上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

1

287 東海大学

1'10''19

2

164 チームでちゃぽ!!!

1'10''50

3

306 明大同好会

1'10''55

4

035 ＪＲ東海Ａ

1'12''31

5

027 Fukase走友会B

1'13''43

6

017 EDA-1st★

1'14''03

7

245 三浦ＲＣ

1'14''26

8

258 青山学院高等部A

1'16''19

9

128 クリーンバードA

1'16''21

10

081 vague

1'17''06

11

113 オクテオンＡＣ

1'17''30

12

183 トルネード

1'17''34

13

288 東京電機大学

1'19''03

14

152 ダンディズム

1'19''34

15

218 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾊﾞｰｽﾞ

1'19''35

16

036 ＪＲ東海Ｂ

1'19''50

17

018 EDA-2nd★

1'19''59

18

198 ほろよい

1'20''21

19

066 TDU-AC

1'20''27

20

259 青山学院高等部B

1'20''34

第1区
福地 紘貴
0'26''24 (11)
26''24 (11)
山崎 馨
0'25''25 (2)
25''25 (2)
小林 太一
0'25''32 (5)
25''32 (5)
渡辺 龍太郎
0'26''15 (9)
26''15 (9)
下里 雄喜
0'26''22 (10)
26''22 (10)
吉仲 光
0'25''26 (4)
25''26 (4)
田島 優也
0'26''47 (14)
26''47 (14)
荻間 英樹
0'27''56 (24)
27''56 (24)
木村 充
0'25''51 (7)
25''51 (7)
斉藤 弘幸
0'25''49 (6)
25''49 (6)
高橋 幸二
0'25''21 (1)
25''21 (1)
山下 善幸
0'28''28 (29)
28''28 (29)
山川 政人
0'30''20 (45)
30''20 (45)
丸山 潤一郎
0'27''52 (23)
27''52 (23)
志賀 勇太
0'28''25 (28)
28''25 (28)
成田 裕一
0'29''18 (37)
29''18 (37)
尾引 孝成
0'28''17 (27)
28''17 (27)
岩野 峻也
0'25''26 (3)
25''26 (3)
平本 哲郎
0'30''03 (44)
30''03 (44)
和田 涼也
0'28''53 (32)
28''53 (32)

第2区
松川 太郎
0'41''45
15''21
吹切 洋平
0'40''52
15''27
冨田 靖寛
0'40''58
15''26
関戸 雄大
0'41''57
15''42
青山 来夢
0'42''47
16''25
田貝 英明
0'41''35
16''09
藤本 星夜
0'41''52
15''05
竹村 宗矩
0'44''19
16''23
福良 朝樹
0'41''51
16''00
黒岩 明広
0'44''46
18''57
北川 司
0'42''43
17''22
池内 喜郎
0'45''31
17''03
齋藤 開
0'46''37
16''17
檀 蜜隼
0'45''16
17''24
新井 祐輝
0'46''04
17''39
加藤 義幸
0'46''36
17''18
比嘉 満
0'45''26
17''09
中西 翔
0'43''34
18''08
保田 規彰
0'46''56
16''53
福徳 海貴
0'45''30
16''37

(4)
(2)
(1)
(4)
(2)
(3)
(7)
(5)
(9)
(11)
(3)
(7)
(6)
(1)
(14)
(10)
(5)
(6)
(15)
(52)
(8)
(27)
(21)
(20)
(28)
(9)
(16)
(28)
(25)
(31)
(27)
(25)
(18)
(23)
(11)
(38)
(33)
(18)
(20)
(15)

第3区

第4区

尾崎 貴宣
0'56''32 (3)
14''47 (1)
福田 仁
0'56''13 (2)
15''21 (3)
工藤 優
0'56''13 (1)
15''15 (2)
柏原 健太
0'57''28 (4)
15''31 (4)
武田 健太
0'59''44 (8)
16''57 (10)
細野 松宏
0'57''48 (5)
16''13 (7)
吉田 寿紀
0'58''51 (6)
16''59 (13)
大嶋 航平
1'01''16 (10)
16''57 (10)
梅原 岳
0'59''59 (9)
18''08 (35)
中山 陽右
1'01''57 (12)
17''11 (16)
松田 裕道
0'59''08 (7)
16''25 (8)
京極 剛
1'01''36 (11)
16''05 (5)
渡辺 将太
1'02''47 (16)
16''10 (6)
熊木 一元
1'03''45 (21)
18''29 (37)
斉藤 紀之
1'03''16 (20)
17''12 (17)
山崎 歩実
1'04''34 (23)
17''58 (30)
山本 貴政
1'02''57 (17)
17''31 (22)
小菅 悠嗣
1'02''25 (14)
18''51 (45)
金子 大二郎
1'05''00 (28)
18''04 (32)
藪崎 宏介
1'04''02 (22)
18''32 (39)

清水 大
1'10''19 (1)
13''47 (1)
峯崎 雄也
1'10''50 (2)
14''37 (3)
蒲澤 悠貴
1'10''55 (3)
14''42 (4)
黒坂 将仁
1'12''31 (4)
15''03 (6)
小出 健一郎
1'13''43 (5)
13''59 (2)
山本 慶浩
1'14''03 (6)
16''15 (20)
堀池 倫生
1'14''26 (7)
15''35 (12)
松本 浩輔
1'16''19 (8)
15''03 (6)
竹内 一男
1'16''21 (9)
16''22 (24)
大野 大
1'17''06 (10)
15''09 (8)
福本 純平
1'17''30 (11)
18''22 (65)
小田切 芳春
1'17''34 (12)
15''58 (16)
神本 賢吾
1'19''03 (13)
16''16 (21)
貝瀬 啓太
1'19''34 (14)
15''49 (13)
木下 弘隆
1'19''35 (15)
16''19 (22)
渡辺 裕之
1'19''50 (16)
15''16 (9)
安藤 地平
1'19''59 (17)
17''02 (35)
山本 悠
1'20''21 (18)
17''56 (55)
向井 惇祐
1'20''27 (19)
15''27 (11)
小泉 泰介
1'20''34 (20)
16''32 (28)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

21

071 The走好会

1'20''36

22

126 グラスルーツＡＣＡ

1'20''48

23

284 渡部

1'21''11

24

145 シュールなおっちゃん

1'21''20

25

227 茅ヶ崎市役所

1'21''37

26

292 藤王子ファイターズ

1'21''46

27

097 アーバンダッシュ

1'21''47

28

213 ライラック治療院

1'22''04

29

319 ザ・スペースU

1'22''36

30

253 食べ頃男子

1'23''09

31

076 TR2EC-A

1'23''31

32

112 オクテオンＡＣ

1'23''32

33

020 ERC湘南A

1'23''33

34

061 R－ランナーズＡ

1'24''04

35

297 麦酒倶楽部＠飲み放題

1'24''15

36

238 県立金井高校

1'24''36

37

006 AMS

1'25''08

38

091 ＹＡＰ３

1'26''09

39

269 大塚サンタ

1'26''24

40

093 YNU TRI（B）

1'26''34

第1区
今泉 考敦
0'27''14
27''14
藤澤 広明
0'26''30
26''30
品田 大地
0'27''16
27''16
岸川 貴彦
0'27''12
27''12
荻原 大輔
0'27''59
27''59
井上 真悟
0'27''23
27''23
新井 弘道
0'29''11
29''11
小川 徹
0'26''06
26''06
上野 雅和
0'31''13
31''13
宇田 圭甫
0'28''36
28''36
立川 強
0'30''03
30''03
松本 浩
0'26''40
26''40
穂刈 聡
0'30''50
30''50
小林 啓人
0'28''48
28''48
伊藤 誠治
0'31''26
31''26
前原 喬介
0'28''53
28''53
高柳 尚樹
0'29''40
29''40
大月 健人
0'29''25
29''25
加藤 剛史
0'27''59
27''59
上原 征大
0'31''11
31''11

(17)
(17)
(12)
(12)
(18)
(18)
(16)
(16)
(26)
(26)
(19)
(19)
(36)
(36)
(8)
(8)
(61)
(61)
(30)
(30)
(43)
(43)
(13)
(13)
(53)
(53)
(31)
(31)
(67)
(67)
(34)
(34)
(40)
(40)
(38)
(38)
(25)
(25)
(60)
(60)

第2区

第3区

第4区

今村 健斗
0'45''30 (19)
18''16 (41)
大高 一彰
0'44''18 (13)
17''48 (33)
三獄 恵介
0'44''07 (12)
16''51 (17)
杉山 拓洋
0'47''42 (36)
20''30 (88)
橋村 和雄
0'45''43 (23)
17''44 (32)
下島 龍
0'45''17 (17)
17''54 (35)
坂口 享
0'45''47 (24)
16''36 (14)
斉藤 寛也
0'45''38 (22)
19''32 (62)
伊藤 敦
0'47''25 (35)
16''12 (8)
遠藤 貴志
0'49''34 (47)
20''58 (109)
岩屋 良明
0'48''15 (40)
18''12 (39)
福士 和俊
0'43''06 (10)
16''26 (12)
山崎 智和
0'48''46 (43)
17''56 (36)
濱松 健太
0'48''01 (37)
19''13 (56)
三代 武志
0'50''03 (53)
18''37 (46)
鈴木 千尋
0'49''57 (51)
21''04 (116)
佐藤 勝太
0'46''42 (29)
17''02 (19)
太田 研二
0'48''13 (39)
18''48 (49)
大塚 勇平
0'48''10 (38)
20''11 (78)
小菅 雄太郎
0'49''29 (46)
18''18 (42)

