慎二
0'41''33 (281)
41''33 (281)
渡辺 純一
0'40''57 (267)
40''57 (267)
保谷 朋子
0'44''06 (317)
44''06 (317)
菅原 幸博
0'38''49 (216)
38''49 (216)
肥後 真一
0'37''22 (187)
37''22 (187)
善波 昌次
0'45''46 (321)
45''46 (321)
黒澤 恭平
0'38''18 (202)
38''18 (202)
萩原 利之
0'40''29 (260)
40''29 (260)
中村 脩介
0'41''10 (274)
41''10 (274)
桑原 寛
0'43''30 (310)
43''30 (310)
佐々木 高志
0'45''49 (323)
45''49 (323)

河村 雅之
1'06''30 (267)
25''11 (220)
米田 雅彦
1'02''28 (191)
24''17 (190)
勝山 絵美
1'04''47 (228)
24''19 (193)
白石 享
1'04''58 (236)
29''53 (320)
中島 聡美
1'07''31 (281)
25''56 (239)
小田 亜矢子
1'06''49 (274)
29''24 (313)
伊藤 りょう子
1'10''26 (307)
29''14 (311)
淵脇 敏行
0'58''34 (115)
22''27 (112)
西岡 成
1'10''50 (311)
22''05 (99)
松嶋 麻衣子
1'10''29 (308)
28''56 (308)
井元 誉朗
1'04''38 (227)
23''41 (162)
小島 ひろみ
1'08''00 (289)
23''54 (171)
柄澤 紀
1'12''03 (321)
33''14 (332)
竹田 紀子
1'04''32 (224)
27''10 (279)
西潟 真
1'11''10 (314)
25''24 (227)
山本 明祥
1'05''44 (255)
27''26 (287)
山崎 潤子
1'09''52 (302)
29''23 (312)
田中 彰子
1'08''10 (291)
27''00 (275)
嶋貫 勝則
1'05''00 (239)
21''30 (77)
高瀬 由里子
1'13''11 (326)
27''22 (283)

合志 ともみ
1'38''08 (313)
31''38 (327)
猪尾 裕利
1'27''01 (191)
24''33 (193)
十文字 未佳
1'32''01 (267)
27''14 (285)
石川 大介
1'30''39 (245)
25''41 (244)
村上 かおり
1'32''13 (269)
24''42 (200)
三井 容子
1'33''09 (284)
26''20 (265)
篠田 和泰
1'34''50 (295)
24''24 (187)
田中 直斗
1'30''40 (246)
32''06 (328)
落合 正美
1'38''27 (314)
27''37 (293)
蓼沼 知之
1'32''44 (279)
22''15 (103)
米山 真太郎
1'30''14 (239)
25''36 (236)
桑田 文子
1'37''11 (309)
29''11 (315)
奥津 智之
1'36''55 (306)
24''52 (206)
真弓 めぐみ
1'32''53 (280)
28''21 (304)
髙橋 恭平
1'34''17 (291)
23''07 (133)
会田 佳史
1'28''09 (207)
22''25 (110)
山﨑 修治
1'32''27 (276)
22''35 (114)
村上 恵太
1'31''44 (260)
23''34 (154)
関口 舞
1'35''57 (303)
30''57 (326)
森 久仁子
1'36''38 (305)
23''27 (149)

合志 朝日出
1'57''30 (281)
19''22 (26)
米野 美穂
1'57''33 (282)
30''32 (328)
岡 千尋
1'57''36 (283)
25''35 (259)
藤浪 芳愛
1'57''41 (284)
27''02 (289)
山田 直人
1'57''43 (285)
25''30 (254)
田中 皆
1'57''44 (286)
24''35 (232)
渋谷 雅巳
1'57''52 (287)
23''02 (171)
山根 麻里
1'58''01 (288)
27''21 (298)
渡邉 宏明
1'58''17 (289)
19''50 (43)
坂田 綾子
1'58''30 (290)
25''46 (264)
三宅 鈴香
1'58''42 (291)
28''28 (312)
桑田 義徳
1'59''07 (292)
21''56 (120)
山野 雅也
1'59''16 (293)
22''21 (138)
真弓 政彦
1'59''17 (294)
26''24 (277)
松本 奈津子
1'59''25 (295)
25''08 (247)
熊谷 有紗
1'59''34 (296)
31''25 (331)
吉野 美幸
2'00''01 (297)
27''34 (305)
村田 佳織
2'00''15 (298)
28''31 (314)
青柳 佐和子
2'00''38 (299)
24''41 (234)
関 菜穂子
2'00''46 (300)
24''08 (217)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

301

1530 DERMAdeGO

2'00''52

302

1717 チームたまみん

2'01''04

303

1665 カラオケ部

2'01''07

304

1547 GfK－Ｅ

2'01''23

305

1820 走れ！いっずんＡ

2'01''28

306

1814 新潮マハル

2'01''33

307

1504 ★CCO４★

2'01''34

308

1596 QPRC-F

2'01''37

309

1854 NSAA雪組

2'01''56

310

1656 エポック クマ

2'02''33

311

1554 GOKI-GEN-G

2'02''43

312

1791 横濱★群星

2'02''51

313

1607 runrun駅伝部G

2'02''51

314

1732 チーム走”る

2'03''04

315

1827 走会リターンズ

2'03''27

316

1840 特攻禅坊主B

2'03''33

317

1668 がんばろう東北Ｂ

2'04''09

318

1815 深津女学院

2'04''19

319

1657 エポック ハリネズミ

2'04''22

320

1787 荏原看護B

2'04''24

第1区

第2区

第3区

第4区

中川 修一
0'41''47 (289)
41''47 (289)
橋村 敏樹
0'39''05 (222)
39''05 (222)
荒川 祐治
0'39''57 (242)
39''57 (242)
小笠原 学
0'46''17 (326)
46''17 (326)
矢ヶ部 陽一
0'40''25 (256)
40''25 (256)
庄司 英里
0'43''57 (315)
43''57 (315)
関口 慶一
0'39''39 (232)
39''39 (232)
長岡 猛
0'43''32 (312)
43''32 (312)
夏井 正康
0'46''10 (325)
46''10 (325)
菅沼 裕一
0'41''48 (290)
41''48 (290)
臼井 伸夫
0'46''19 (327)
46''19 (327)
山城 智恵美
0'46''21 (328)
46''21 (328)
引地 海
0'40''51 (264)
40''51 (264)
松本 伸也
0'45''13 (319)
45''13 (319)
鈴木 哲哉
0'44''02 (316)
44''02 (316)
山田 久美子
0'42''07 (295)
42''07 (295)
福村 英俊
0'45''55 (324)
45''55 (324)
塚田 英樹
0'33''54 (72)
33''54 (72)
川島 悟
0'38''22 (204)
38''22 (204)
植木 和宏
0'43''07 (307)
43''07 (307)

伊藤 めぐみ
1'10''06 (305)
28''19 (301)
山本 珠美
1'07''20 (279)
28''15 (300)
久保 裕子
1'12''02 (320)
32''05 (329)
濱多 真紀
1'13''59 (328)
27''42 (290)
小田 実佳
1'08''58 (297)
28''33 (303)
乙川 由佳
1'16''45 (332)
32''48 (331)
竹内 秀徳
1'16''48 (333)
37''09 (334)
茅根 卓也
1'07''29 (280)
23''57 (173)
白鳥 砂由美
1'10''56 (312)
24''46 (208)
真田 恵美子
1'11''27 (318)
29''39 (316)
宮原 美波子
1'11''15 (315)
24''56 (215)
長澤 徹雄
1'08''44 (293)
22''23 (108)
千原 暁子
1'10''37 (309)
29''46 (319)
小杉 清子
1'08''52 (295)
23''39 (159)
鈴木 祐子
1'11''24 (317)
27''22 (283)
古溪 理哉
1'09''29 (298)
27''22 (283)
安藤 由香
1'12''25 (322)
26''30 (261)
深津 麻里
1'06''14 (264)
32''20 (330)
土屋 千尋
1'14''53 (330)
36''31 (333)
植木 芳江
1'10''46 (310)
27''39 (288)