太田 義之
1'03''13 (19)
17''43 (25)
高橋 直也
1'04''37 (24)
20''19 (82)
渡部 潤一
1'02''13 (13)
18''06 (34)
丸山 雄大
1'05''00 (27)
17''18 (18)
森 弘明
1'04''44 (26)
19''01 (46)
門脇 良介
1'05''20 (30)
20''03 (75)
細谷 康太
1'03''05 (18)
17''18 (18)
梶谷 義之
1'02''43 (15)
17''05 (14)
滝口 直之
1'05''11 (29)
17''46 (27)
広沢 直樹
1'06''59 (33)
17''25 (20)
平野 遼
1'05''40 (31)
17''25 (20)
宮原 武也
1'07''08 (35)
24''02 (224)
榎本 浩之
1'07''02 (34)
18''16 (36)
野本 雅由
1'07''29 (37)
19''28 (58)
山本 和宏
1'07''41 (38)
17''38 (24)
岡本 道晴
1'06''54 (32)
16''57 (10)
石田 正
1'04''43 (25)
18''01 (31)
鈴木 章浩
1'07''29 (36)
19''16 (54)
長崎 隆志
1'08''19 (41)
20''09 (77)
三島 将太
1'09''03 (44)
19''34 (62)

根本 健史
1'20''36 (21)
17''23 (43)
根岸 修
1'20''48 (22)
16''11 (18)
利光 芳明
1'21''11 (23)
18''58 (83)
安藤 誠
1'21''20 (24)
16''20 (23)
三橋 浩之
1'21''37 (25)
16''53 (33)
野崎 亨介
1'21''46 (26)
16''26 (26)
長嶋 雅人
1'21''47 (27)
18''42 (76)
小室 雅俊
1'22''04 (28)
19''21 (99)
相馬 大輔
1'22''36 (29)
17''25 (44)
佐原 和真
1'23''09 (30)
16''10 (17)
古山 誠
1'23''31 (31)
17''51 (52)
加川 淳
1'23''32 (32)
16''24 (25)
佐々木 清孝
1'23''33 (33)
16''31 (27)
高須 紀樹
1'24''04 (34)
16''35 (30)
佐藤 大
1'24''15 (35)
16''34 (29)
奈良 崇宏
1'24''36 (36)
17''42 (51)
武藤 哲
1'25''08 (37)
20''25 (136)
須賀 朋也
1'26''09 (38)
18''40 (75)
中本 龍臣
1'26''24 (39)
18''05 (58)
奥村 大樹
1'26''34 (40)
17''31 (50)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

41

121 ぐすくドリーム

1'26''34

42

151 タクト２

1'26''36

43

184 ナイスガイ

1'26''37

44

019 EDA-3rd★

1'26''41

45

325 ＥＰＯ小田原

1'27''16

46

148 ストーンキッズA

1'28''02

47

092 YNU TRI（A）

1'28''23

48

072 TMEIC京浜A

1'28''26

49

141 ザッキーJAPON

1'28''29

50

037 ＪＲ東海Ｃ

1'29''12

51

302 富士登山隊

1'29''13

52

077 TR2EC-B

1'29''21

53

234 京急新町乗務Ｂ

1'29''31

54

171 チーム全員三十路

1'29''32

55

014 CFFC陸上部A

1'29''48

56

127 グラスルーツＡＣＢ

1'29''54

57

129 クリーンバードB

1'30''02

58

232 気仙沼っ子

1'30''03

59

004 3MRC-4

1'30''03

60

090 ＹＡＰ２

1'30''10

第1区

第2区

第3区

第4区

天野 恵一郎
0'33''56 (121)
33''56 (121)
鈴木 隆之
0'28''55 (35)
28''55 (35)
水野 泰宏
0'31''50 (73)
31''50 (73)
河原 孝尚
0'31''14 (62)
31''14 (62)
水口 直俊
0'27''25 (20)
27''25 (20)
川村 孝司
0'27''29 (21)
27''29 (21)
板倉 正昂
0'31''10 (59)
31''10 (59)
高﨑 光
0'33''10 (101)
33''10 (101)
篠崎 宏樹
0'28''53 (33)
28''53 (33)
安田 亮
0'32''25 (84)
32''25 (84)
大塚 研輔
0'32''19 (82)
32''19 (82)
高田 政治
0'31''21 (64)
31''21 (64)
油科 和樹
0'32''39 (89)
32''39 (89)
二平 修一
0'31''43 (70)
31''43 (70)
間宮 敬之
0'33''45 (116)
33''45 (116)
末木 克明
0'30''46 (51)
30''46 (51)
臼井 知樹
0'33''11 (102)
33''11 (102)
行場 忠宏
0'33''21 (105)
33''21 (105)
細川 博文
0'31''03 (55)
31''03 (55)
岩浅 好徳
0'29''37 (39)
29''37 (39)

唐澤 明良
0'51''49 (67)
17''53 (34)
日比野 和基
0'46''05 (26)
17''10 (24)
望月 皓平
0'48''32 (42)
16''42 (16)
坂巻 圭一
0'48''21 (41)
17''07 (22)
三木 勝
0'49''15 (45)
21''50 (151)
入江 哲郎
0'48''56 (44)
21''27 (130)
大神田 航平
0'50''29 (55)
19''19 (58)
稲田 貴博
0'51''24 (64)
18''14 (40)
伊勢 瑛
0'49''34 (48)
20''41 (90)
太田 代篤
0'50''52 (58)
18''27 (43)
古屋 裕樹
0'52''36 (75)
20''17 (82)
中尾 善文
0'51''19 (62)
19''58 (73)
川田 健司
0'52''04 (73)
19''25 (60)
土田 健一
0'51''54 (69)
20''11 (78)
長見 哲
0'53''32 (87)
19''47 (69)
八島 道夫
0'52''25 (74)
21''39 (140)
井元 慎介
0'53''37 (89)
20''26 (86)
境 孝洋
0'49''50 (50)
16''29 (13)
西阪 雅司
0'51''17 (60)
20''14 (80)
加藤 真吾
0'46''56 (32)
17''19 (26)

下元 寛之
1'08''14 (40)
16''25 (8)
斉藤 吉則
1'09''57 (49)
23''52 (216)
神宮司 拡
1'09''28 (46)
20''56 (103)
尾引 徹朗
1'10''52 (55)
22''31 (166)
小林 亮介
1'10''03 (50)
20''48 (97)
舘内 直人
1'10''33 (52)
21''37 (128)
川島 卓
1'09''39 (47)
19''10 (50)
岸園 康平
1'10''07 (51)
18''43 (41)
佐野 優
1'08''04 (39)
18''30 (38)
高野 篤
1'08''43 (42)
17''51 (28)
輿水 努
1'12''22 (68)
19''46 (68)
中野 洋佑
1'10''52 (54)
19''33 (60)
猪俣 正章
1'09''39 (48)
17''35 (23)
加藤 正樹
1'11''02 (60)
19''08 (48)
前田 登士郎
1'12''39 (69)
19''07 (47)
櫛田 伸一郎
1'15''00 (90)
22''35 (170)
岡本 和寿
1'12''54 (71)
19''17 (56)
東谷 徹
1'10''58 (57)
21''08 (113)
フレミング ロバ
1'11''00 (59)
19''43 (67)
遠藤 拓郎
1'08''46 (43)
21''50 (138)

柿沼 直人
1'26''34 (41)
18''20 (64)
後藤 祐太
1'26''36 (42)
16''39 (31)
内田 大輔
1'26''37 (43)
17''09 (38)
尾引 孝成
1'26''41 (44)
15''49 (13)
中村 鷹勝
1'27''16 (45)
17''13 (40)
駒井 浩
1'28''02 (46)
17''29 (46)
鈴木 凌河
1'28''23 (47)
18''44 (78)
古川 真陽
1'28''26 (48)
18''19 (63)
吉川 昂希
1'28''29 (49)
20''25 (136)
大西 厚
1'29''12 (50)
20''29 (141)
金井 太郎
1'29''13 (51)
16''51 (32)
鈴木 和宏
1'29''21 (52)
18''29 (68)
吉良 雅彦
1'29''31 (53)
19''52 (117)
加藤 英樹
1'29''32 (54)
18''30 (69)
金井 信一
1'29''48 (55)
17''09 (38)
門田 和雄
1'29''54 (56)
14''54 (5)
菊名 やすたか
1'30''02 (57)
17''08 (37)
佐藤 悠司
1'30''03 (58)
19''05 (89)
中嶋 智史
1'30''03 (59)
19''03 (87)
篠田 祐輔
1'30''10 (60)
21''24 (175)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

61

118 グースネック１

1'30''16

62

261 川崎大師平間寺

1'30''18

63

324 ＹＳＫ ４８

1'30''21

64

246 山手漫遊会

1'30''23

65

214 ラオウAC

1'30''36

66

285 東亜石油

1'30''36

67

138 コウゲイA

1'30''42

68

119 グースネック２

1'31''19

69

069 Team.K

1'31''21

70

120 グーチョップファイツ

1'31''21

71

031 ＨＩＳＯＬチームＡ

1'31''24

72

237 権太坂駅伝部男子

1'31''32

73

007 ANKYOUマサキングズ

1'31''49

74

223 駅伝ジャック A

1'32''05

75

255 新横浜駅伝部

1'32''22

76

165 チームボウサイ

1'32''51

77

172 チーム日精1号

1'32''57

78

058 PT走務部

1'33''05

79

130 クリーンバードC

1'33''07

80

256 新吉田Mクラブ

1'33''09

第1区

第2区

第3区

第4区

田中 邦彦
0'34''21 (134)
34''21 (134)
寺田 信哉
0'26''54 (15)
26''54 (15)
土居 知哉
0'36''27 (184)
36''27 (184)
開元 敏郎
0'31''08 (57)
31''08 (57)
澤内 尚也
0'29''51 (42)
29''51 (42)
田中 徹
0'30''46 (52)
30''46 (52)
妻沼 翔平
0'33''50 (118)
33''50 (118)
山田 拓朗
0'33''44 (115)
33''44 (115)
小林 歩
0'31''08 (58)
31''08 (58)
斉藤 優太
0'32''30 (85)
32''30 (85)
葛西 康介
0'30''45 (50)
30''45 (50)
佐藤 史親
0'30''52 (54)
30''52 (54)
関川 透
0'32''11 (76)
32''11 (76)
石井 達朗
0'32''06 (75)
32''06 (75)
上野 大輔
0'33''02 (94)
33''02 (94)
細野 大将
0'31''49 (72)
31''49 (72)
畑中 大地
0'32''57 (91)
32''57 (91)
国枝 敬司
0'35''22 (155)
35''22 (155)
四ツ柳 浩
0'33''09 (100)
33''09 (100)
小池 征宏
0'33''02 (95)
33''02 (95)

豊島 裕
0'55''03 (105)
20''42 (91)
志田 佳隆
0'47''01 (34)
20''07 (76)
前田 武
0'56''53 (133)
20''26 (86)
野沢 俊
0'51''18 (61)
20''10 (77)
浅野 拓弥
0'46''55 (31)
17''04 (21)
村上 力
0'51''20 (63)
20''34 (89)
田中 康裕
0'51''27 (65)
17''37 (30)
冷水 雄一
0'53''37 (90)
19''53 (72)
小林 強
0'49''44 (49)
18''36 (45)
佐々木 渉
0'54''21 (97)
21''51 (152)
菅野 大介
0'53''35 (88)
22''50 (190)
永井 智裕
0'53''32 (86)
22''40 (181)
大日 聡明
0'51''58 (72)
19''47 (69)
弓達 健一
0'51''55 (70)
19''49 (71)
篠原 勇一郎
0'56''39 (127)
23''37 (214)
武内 秀幸
0'50''39 (56)
18''50 (51)
林 健太郎
0'53''39 (91)
20''42 (91)
福屋 友紀
0'54''54 (102)
19''32 (62)
山崎 直樹
0'54''15 (96)
21''06 (117)
山口 裕太
0'54''50 (101)
21''48 (149)

大堀 真希
1'12''12 (66)
17''09 (15)
佐藤 隆元
1'09''11 (45)
22''10 (149)
前田 柊
1'14''58 (89)
18''05 (33)
岡見 弘彦
1'11''52 (62)
20''34 (89)
浅野 浩司
1'13''06 (75)
26''11 (274)
小石 救馬
1'13''39 (81)
22''19 (156)
高久 智瑛
1'13''13 (77)
21''46 (135)
吉田 尚平
1'12''17 (67)
18''40 (40)
小林 義昭
1'10''59 (58)
21''15 (117)
市川 智也
1'13''30 (80)
19''09 (49)
武蔵 一弘
1'12''51 (70)
19''16 (54)
服部 哲平
1'11''17 (61)
17''45 (26)
菅野 雄一
1'12''00 (63)
20''02 (74)
反中 才
1'12''07 (64)
20''12 (78)
織附 朋寿
1'16''09 (100)
19''30 (59)
酒井 孝徳
1'13''23 (79)
22''44 (175)
堀口 大輔
1'13''16 (78)
19''37 (63)
小林 慶太
1'14''35 (87)
19''41 (66)
林 幸宏
1'13''05 (74)
18''50 (43)
高田 慶太
1'13''40 (82)
18''50 (43)

河西 大輔
1'30''16 (61)
18''04 (57)
藤田 裕丘
1'30''18 (62)
21''07 (169)
大竹 雄介
1'30''21 (63)
15''23 (10)
飯塚 精一
1'30''23 (64)
18''31 (71)
木下 孝祐
1'30''36 (65)
17''30 (49)
安岡 卓
1'30''36 (66)
16''57 (34)
飯村 周平
1'30''42 (67)
17''29 (46)
得能 郷太
1'31''19 (68)
19''02 (85)
小林 渉
1'31''21 (69)
20''22 (135)
藤島 真
1'31''21 (70)
17''51 (52)
安田 洋一
1'31''24 (71)
18''33 (72)
大塚 正喜
1'31''32 (72)
20''15 (131)
本田 将樹
1'31''49 (73)
19''49 (116)
七條 隆充
1'32''05 (74)
19''58 (121)
関山 健蔵
1'32''22 (75)
16''13 (19)
秦 杏介
1'32''51 (76)
19''28 (101)
高野 友宏
1'32''57 (77)
19''41 (112)
佐藤 俊之
1'33''05 (78)
18''30 (69)
早田 浩之
1'33''07 (79)
20''02 (126)
村田 直
1'33''09 (80)
19''29 (103)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

81

220 一関高専陸上部

1'34''02

82

149 たくちゃんず

1'34''05

83

221 一人ぼっちのゆうま

1'34''07

84

206 メガハマサンデー

1'34''11

85

089 ＹＡＰ１

1'34''46

86

038 ＪＲ東海Ｄ

1'34''55

87

139 ゴールドシップ

1'34''55

88

243 財会人

1'35''00

89

045 MASTER

1'35''26

90

082 VISA

1'35''31

91

039 ＪＲ東海Ｅ

1'35''48

92

080 UNS-1

1'35''58

93

104 うまびー会

1'35''58

94

001 〒PRC

1'36''11

95

298 麦酒倶楽部＠天

1'36''13

96

040 ＪＲ東海Ｆ

1'36''18

97

321 上町陸上競技部

1'36''25

98

161 チームぐすくイケメン

1'36''41

99

060 RUNHOLICK

1'36''46

079 TuTuSun's

1'36''46

100

第1区

第2区

第3区

第4区

佐々木 文人
0'31''08 (56)
31''08 (56)
藤本 淳太
0'30''25 (47)
30''25 (47)
志村 誠
0'35''45 (161)
35''45 (161)
安永 昌史
0'33''17 (103)
33''17 (103)
石川 雄
0'27''44 (22)
27''44 (22)
大森 正志
0'32''16 (80)
32''16 (80)
高橋 達
0'30''42 (48)
30''42 (48)
後藤 守
0'32''31 (86)
32''31 (86)
横山 拓
0'34''29 (136)
34''29 (136)
高田 祥平
0'34''07 (126)
34''07 (126)
伊郷 恵次
0'34''47 (143)
34''47 (143)
建脇 俊一
0'32''19 (81)
32''19 (81)
小野 敦弘
0'36''13 (174)
36''13 (174)
岩崎 英洋
0'33''34 (109)
33''34 (109)
土橋 清二
0'38''01 (221)
38''01 (221)
増田 幸司
0'31''22 (65)
31''22 (65)
太田 浩三郎
0'31''28 (68)
31''28 (68)
児林 昇
0'33''57 (122)
33''57 (122)
堀 義和
0'30''20 (46)
30''20 (46)
千葉 建人
0'36''19 (175)
36''19 (175)

小岩 一弘
0'50''20 (54)
19''12 (55)
伊藤 正規
0'50''01 (52)
19''36 (64)
伊藤 喜信
0'56''48 (130)
21''03 (115)
光田 貴洋
0'55''21 (107)
22''04 (162)
望月 祥弘
0'46''47 (30)
19''03 (53)
山田 健吾
0'52''58 (81)
20''42 (91)
野中 謙佑
0'52''39 (76)
21''57 (157)
堀 亨輔
0'55''27 (110)
22''56 (193)
吉田 渉
0'55''25 (109)
20''56 (105)
伊達 毅
0'55''53 (114)
21''46 (147)
上月 隆史
0'52''52 (80)
18''05 (37)
太田 有彦
0'53''52 (94)
21''33 (135)
小川 朋康
0'55''55 (115)
19''42 (66)
阿部 卓也
0'54''30 (98)
20''56 (105)
武井 正徳
0'58''48 (168)
20''47 (98)
鈴木 峰夫
0'50''53 (59)
19''31 (61)
太田宗一郎
0'50''49 (57)
19''21 (59)
森 泰樹
0'58''25 (157)
24''28 (238)
丸山 浩輝
0'52''49 (78)
22''29 (175)
及川 征大
0'57''16 (138)
20''57 (107)

小野寺 元気
1'10''57 (56)
20''37 (91)
牧野 元和
1'13''04 (73)
23''03 (186)
海老沢 祐貴
1'17''01 (108)
20''13 (79)
藤田 潮
1'16''42 (104)
21''21 (121)
鈴木 健太
1'12''09 (65)
25''22 (258)
小池 英徳
1'14''05 (85)
21''07 (112)
酒瀬川 裕一
1'14''16 (86)
21''37 (128)
池田 卓
1'15''20 (94)
19''53 (71)
亀井 庄治
1'15''39 (98)
20''14 (80)
下崎 貴史
1'16''26 (101)
20''33 (88)
山田 導治
1'13''53 (83)
21''01 (105)
本原 寛之
1'13''02 (72)
19''10 (50)
芹沢 洋
1'15''28 (95)
19''33 (60)
神林 祐輔
1'16''43 (105)
22''13 (154)
吉村 貴志
1'17''31 (111)
18''43 (41)
宮地 英作
1'10''40 (53)
19''47 (69)
清水 基文
1'15''35 (97)
24''46 (248)
福原 大介
1'19''21 (139)
20''56 (103)
上光 秀明
1'17''40 (114)
24''51 (249)
大森 康晴
1'18''40 (129)
21''24 (123)