青木 有加里
1'36''21 (304)
26''15 (262)
縣 裕美
1'31''55 (264)
24''35 (197)
長島 朋弘
1'37''20 (310)
25''18 (223)
杉森 美奈
1'41''57 (329)
27''58 (299)
加藤 ゆき
1'34''21 (292)
25''23 (225)
長谷山 真理子
1'40''59 (325)
24''14 (180)
中山 縁
1'38''42 (318)
21''54 (88)
川村 淳子
1'34''38 (293)
27''09 (282)
斉藤 恵美子
1'37''08 (307)
26''12 (259)
成田 健
1'37''41 (312)
26''14 (261)
松岡 亨
1'35''36 (302)
24''21 (184)
佐藤 絵里子
1'39''21 (321)
30''37 (324)
久保田 隆之
1'39''06 (319)
28''29 (308)
川村 拓
1'35''20 (300)
26''28 (270)
本島 洋子
1'39''55 (322)
28''31 (309)
中村 智博
1'35''05 (297)
25''36 (236)
長内 和人
1'37''10 (308)
24''45 (203)
井深 淑
1'41''33 (327)
35''19 (333)
佐藤 隆
1'40''39 (324)
25''46 (246)
管長 敬子
1'40''02 (323)
29''16 (320)

櫻井 理規
2'00''52 (301)
24''31 (230)
吉田 由布子
2'01''04 (302)
29''09 (318)
岡崎 好恵
2'01''07 (303)
23''47 (207)
田口 邦明
2'01''23 (304)
19''26 (31)
小田 昭
2'01''28 (305)
27''07 (291)
古浦 郁
2'01''33 (306)
20''34 (74)
河内 武志
2'01''34 (307)
22''52 (165)
小田 景子
2'01''37 (308)
26''59 (285)
末田 正博
2'01''56 (309)
24''48 (237)
田村 幸子
2'02''33 (310)
24''52 (242)
斉藤 貴恵
2'02''43 (311)
27''07 (291)
小泉 航
2'02''51 (312)
23''30 (194)
柳詰 ゆか
2'02''51 (313)
23''45 (204)
塚越 一美
2'03''04 (314)
27''44 (308)
別府 正和
2'03''27 (315)
23''32 (197)
和賀 紳城
2'03''33 (316)
28''28 (312)
大川原 扶
2'04''09 (317)
26''59 (285)
星野 弘和
2'04''19 (318)
22''46 (160)
前 美里
2'04''22 (319)
23''43 (201)
小林 美和
2'04''24 (320)
24''22 (226)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

記録

321

1750 ノリノリナオチカ

2'04''27

322

1853 NSAA星組

2'04''28

323

1548 GOKI-GEN-A

2'04''52

324

1788 荏原看護C

2'05''18

325

1636 WLR 混成チーム

2'05''57

326

1708 チームＴＡＩＴＯ

2'07''16

327

1813 新横駅伝部

2'07''29

328

1680 じぶらるた１

2'07''38

329

1736 チャンス！Ａチーム

2'07''41

330

1754 ファンタローズ

2'08''33

331

1524 Ｃｏｏｌ Ｂｌａｃｋ

2'09''44

332

1521 ATORIE

2'09''48

333

1687 しろくまＢ

2'11''09

334

1670 がんばろう東北Ｄ

2'14''16

欠場

1793 倶楽部ＳＯＳ

欠場

1792 下田市役所

欠場

1637 YBSG

欠場

1851 チーム787

欠場

1571 ＫＯ堀江駅伝部

欠場

1635 Ｖ－ファミリー

第1区

第2区

第3区

第4区

泉 直樹
0'36''51 (168)
36''51 (168)
豊島 綾子
0'46''21 (329)
46''21 (329)
稲村 篤
0'40''14 (250)
40''14 (250)
佐藤 茂好
0'40''54 (265)
40''54 (265)
山下 智憲
0'41''06 (270)
41''06 (270)
酒井 康裕
0'43''49 (313)
43''49 (313)
竹村 啓
0'42''09 (297)
42''09 (297)
中島 麻紀子
0'46''54 (330)
46''54 (330)
佐々木 泰輔
0'41''20 (279)
41''20 (279)
左近充 亘
0'48''19 (331)
48''19 (331)
内田 弾
0'45''35 (320)
45''35 (320)
新谷 謙一
0'53''24 (334)
53''24 (334)
浅井 達也
0'41''21 (280)
41''21 (280)
萱沼 正義
0'50''59 (333)
50''59 (333)
名高 義彦