宍戸 仁志
1'34''02 (81)
23''05 (229)
古川 拓
1'34''05 (82)
21''01 (163)
熊谷 勇磨
1'34''07 (83)
17''06 (36)
星野 由行
1'34''11 (84)
17''29 (46)
平本 雅
1'34''46 (85)
22''37 (215)
小川 隆昭
1'34''55 (86)
20''50 (156)
藤田 淳郎
1'34''55 (87)
20''39 (147)
佐藤 次男
1'35''00 (88)
19''40 (111)
小林 大輔
1'35''26 (89)
19''47 (115)
竹内 彰
1'35''31 (90)
19''05 (89)
松浦 茂
1'35''48 (91)
21''55 (187)
清水 敬祐
1'35''58 (92)
22''56 (224)
小池 勉
1'35''58 (93)
20''30 (142)
永井 暁
1'36''11 (94)
19''28 (101)
吉田 淳
1'36''13 (95)
18''42 (76)
木村 優二
1'36''18 (96)
25''38 (280)
齊藤 貴満
1'36''25 (97)
20''50 (156)
西谷 啓
1'36''41 (98)
17''20 (42)
中田 和希
1'36''46 (99)
19''06 (91)
高橋 怜央
1'36''46 (100)
18''06 (59)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

101

108 エビーナ①

1'36''47

102

166 チームろくもん

1'36''56

103

320 NSAAチーム４の字

1'37''03

104

125 ぐでんぐでん

1'37''07

105

025 ＦＣｂｏｓｓ韋駄天

1'37''16

106

105 うまびー会

1'37''19

107

182 トリコロール

1'37''28

108

003 3MRC-3

1'37''34

109

062 SSK48-F

1'37''40

110

318 科研ﾌｧﾝﾗﾝ

1'37''41

111

239 元高ＯＢ＋ミワコング

1'37''44

112

023 ＦＣｂｏｓｓＴＯＢＹ

1'37''47

113

015 CFFC陸上部選抜

1'37''54

114

154 チームBABAⅢ

1'37''57

115

132 くりおやじＢ

1'38''04

116

316 ﾜｶｸｻｰｽﾞ

1'38''06

117

252 湘南ダッシュM

1'38''16

118

240 港北高校10期50歳

1'38''18

119

054 ONEBLOWS

1'38''20

120

140 ご割愛いたします。

1'38''22

第1区

第2区

第3区

第4区

野呂 一輝
0'31''51 (74)
31''51 (74)
腰塚 章弘
0'32''35 (88)
32''35 (88)
辻 慶雄
0'33''05 (98)
33''05 (98)
大木 宏志
0'35''35 (159)
35''35 (159)
楠本 徹
0'31''18 (63)
31''18 (63)
栗原 誉紀
0'35''20 (154)
35''20 (154)
澤正 浩
0'31''42 (69)
31''42 (69)
武田 光
0'30''43 (49)
30''43 (49)
藤田 浩史
0'33''58 (123)
33''58 (123)
吉田 和生
0'37''21 (207)
37''21 (207)
吉野 俊行
0'33''05 (97)
33''05 (97)
竹内 聡
0'33''02 (93)
33''02 (93)
金井 鉄馬
0'31''48 (71)
31''48 (71)
大舘 俊明
0'33''33 (108)
33''33 (108)
村井 雄一
0'34''40 (140)
34''40 (140)
木村晃也
0'34''12 (130)
34''12 (130)
高橋 真人
0'31''26 (66)
31''26 (66)
鳥山 昂平
0'32''14 (78)
32''14 (78)
下宮 幸志郎
0'33''05 (99)
33''05 (99)
堀内 大輔
0'36''02 (170)
36''02 (170)

飛松 将和
0'51''57 (71)
20''06 (75)
村上 準
0'52''52 (79)
20''17 (82)
小林 久進
0'53''59 (95)
20''54 (102)
吉田 憲司
0'56''49 (131)
21''14 (124)
中川 真
0'53''00 (82)
21''42 (144)
原 直樹
0'58''01 (150)
22''41 (183)
藤田 啓介
0'55''02 (104)
23''20 (203)
中村 達也
0'51''32 (66)
20''49 (99)
樋口 典利
0'56''27 (123)
22''29 (175)
大谷 一平
0'58''27 (159)
21''06 (117)
松本 貢一
0'58''22 (156)
25''17 (257)
鬼武 孝充
0'53''06 (84)
20''04 (74)
田上 雄一郎
0'53''41 (92)
21''53 (153)
川村 享由
0'54''32 (99)
20''59 (110)
兼田 浩信
0'56''08 (119)
21''28 (131)
野上啓介
0'55''47 (113)
21''35 (137)
木村 希己
0'53''04 (83)
21''38 (139)
實川 文克
0'55''32 (111)
23''18 (201)
高橋 直弘
0'51''52 (68)
18''47 (48)
田中 悠一朗
0'58''46 (166)
22''44 (186)

山本 英之
1'14''02 (84)
22''05 (147)
志澤 洋史
1'14''55 (88)
22''03 (144)
井上 邦夫
1'16''03 (99)
22''04 (146)
山本 健蔵
1'17''34 (113)
20''45 (94)
加藤 健太
1'15''19 (93)
22''19 (156)
谷 勇人
1'19''06 (136)
21''05 (111)
餌取 大輔
1'18''37 (128)
23''35 (204)
海老 原康
1'17''17 (110)
25''45 (266)
早田 龍一郎
1'17''01 (107)
20''34 (89)
古川 明彦
1'19''41 (143)
21''14 (114)
難波 剛治
1'19''16 (138)
20''54 (102)
武田 直人
1'18''15 (122)
25''09 (253)
室井 大作
1'17''49 (116)
24''08 (227)
中川 良悦
1'15''34 (96)
21''02 (107)
江口 勤
1'18''05 (118)
21''57 (141)
河村好一
1'16''36 (103)
20''49 (99)
斎藤 秀樹
1'19''26 (140)
26''22 (275)
鳥山 義昭
1'17''16 (109)
21''44 (133)
梶 慶彦
1'13''07 (76)
21''15 (117)
松浪 寛
1'19''49 (146)
21''03 (109)

前島 誠
1'36''47 (101)
22''45 (217)
柏木 勲
1'36''56 (102)
22''01 (193)
辻本 文樹
1'37''03 (103)
21''00 (162)
下畑 吉史
1'37''07 (104)
19''33 (107)
谷地 健太郎
1'37''16 (105)
21''57 (188)
諏訪部 達也
1'37''19 (106)
18''13 (62)
河野 哲也
1'37''28 (107)
18''51 (80)
榊原 章吾
1'37''34 (108)
20''17 (133)
岡 伸夫
1'37''40 (109)
20''39 (147)
畑 芳幸
1'37''41 (110)
18''00 (56)
永嶋 崇史
1'37''44 (111)
18''28 (67)
山本 博人
1'37''47 (112)
19''32 (105)
飯澤 寛
1'37''54 (113)
20''05 (127)
馬場 公光
1'37''57 (114)
22''23 (208)
村上 公一
1'38''04 (115)
19''59 (122)
渡辺友希
1'38''06 (116)
21''30 (177)
酒井 孝治
1'38''16 (117)
18''50 (79)
佐々木 信義
1'38''18 (118)
21''02 (164)
曽我部 紀之
1'38''20 (119)
25''13 (273)
井上 正一郎
1'38''22 (120)
18''33 (72)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

121

016 DDMN

1'38''22

122

065 TBKOB

1'38''26

123

300 板東えいど～！

1'38''42

124

157 チームYS競走部

1'38''54

125

124 ぐでんぐでん

1'38''55

126

021 ERC湘南B

1'39''15

127

110 エレクトラン

1'39''28

128

266 打倒名糖様は多摩ゼロ

1'39''30

129

216 らん・ｉｎｇ Ｂ

1'39''32

130

024 FCｂｏｓｓビタンＤ

1'39''33

131

275 竹中土木-3

1'39''40

132

059 RING

1'39''54

133

204 みらい創造

1'39''59

134

064 SSK48-M

1'40''16

135

012 ＢＬＵＥ ＷＩＮＳ

1'40''23

136

041 ＪＲ東海Ｈ

1'40''40

137

273 竹中土木-1

1'40''43

138

115 ガモウＢ

1'40''47

139

195 べろんべろん

1'40''50

140

299 発注マスタ

1'40''55

第1区

第2区

第3区

第4区

池崎 大輔
0'35''50 (163)
35''50 (163)
楢木野 英樹
0'34''29 (135)
34''29 (135)
大倉 光彦
0'33''46 (117)
33''46 (117)
谷口 浩崇
0'37''09 (204)
37''09 (204)
鷹見 怜
0'35''01 (147)
35''01 (147)
大槻 芳紀
0'38''00 (220)
38''00 (220)
大隈 新介
0'34''41 (141)
34''41 (141)
笠井 宗幸
0'35''34 (157)
35''34 (157)
岡田 弘造
0'35''57 (167)
35''57 (167)
有座 久人
0'36''41 (188)
36''41 (188)
渡辺 宏明
0'35''54 (165)
35''54 (165)
川俣 明
0'34''21 (133)
34''21 (133)
橋田 和浩
0'38''41 (232)
38''41 (232)
元木 尚希
0'29''41 (41)
29''41 (41)
栫 正明
0'36''50 (194)
36''50 (194)
加藤 雅崇
0'32''34 (87)
32''34 (87)
石戸 瑞穂
0'34''54 (144)
34''54 (144)
鈴木 暁史
0'32''41 (90)
32''41 (90)
納所 和正
0'35''45 (160)
35''45 (160)
陣内 孝輔
0'36''21 (176)
36''21 (176)

遠山 野歩人
0'57''22 (139)
21''32 (134)
秋本 公雄
0'57''46 (146)
23''17 (199)
板東 雄二郎
0'55''04 (106)
21''18 (127)
塔ヶ﨑 亮弘
0'57''51 (147)
20''42 (91)
松井 啓介
0'55''56 (116)
20''55 (104)
鈴木 信一朗
0'59''15 (174)
21''15 (125)
田中 啓介
0'54''55 (103)
20''14 (80)
井手 誠
0'57''27 (142)
21''53 (153)
中村 和弘
0'57''06 (135)
21''09 (121)
小山 顕司
0'57''24 (140)
20''43 (95)
小山 次郎
0'56''37 (126)
20''43 (95)
山梨 裕希
0'56''35 (125)
22''14 (165)
鈴木 英樹
0'59''33 (181)
20''52 (101)
田邉 啓一郎
0'53''28 (85)
23''47 (222)
時田 博行
1'00''08 (196)
23''18 (201)
伊東 成樹
0'57''10 (136)
24''36 (243)
原子 央
0'57''28 (143)
22''34 (178)
吉泉 佑哉
0'54''42 (100)
22''01 (159)
方京 智昭
0'59''11 (172)
23''26 (208)
長田 充弘
0'58''35 (162)
22''14 (165)

石川 正道
1'19''07 (137)
21''45 (134)
豊村 達也
1'18''29 (127)
20''43 (93)
中澤 壽弘
1'16''59 (106)
21''55 (140)
原田 祐也
1'19''39 (142)
21''48 (137)
山森 俊明
1'18''05 (117)
22''09 (148)
久野 和之
1'18''27 (125)
19''12 (52)
河上 祥平
1'16''31 (102)
21''36 (127)
和田 崇哉
1'17''46 (115)
20''19 (82)
近沢 可大
1'20''39 (153)
23''33 (201)
内田 裕介
1'22''20 (180)
24''56 (250)
篠塚 誠
1'18''48 (131)
22''11 (151)
森出 広行
1'19''55 (148)
23''20 (196)
冨所 広明
1'22''07 (174)
22''34 (169)
神前 佳直
1'15''01 (91)
21''33 (125)
根岸 亨
1'22''57 (194)
22''49 (178)
渡辺 哲
1'21''40 (167)
24''30 (241)
畑 和宏
1'18''14 (119)
20''46 (95)
黒田 晃
1'18''28 (126)
23''46 (211)
稲葉 健太
1'20''12 (150)
21''01 (105)
飛田 博一
1'21''49 (170)
23''14 (193)

桑澤 大輔
1'38''22 (121)
19''15 (94)
南雲 富男
1'38''26 (122)
19''57 (120)
田中 修一
1'38''42 (123)
21''43 (184)
伊藤 広
1'38''54 (124)
19''15 (94)
西垣 真
1'38''55 (125)
20''50 (156)
柄沢 賢志
1'39''15 (126)
20''48 (154)
猪俣 誠基
1'39''28 (127)
22''57 (225)
吉田 嘉文
1'39''30 (128)
21''44 (185)
石塚 清孝
1'39''32 (129)
18''53 (81)
沢登 祐介
1'39''33 (130)
17''13 (40)
西岡 成
1'39''40 (131)
20''52 (159)
石井 亜土
1'39''54 (132)
19''59 (122)
葛西 未来
1'39''59 (133)
17''52 (54)
森川 雅浩
1'40''16 (134)
25''15 (274)
須藤 一嘉
1'40''23 (135)
17''26 (45)
百々 昌平
1'40''40 (136)
19''00 (84)
佐々木 達郎
1'40''43 (137)
22''29 (212)
堺 康弘
1'40''47 (138)
22''19 (205)
宮佐 英紀
1'40''50 (139)
20''38 (146)
岡部 明
1'40''55 (140)
19''06 (91)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

141

235 桐蔭おだせん１

1'41''01

142

197 ぽくぽくぽく

1'41''03

143

276 長下一生

1'41''10

144

233 京急新町乗務Ａ

1'41''24

145

073 TMEIC京浜B

1'41''27

146

271 第三・横新チーム

1'41''32

147

178 とりあえず生4つ

1'41''47

148

055 OSN48

1'41''59

149

087 VRCみずほ

1'42''02

150

179 ドリームキッズ1

1'42''03

151

313 霊長類最強良平

1'42''10

152

111 エンビジョン㈱

1'42''16

153

135 クロエB

1'42''16

154

034 IRC Aチーム

1'42''16

155

163 チームゼロ災

1'42''21

156

096 YY

1'42''29

157

317 ﾘﾊﾞﾃｨｰｽﾞ

1'42''29

158

224 駅伝ジャック B

1'42''37

159

207 メガ盛り研究部

1'42''39

160

289 東京龍舟

1'42''41

第1区

第2区

第3区

第4区

秋田 宏行
0'39''27 (244)
39''27 (244)
中島 知春
0'36''10 (173)
36''10 (173)
渡邉 薫生
0'32''15 (79)
32''15 (79)
小熊 祐樹
0'34''09 (127)
34''09 (127)
楳田 段
0'36''22 (178)
36''22 (178)
岡本 大輝
0'35''09 (151)
35''09 (151)
塩崎 尚之
0'33''43 (113)
33''43 (113)
佐藤 篤志
0'37''07 (203)
37''07 (203)
根本 真人
0'39''45 (252)
39''45 (252)
皿井 志一郎
0'36''07 (172)
36''07 (172)
井上 輝哉
0'36''36 (187)
36''36 (187)
中野 大輔
0'36''49 (193)
36''49 (193)
田邉 敏史
0'37''37 (210)
37''37 (210)
風間 洋二
0'35''54 (166)
35''54 (166)
関 英之
0'33''31 (106)
33''31 (106)
横山 雄樹
0'38''39 (231)
38''39 (231)
岡田 陽平
0'36''52 (196)
36''52 (196)
梶山 健志
0'37''44 (212)
37''44 (212)
山内 一洋
0'39''25 (242)
39''25 (242)
神田 健次
0'38''29 (227)
38''29 (227)

野田 治男
1'00''21 (200)
20''54 (102)
永江 怜
0'58''18 (154)
22''08 (164)
齋藤 一也
0'53''49 (93)
21''34 (136)
北嶋 哲雄
0'55''44 (112)
21''35 (137)
津田 敏宏
1'00''26 (202)
24''04 (230)
今福 和也
0'59''21 (178)
24''12 (235)
松ヶ崎 裕也
0'57''34 (145)
23''51 (225)
近田 健二
1'00''30 (205)
23''23 (205)
高木 英明
1'02''10 (236)
22''25 (172)
加藤 勲
0'59''40 (183)
23''33 (211)
大塚 洵
0'56''59 (134)
20''23 (85)
古富 武鹿
0'58''35 (161)
21''46 (147)
今井 大祐
1'01''27 (224)
23''50 (223)
喜多 剛志
0'59''15 (175)
23''21 (204)
田渕 史也
0'58''37 (163)
25''06 (251)
平賀 徹
1'00''22 (201)
21''43 (145)
安井 英己
0'57''52 (148)
21''00 (112)
郭 瀚尹
0'58''27 (158)
20''43 (95)
山川 博輝
1'00''33 (207)
21''08 (120)
小林 健二
0'57''10 (137)
18''41 (47)

角田 博昭
1'22''39 (187)
22''18 (155)
寺田 洋介
1'18''14 (120)
19''56 (72)
木下 達也
1'17''31 (112)
23''42 (207)
永井 拓実
1'18''50 (132)
23''06 (188)
宮田 正美
1'21''28 (165)
21''02 (107)
高島 広
1'22''14 (178)
22''53 (182)
曽根 俊一郎
1'21''29 (166)
23''55 (218)
鈴木 健一
1'19''45 (145)
19''15 (53)
奥園 賢治
1'26''09 (233)
23''59 (220)
板倉 直之
1'21''17 (159)
21''37 (128)
九乗 博俊
1'20''44 (154)
23''45 (210)
小野寺 一史
1'18''14 (121)
19''39 (64)
佐藤 淳史
1'23''38 (207)
22''11 (151)
並木 隆
1'22''45 (190)
23''30 (200)
江森 博史
1'22''38 (185)
24''01 (223)
甲斐 智和
1'21''26 (164)
21''04 (110)
斉藤 徹
1'22''56 (193)
25''04 (252)
奥田 崇夫
1'21''18 (160)
22''51 (179)
春日 均
1'21''20 (161)
20''47 (96)
穴原 信介
1'21''48 (169)
24''38 (246)

岸 俊介
1'41''01 (141)
18''22 (65)
粕谷 総一郎
1'41''03 (142)
22''49 (219)
長澤 健一
1'41''10 (143)
23''39 (237)
保坂 禎聡
1'41''24 (144)
22''34 (214)
七海 秀幸
1'41''27 (145)
19''59 (122)
上倉 勉
1'41''32 (146)
19''18 (96)
木村 翔太郎
1'41''47 (147)
20''18 (134)
村上 祐一朗
1'41''59 (148)
22''14 (198)
中澤 脩
1'42''02 (149)
15''53 (15)
深野 智之
1'42''03 (150)
20''46 (153)
斉藤 良平
1'42''10 (151)
21''26 (176)
安井 大剛
1'42''16 (152)
24''02 (251)
大森 伸也
1'42''16 (153)
18''38 (74)
越前谷 留偉
1'42''16 (154)
19''31 (104)
菊池 コウタ
1'42''21 (155)
19''43 (114)
関根 知則
1'42''29 (156)
21''03 (167)
酒井 寛司
1'42''29 (157)
19''33 (107)
山田 敬一朗
1'42''37 (158)
21''19 (173)
柳下 元
1'42''39 (159)
21''19 (173)
伊東 剛
1'42''41 (160)
20''53 (160)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