影山 千花
1'07''02 (276)
30''11 (323)
加藤 美穂
1'12''52 (325)
26''31 (263)
岩崎 布充子
1'05''03 (241)
24''49 (210)
佐藤 加奈
1'09''35 (299)
28''41 (307)
杉原 万起
1'12''41 (323)
31''35 (328)
佐藤 陽子
1'11''35 (319)
27''46 (293)
栃尾 亜由子
1'08''44 (294)
26''35 (267)
後藤 教雄
1'13''57 (327)
27''03 (276)
長井 和可子
1'11''00 (313)
29''40 (317)
宮地 靖子
1'16''39 (331)
28''20 (302)
今井 康隆
1'12''48 (324)
27''13 (280)
山﨑 正弘
1'21''19 (334)
27''55 (296)
岩井 梨沙
1'11''19 (316)
29''58 (321)
増田 耕太
1'14''20 (329)
23''21 (148)
濱口 剛

川津 のり
1'39''08 (320)
32''06 (328)
木村 重治
1'42''26 (330)
29''34 (322)
甘利 裕邦
1'30''20 (241)
25''17 (221)
鈴木 貴子
1'38''36 (316)
29''01 (314)
伊野部 竜太
1'41''52 (328)
29''11 (315)
山下 薫
1'44''18 (332)
32''43 (331)
近藤 淳奈
1'35''15 (299)
26''31 (274)
石田 浩和
1'38''39 (317)
24''42 (200)
佐渡 さつき
1'38''32 (315)
27''32 (292)
斎藤 圭
1'41''33 (326)
24''54 (210)
島田 嘉久
1'35''10 (298)
22''22 (107)
佐々木 雅哉
1'44''02 (331)
22''43 (122)
児玉 枝里
1'46''37 (334)
35''18 (332)
木村 有杏
1'44''39 (333)
30''19 (323)
西川 力

日野 典明
2'04''27 (321)
25''19 (252)
井上 邦夫
2'04''28 (322)
22''02 (122)
佐久間 裕子
2'04''52 (323)
34''32 (333)
江畑 紀子
2'05''18 (324)
26''42 (279)
三宅 孝
2'05''57 (325)
24''05 (216)
熊島 真理
2'07''16 (326)
22''58 (167)
田中 雅彦
2'07''29 (327)
32''14 (332)
田村 梨奈
2'07''38 (328)
28''59 (317)
佐々木 和枝
2'07''41 (329)
29''09 (318)
鈴木 知明
2'08''33 (330)
27''00 (288)
間宮 翠子
2'09''44 (331)
34''34 (334)
田中 末子
2'09''48 (332)
25''46 (264)
木下 功子
2'11''09 (333)
24''32 (231)
井神 聡志
2'14''16 (334)
29''37 (323)
橋本 祐莉

稲葉 元紀

清野 智絵

小澤 かおり

藤井 数仁

五味 貴広

野島 充子

五味 いずみ

野島 倫之

森田 恭平

森井 郁貴

山里 あや子

山里 哲

一条 智行

吉田 依里子

松野 雅充

松野 真知子

三浦 哲弥

三浦 うらら

武笠 まどか

武笠 文則

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 混成
順位

No.

チーム名

欠場

1536 ＦＳＮ Ｋ

欠場

1716 チームせんと

記録

第1区

第2区

第3区

第4区

今尾 康冶

白神 淳子

豊嶋 一朗

西田 哲也

加地 英一郎

佐々木 高志

臼井 紀彦

高瀬 由里子