161

028 Ｆチョイス

1'42''43

162

307 目立ビジネス

1'42''45

163

191 ブストス

1'42''47

164

263 双葉ランニングのぞみ

1'42''48

165

122 ぐすくメガロス

1'42''50

166

032 ＨＩＳＯＬチームＢ

1'42''59

167

137 クロエD

1'43''04

168

185 ニコハマ

1'43''05

169

293 日本鉄鋼連盟Ａ

1'43''05

170

192 ブラックオバQ

1'43''07

171

134 クロエA

1'43''07

172

193 フリーバード

1'43''08

173

053 OBK－２

1'43''15

174

322 Quattro-K-

1'43''16

175

169 チーム鹿児島

1'43''29

176

268 大石会

1'43''31

177

117 ガモウＤ

1'43''33

178

176 チガレンクラブＢ

1'43''42

179

170 チーム小林６

1'43''48

180

083 VRCこだま

1'43''48

第1区

第2区

第3区

第4区

新澤 誠司
0'37''03 (199)
37''03 (199)
沢山 秀樹
0'40''36 (268)
40''36 (268)
村上 裕真
0'34''11 (128)
34''11 (128)
富原 淳
0'34''00 (125)
34''00 (125)
北村 地人
0'39''29 (245)
39''29 (245)
寺沢 浩和
0'36''41 (189)
36''41 (189)
高橋 佑太
0'34''17 (132)
34''17 (132)
浅野 喜昭
0'32''13 (77)
32''13 (77)
小林 裕幸
0'33''54 (120)
33''54 (120)
鈴木 建
0'35''59 (169)
35''59 (169)
中家 和宏
0'36''52 (195)
36''52 (195)
西田 潤
0'34''55 (145)
34''55 (145)
青木 路衣
0'37''24 (208)
37''24 (208)
鎌田 剛生
0'38''03 (222)
38''03 (222)
岩堀 浩司
0'34''35 (138)
34''35 (138)
渡辺 崇仁
0'35''03 (149)
35''03 (149)
大元 寛史
0'38''41 (233)
38''41 (233)
萩原 秀穂
0'33''59 (124)
33''59 (124)
代谷 正雄
0'38''50 (235)
38''50 (235)
武笠 文則
0'35''00 (146)
35''00 (146)

片桐 元宣
0'56''47 (129)
19''44 (67)
野嵜 智久
0'59''09 (170)
18''33 (44)
山田 剛徳
0'59''55 (188)
25''44 (269)
若林 学
0'52''48 (77)
18''48 (49)
中村 崇
1'00''28 (203)
20''59 (110)
盛井 恒男
1'00''05 (192)
23''24 (206)
笹本 幹
0'59''33 (180)
25''16 (255)
佐藤 和行
0'56''13 (120)
24''00 (227)
八木 隆義
0'56''32 (124)
22''38 (179)
石野 倫之
0'58''28 (160)
22''29 (175)
伊藤 久充
0'58''46 (167)
21''54 (155)
阿部 記志夫
0'55''57 (117)
21''02 (114)
鈴木 圭太
1'01''52 (231)
24''28 (238)
小林 千洋
0'59''22 (179)
21''19 (128)
丈達 浩章
0'56''16 (121)
21''41 (143)
重松 徹紀
0'57''57 (149)
22''54 (192)
越山 史貴
1'00''11 (197)
21''30 (132)
室橋 春樹
0'59''19 (177)
25''20 (259)
中島 祐一
1'01''15 (219)
22''25 (172)
清水 一
0'58''17 (153)
23''17 (199)

岩下 武史
1'20''33 (152)
23''46 (211)
木戸 智之
1'23''09 (198)
24''00 (221)
三栖 拓也
1'22''19 (179)
22''24 (160)
山野 嘉一
1'15''11 (92)
22''23 (159)
飯嶋 充
1'22''39 (186)
22''11 (151)
三角 晴好
1'23''06 (195)
23''01 (184)
米山 道憲
1'22''02 (173)
22''29 (164)
吉田 英章
1'21''24 (163)
25''11 (254)
土方 智博
1'20''20 (151)
23''48 (213)
榎本 将治
1'18''57 (133)
20''29 (87)
小山 貴史
1'23''25 (205)
24''39 (247)
礒野 秀夫
1'18''25 (124)
22''28 (163)
黒川 孝治
1'23''06 (196)
21''14 (114)
小林 健斗
1'23''10 (199)
23''48 (213)
高橋 義浩
1'19''49 (147)
23''33 (201)
松浦 大介
1'19''43 (144)
21''46 (135)
岡本 純
1'23''07 (197)
22''56 (183)
勝股 浩一
1'21''43 (168)
22''24 (160)
佐藤 敏明
1'23''17 (201)
22''02 (143)
沼波 永
1'18''42 (130)
20''25 (86)

表 敏晴
1'42''43 (161)
22''10 (196)
中野 恵実
1'42''45 (162)
19''36 (110)
青木 慎太郎
1'42''47 (163)
20''28 (140)
生沼 聡
1'42''48 (164)
27''37 (295)
井上 博之
1'42''50 (165)
20''11 (130)
小山田 正彦
1'42''59 (166)
19''53 (118)
薬師寺 輝史
1'43''04 (167)
21''02 (164)
富岡 修
1'43''05 (168)
21''41 (182)
関 信二
1'43''05 (169)
22''45 (217)
中島 智
1'43''07 (170)
24''10 (254)
森屋 均
1'43''07 (171)
19''42 (113)
加藤 寛
1'43''08 (172)
24''43 (266)
石原 洋平
1'43''15 (173)
20''09 (129)
小泉 直樹
1'43''16 (174)
20''06 (128)
平出 道典
1'43''29 (175)
23''40 (239)
大石 敏幸
1'43''31 (176)
23''48 (246)
熊田 正哉
1'43''33 (177)
20''26 (138)
鈴木 晴文
1'43''42 (178)
21''59 (190)
作間 裕史
1'43''48 (179)
20''31 (143)
藤野 翔一
1'43''48 (180)
25''06 (269)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

181

095 you遊C

1'43''49

182

303 本牧インパルス

1'43''58

183

153 チーム”Ｆ”

1'44''08

184

208 メジャーリーガーズ

1'44''13

185

212 ヨコソー駅伝部

1'44''14

186

168 チーム皇居LAN

1'44''21

187

133 クルクル会

1'44''28

188

311 有馬八丁目②

1'44''28

189

304 霧が丘ドリーマーズA

1'44''46

190

086 VRCひやく

1'44''50

191

143 シモフリーズ

1'44''50

192

063 SSK48-H

1'44''52

193

231 基盤マラソン会

1'44''56

194

013 Bustos

1'44''58

195

314 和泉ランナーズ

1'45''05

196

205 メイトウウンユ

1'45''15

197

147 スーパーサーチャーズ

1'45''22

198

046 MNMN

1'45''27

199

123 ぐてんぐてん

1'45''35

200

074 TMEIC京浜C

1'45''48

第1区

第2区

第3区

第4区

光野 正三
0'33''52 (119)
33''52 (119)
清水 智洋
0'37''01 (198)
37''01 (198)
松原 睦
0'37''54 (218)
37''54 (218)
種村 学
0'38''31 (229)
38''31 (229)
佐々木 博
0'36''45 (190)
36''45 (190)
武山 正純
0'38''50 (236)
38''50 (236)
久慈 淳
0'41''20 (272)
41''20 (272)
来栖 尚志
0'36''33 (186)
36''33 (186)
笹川 崇臣
0'38''19 (223)
38''19 (223)
鴻野 秀俊
0'32''58 (92)
32''58 (92)
八木沢 友彦
0'37''47 (213)
37''47 (213)
濱田 光記
0'34''17 (131)
34''17 (131)
安藤 亮平
0'33''40 (111)
33''40 (111)
佐藤 剛
0'39''40 (251)
39''40 (251)
鈴木 英一
0'33''05 (96)
33''05 (96)
山下 隆志
0'35''34 (158)
35''34 (158)
西川 寛
0'37''18 (206)
37''18 (206)
青井 真希
0'34''46 (142)
34''46 (142)
市川 達士
0'35''10 (152)
35''10 (152)
知久 勇輝
0'35''02 (148)
35''02 (148)

塩田 浩三
0'59''53 (187)
26''01 (273)
小川 秀明
0'59''52 (185)
22''51 (191)
辻 哲也
1'00''40 (209)
22''46 (188)
田中 俊一
1'00''47 (211)
22''16 (168)
笹本 善督
1'00''30 (204)
23''45 (220)
原口 覚史
1'00''53 (213)
22''03 (161)
濱田 征一
1'02''31 (242)
21''11 (123)
篠原 健史
1'00''07 (194)
23''34 (212)
中 博一
0'59''19 (176)
21''00 (112)
丸尾 宜二
0'56''22 (122)
23''24 (206)
古田 幸伸
0'57''31 (144)
19''44 (67)
阪部 一之
0'55''23 (108)
21''06 (117)
西澤 尚宏
0'57''24 (141)
23''44 (219)
三浦 慶大
1'05''02 (262)
25''22 (260)
松崎 泰貴
1'04''01 (255)
30''56 (300)
臼田 和生
0'58''38 (164)
23''04 (197)
石井 哲
0'59''42 (184)
22''24 (170)
日野 典明
1'00''17 (199)
25''31 (264)
菱川 輝信
0'58''21 (155)
23''11 (198)
菊地 剛
0'58''45 (165)
23''43 (218)

藤田 明日輝
1'22''33 (183)
22''40 (171)
金谷 貞憲
1'21''06 (157)
21''14 (114)
横井 愼也
1'21''57 (172)
21''17 (120)
白石 有佑
1'23''18 (202)
22''31 (166)
松本 直仁
1'20''50 (155)
20''20 (84)
加藤 貴
1'22''24 (181)
21''31 (124)
濵田 祐一
1'22''11 (176)
19''40 (65)
小畑 和仁
1'22''10 (175)
22''03 (144)
永野 圭佑
1'22''41 (188)
23''22 (198)
小川 修平
1'19''04 (135)
22''42 (174)
飛田 亮
1'18''24 (123)
20''53 (101)
高辻 正憲
1'19''59 (149)
24''36 (244)
中谷 拓也
1'18''59 (134)
21''35 (126)
加藤 成利
1'25''02 (218)
20''00 (73)
杉原 秀紀
1'24''49 (215)
20''48 (97)
団 俊貴
1'22''55 (192)
24''17 (231)
棟方 博英
1'23''23 (203)
23''41 (206)
渡正 光
1'26''08 (232)
25''51 (268)
赤坂 知哉
1'21''22 (162)
23''01 (184)
桜井 孝志
1'21''04 (156)
22''19 (156)

古澤 健二
1'43''49 (181)
21''16 (172)
宮崎 誠
1'43''58 (182)
22''52 (222)
木原 剛
1'44''08 (183)
22''11 (197)
藁科 崇
1'44''13 (184)
20''55 (161)
柳沢 篤久
1'44''14 (185)
23''24 (232)
樋山 英高
1'44''21 (186)
21''57 (188)
石川 琢也
1'44''28 (187)
22''17 (201)
大岡 弘幸
1'44''28 (188)
22''18 (202)
米山 嵩之
1'44''46 (189)
22''05 (195)
石堀 隆之
1'44''50 (190)
25''46 (282)
飯岡 一馬
1'44''50 (191)
26''26 (290)
高来 直光
1'44''52 (192)
24''53 (268)
山科 一文字
1'44''56 (193)
25''57 (285)
飯 和哉
1'44''58 (194)
19''56 (119)
浅村 信夫
1'45''05 (195)
20''16 (132)
別府 政澄
1'45''15 (196)
22''20 (206)
松田 高一
1'45''22 (197)
21''59 (190)
泉 直樹
1'45''27 (198)
19''19 (98)
池田 雅之
1'45''35 (199)
24''13 (255)
木下 雅博
1'45''48 (200)
24''44 (267)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

201

250 小太りカルテット

1'46''26

202

070 THE STANDARD

1'46''26

203

242 佐藤大学駅弁部

1'46''27

204

175 チガレンクラブＡ

1'46''36

205

215 らん・ｉｎｇ Ａ

1'46''45

206

150 タクト１

1'47''02

207

280 鳥居坂競争部C

1'47''07

208

247 四川餃子房

1'47''11

209

181 ドリームゲッツ3

1'47''16

210

249 小机中年探偵団

1'47''20

211

279 鳥居坂競争部B

1'47''21

212

022 ERC湘南D

1'47''23

213

244 笹沼クラブ

1'47''28

214

009 AVELCOTKH

1'47''29

215

219 阿羅漢四人衆

1'47''32

216

048 NUC-A

1'47''39

217

068 Ｔｅａｍ 中ジョッキ

1'47''40

218

189 ピーチャンズ

1'47''41

219

101 イタグレC

1'47''48

220

272 誕生日おめでとう川田

1'47''48

第1区

第2区

第3区

第4区

江下 尚
0'35''12 (153)
35''12 (153)
武内 洋介
0'35''59 (168)
35''59 (168)
中島 和敏
0'39''57 (255)
39''57 (255)
佐藤 公喜
0'33''40 (112)
33''40 (112)
若狭 諭
0'36''47 (192)
36''47 (192)
岩佐 祐介
0'38''24 (224)
38''24 (224)
花岡 健司
0'34''11 (129)
34''11 (129)
小川 雅宏
0'38''44 (234)
38''44 (234)
清水 裕貴
0'36''45 (191)
36''45 (191)
田中 淳
0'33''36 (110)
33''36 (110)
若井 勝廣
0'34''29 (137)
34''29 (137)
佐藤 貴志
0'37''50 (214)
37''50 (214)
茂原 敏嗣
0'33''19 (104)
33''19 (104)
鈴木 成和
0'36''56 (197)
36''56 (197)
櫻 修
0'39''18 (240)
39''18 (240)
渡辺 仁志
0'37''39 (211)
37''39 (211)
坂本 公一
0'37''16 (205)
37''16 (205)
高見 明
0'40''10 (260)
40''10 (260)
井口 恒志
0'38''26 (225)
38''26 (225)
石倉 毅
0'36''06 (171)
36''06 (171)

武藤 雅雄
0'56''43 (128)
21''31 (133)
角田 淳也
1'00''01 (191)
24''02 (228)
吉原 良平
1'02''25 (240)
22''28 (174)
安部 達也
1'02''43 (246)
29''03 (296)
木村 勇介
1'00''32 (206)
23''45 (220)
渡辺 誠
1'01''07 (218)
22''43 (185)
星野 一輝
0'56''51 (132)
22''40 (181)
小山 啓治
1'00''01 (190)
21''17 (126)
稲見 行弘
0'55''58 (118)
19''13 (56)
奥本 弘志
1'00''14 (198)
26''38 (279)
堀池 秀和
1'01''50 (230)
27''21 (284)
新名 浩
1'02''21 (239)
24''31 (240)
笹沼 大樹
1'02''20 (238)
29''01 (295)
髙梨 弘一
0'58''06 (151)
21''10 (122)
高橋 眞之助
1'03''25 (251)
24''07 (232)
佐藤 博志
1'01''21 (222)
23''42 (216)
津藤 直也
0'59''12 (173)
21''56 (156)
世安 志敏
1'02''49 (247)
22''39 (180)
小上 和訓
1'02''25 (241)
23''59 (226)
川田 純司
1'02''38 (245)
26''32 (278)

山城 新吾
1'19''29 (141)
22''46 (176)
荒井 直哉
1'22''41 (189)
22''40 (171)
飯島 康平
1'25''12 (219)
22''47 (177)
桐淵 嘉孝
1'27''03 (240)
24''20 (237)
尾野 智哉
1'28''37 (249)
28''05 (289)
石丸 径美
1'25''22 (220)
24''15 (229)
山村 光一
1'21''07 (158)
24''16 (230)
並木 良高
1'22''31 (182)
22''30 (165)
岡田 直哉
1'22''49 (191)
26''51 (283)
荒井 孝之
1'23''43 (208)
23''29 (199)
関川 哲明
1'21''57 (171)
20''07 (76)
笠間 大作
1'26''39 (236)
24''18 (233)
丸岡 直樹
1'22''12 (177)
19''52 (70)
川畑 大樹
1'25''28 (223)
27''22 (287)
松尾 裕
1'25''52 (228)
22''27 (162)
内村 和久
1'28''07 (247)
26''46 (281)
樋口 洋一郎
1'24''49 (216)
25''37 (263)
田島 光輝
1'26''39 (237)
23''50 (215)
中田 克繁
1'23''46 (209)
21''21 (121)
三輪 真也
1'25''30 (225)
22''52 (180)

安藤 アンディ
1'46''26 (201)
26''57 (292)
松田 順
1'46''26 (202)
23''45 (241)
佐藤 政洋
1'46''27 (203)
21''15 (171)
佐藤 隆
1'46''36 (204)
19''33 (107)
甲斐 有介
1'46''45 (205)
18''08 (60)
矢代 真樹
1'47''02 (206)
21''40 (180)
長友 重行
1'47''07 (207)
26''00 (286)
小甲 周平
1'47''11 (208)
24''40 (264)
小林 将之
1'47''16 (209)
24''27 (259)
梶原 啓嗣
1'47''20 (210)
23''37 (236)
横尾 龍一郎
1'47''21 (211)
25''24 (277)
麦島 幾雄
1'47''23 (212)
20''44 (152)
菊地 憲太郎
1'47''28 (213)
25''16 (275)
高橋 幹大
1'47''29 (214)
22''01 (193)
大羽 孝男
1'47''32 (215)
21''40 (180)
石部 直人
1'47''39 (216)
19''32 (105)
小柳 光広
1'47''40 (217)
22''51 (220)
奥川 善一
1'47''41 (218)
21''02 (164)
伏屋 篤史
1'47''48 (219)
24''02 (251)
樋口 健太郎
1'47''48 (220)
22''18 (202)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

221

094 you遊B

1'47''56

222

057 OYJ_08B

1'47''59

223

309 優進会館チーム立川

1'48''08

224

222 印刷のシュービ

1'48''18

225

155 チームJHK

1'48''23

226

251 小林兄弟

1'48''28

227

078 TRC

1'48''34

228

042 K１＆２

1'48''37

229

278 鳥居坂競争部A

1'48''59

230

283 通信１

1'49''02

231

005 ４番エース金子達人

1'49''07

232

190 ファルコンズ

1'49''08

233

265 村上走る会

1'49''13

234

203 マリサポ陸上部

1'49''23

235

067 team YCURO

1'49''24

236

011 Bagus! no cycle

1'49''26

237

177 トピー工業ＪＣ

1'49''28

238

201 マドロス１

1'49''32

239

200 マイド！

1'49''35

240

106 うろうろくらぶ

1'49''40

第1区

第2区

第3区

第4区

若林 久孝
0'36''30 (185)
36''30 (185)
北山 真敏
0'37''34 (209)
37''34 (209)
須田 英宏
0'42''26 (280)
42''26 (280)
渡部 光
0'41''18 (271)
41''18 (271)
藤代 慎二
0'37''51 (216)
37''51 (216)
相川 靖
0'35''08 (150)
35''08 (150)
淺川 弘也
0'36''26 (182)
36''26 (182)
細田 海人
0'37''06 (202)
37''06 (202)
蒲田 高士
0'39''37 (248)
39''37 (248)
福海 賢一郎
0'40''05 (258)
40''05 (258)
向 勲
0'32''20 (83)
32''20 (83)
久沢 弘太郎
0'40''03 (256)
40''03 (256)
石川 誠一
0'41''23 (275)
41''23 (275)
吉田 昭彦
0'40''26 (267)
40''26 (267)
森亘 平
0'38''29 (226)
38''29 (226)
土屋 雅史
0'37''52 (217)
37''52 (217)
池田 翔介
0'41''22 (273)
41''22 (273)
藤内 重光
0'40''19 (261)
40''19 (261)
長谷川 隆
0'39''40 (250)
39''40 (250)
大竹 慎二
0'39''52 (254)
39''52 (254)

菅原 庸介
1'01''46 (228)
25''16 (255)
宝満 政和
1'01''38 (225)
24''04 (230)
山本 一隆
1'06''29 (270)
24''03 (229)
渡部 兼太
0'58''51 (169)
17''33 (29)
笹野 幸司
1'01''27 (223)
23''36 (213)
清野 英則
1'03''27 (252)
28''19 (290)
北原 圭
1'00''08 (195)
23''42 (216)
山岡 知弘
0'59''52 (186)
22''46 (188)
檪本 健夫
1'02''01 (233)
22''24 (170)
桂 宏徳
1'02''20 (237)
22''15 (167)
金子 達人
1'02''33 (243)
30''13 (298)
今井 潤
1'02''03 (234)
22''00 (158)
村上 大介
1'08''46 (281)
27''23 (285)
門倉 良治
1'04''34 (258)
24''08 (233)
花井 孝宏
1'06''01 (267)
27''32 (286)
中島 悠太
1'00''51 (212)
22''59 (194)
中川 智成
1'01''44 (227)
20''22 (84)
小村 将広
1'03''01 (250)
22''42 (184)
関本 郁也
1'02''03 (235)
22''23 (169)
房安 秀生
1'05''09 (264)
25''17 (257)

矢澤 秀雄
1'27''29 (243)
25''43 (264)
白浜 誠
1'24''56 (217)
23''18 (195)
内田 明良
1'24''26 (212)
17''57 (29)
渡部 孝志
1'22''33 (184)
23''42 (207)
渡邉 彰規
1'24''08 (210)
22''41 (173)
村上 達志
1'27''57 (245)
24''30 (241)
高田 淳史
1'24''26 (213)
24''18 (233)
須田 洋行
1'23''25 (204)
23''33 (201)
糸井 政次
1'25''55 (229)
23''54 (217)
高木 智亮
1'26''20 (235)
24''00 (221)
小野 英司
1'23''12 (200)
20''39 (92)
菅原 知道
1'25''23 (221)
23''20 (196)
岩本 光昭
1'30''02 (263)
21''16 (119)
中村 和弘
1'29''57 (261)
25''23 (260)
高本 大路
1'28''53 (251)
22''52 (180)
梶本 謙次
1'25''28 (224)
24''37 (245)
早川 真也
1'25''41 (226)
23''57 (219)
小原 啓徳
1'27''03 (241)
24''02 (224)
栄山 英明
1'27''51 (244)
25''48 (267)
山中 弘行
1'24''32 (214)
19''23 (57)

喜多 埜裕明
1'47''56 (221)
20''27 (139)
大渕 正一郎
1'47''59 (222)
23''03 (226)
遠藤 正昭
1'48''08 (223)
23''42 (240)
渡部 誠幸
1'48''18 (224)
25''45 (281)
横山 直樹
1'48''23 (225)
24''15 (256)
佐藤 友紀
1'48''28 (226)
20''31 (143)
藤本 智也
1'48''34 (227)
24''08 (253)
菅田 洋亮
1'48''37 (228)
25''12 (272)
森山 仁嗣
1'48''59 (229)
23''04 (228)
丸尾 和廣
1'49''02 (230)
22''42 (216)
大類 真
1'49''07 (231)
25''55 (283)
甲田 拓也
1'49''08 (232)
23''45 (241)
松永 洋二
1'49''13 (233)
19''11 (93)
北見 知也
1'49''23 (234)
19''26 (100)
蓼沼 知之
1'49''24 (235)
20''31 (143)
當間 大地
1'49''26 (236)
23''58 (250)
小林 祐樹
1'49''28 (237)
23''47 (245)
宇都宮 弘
1'49''32 (238)
22''29 (212)
山内 雅博
1'49''35 (239)
21''44 (185)
槙山 和秀
1'49''40 (240)
25''08 (270)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

241

296 婆娑羅

1'50''17

242

159 チームイリソ

1'50''29

243

049 NUC-B

1'50''36

244

225 横横チーム

1'50''48

245

281 鳥居坂競争部D

1'51''01

246

282 鳥居坂競争部E

1'51''09

247

002 3MRC-2

1'51''21

248

114 ガモウＡ

1'51''37

249

194 ベジータ

1'51''42

250

084 VRCつばさ

1'51''52

251

173 チーム日精2号

1'51''52

252

131 くりおやじＡ

1'51''56

253

136 クロエC

1'52''01

254

144 じゃぱん

1'52''04

255

085 VRCはやて

1'52''15

256

202 まどろす２

1'52''15

257

156 チームN

1'52''21

258

043 KELKファースト

1'52''24

259

174 チーム猫バス

1'52''34

260

308 野球部

1'52''36

第1区

第2区

第3区

第4区

小口 昂雄
0'33''32 (107)
33''32 (107)
村松 昌倫
0'38''30 (228)
38''30 (228)
上杉 真之
0'39''07 (237)
39''07 (237)
猿渡 雅宏
0'36''25 (181)
36''25 (181)
木村 謙志
0'35''53 (164)
35''53 (164)
安部 猛彦
0'42''49 (284)
42''49 (284)
鳥飼 佳吾
0'37''51 (215)
37''51 (215)
安永 晋康
0'42''03 (278)
42''03 (278)
中山 正二
0'39''39 (249)
39''39 (249)
横森 智
0'40''07 (259)
40''07 (259)
安見 健太郎
0'36''21 (177)
36''21 (177)
森 弘
0'40''42 (269)
40''42 (269)
野島 佑介
0'40''46 (270)
40''46 (270)
半田 周
0'38''35 (230)
38''35 (230)
平井 徹
0'41''22 (274)
41''22 (274)
加納 一繁
0'39''32 (246)
39''32 (246)
深田 賢哉
0'36''24 (180)
36''24 (180)
一 皓文
0'37''55 (219)
37''55 (219)
藤尾 知道
0'33''44 (114)
33''44 (114)
山室 英俊
0'48''20 (297)
48''20 (297)

平野 広之
0'59''38 (182)
26''06 (274)
中村 聡
1'04''16 (256)
25''46 (270)
中川 宏
1'00''55 (215)
21''48 (149)
林 惇一
1'00''06 (193)
23''41 (215)
綿屋 芳隆
1'01''20 (221)
25''27 (262)
細野 千秋
1'07''24 (275)
24''35 (241)
岩岡 邦明
0'59''58 (189)
22''07 (163)
笠原 陽介
1'05''04 (263)
23''01 (195)
羽生 英文
1'01''19 (220)
21''40 (141)
横森 駿介
0'59''10 (171)
19''03 (53)
小野 丈治
1'00''42 (210)
24''21 (236)
甲斐 義浩
1'06''16 (268)
25''34 (265)
矢田 純登
1'08''02 (278)
27''16 (283)
佐藤 康彦
1'04''24 (257)
25''49 (272)
青柳 洋行
1'07''02 (272)
25''40 (267)
四元 弘樹
1'03''01 (249)
23''29 (209)
鈴木 博樹
1'01''00 (216)
24''36 (243)
小柳 茂
1'09''03 (284)
31''08 (302)
酒井 雅弘
1'02''37 (244)
28''53 (294)
杉山 拓志
1'09''17 (285)
20''57 (107)

久保 光証
1'25''48 (227)
26''10 (273)
小牧 稔
1'31''25 (273)
27''09 (285)
奥村 洋充
1'27''01 (239)
26''06 (270)
後藤 勇夫
1'25''27 (222)
25''21 (257)
篠原 利明
1'26''46 (238)
25''26 (262)
高橋 洋道
1'29''57 (262)
22''33 (168)
笹川 逸郎
1'29''05 (255)
29''07 (297)
栗田 冬馬
1'28''46 (250)
23''42 (207)
深瀬 和也
1'26''17 (234)
24''58 (251)
鈴木 孝弥
1'27''22 (242)
28''12 (290)
磯谷 将之
1'25''57 (230)
25''15 (256)
両角 洋一
1'30''50 (268)
24''34 (243)
高橋 力弥
1'29''40 (259)
21''38 (131)
小渕 清志
1'28''53 (252)
24''29 (239)
阿多 拓章
1'30''16 (264)
23''14 (193)
吉田 和弘
1'29''50 (260)
26''49 (282)
相田 安彦
1'29''18 (257)
28''18 (291)
西村 亮祐
1'34''15 (282)
25''12 (255)
藤田 康夫
1'28''59 (253)
26''22 (275)
福田 茂
1'33''40 (281)
24''23 (238)

吉川 正祥
1'50''17 (241)
24''29 (260)
松岡 英治
1'50''29 (242)
19''04 (88)
中間 信一
1'50''36 (243)
23''35 (233)
阿部 泰佑
1'50''48 (244)
25''21 (276)
沼田 禎人
1'51''01 (245)
24''15 (256)
瀬下 明良
1'51''09 (246)
21''12 (170)
武田 祐二
1'51''21 (247)
22''16 (199)
滝本 英夫
1'51''37 (248)
22''51 (220)
矢口 智之
1'51''42 (249)
25''25 (278)
安ケ平 雅也
1'51''52 (250)
24''30 (261)
市村 弘貴
1'51''52 (251)
25''55 (283)
栗原 功治
1'51''56 (252)
21''06 (168)
片倉 雅人
1'52''01 (253)
22''21 (207)
清水 潔
1'52''04 (254)
23''11 (231)
織茂 泰輔
1'52''15 (255)
21''59 (190)
寺井 宏
1'52''15 (256)
22''25 (210)
菊池 聡敏
1'52''21 (257)
23''03 (226)
藤川 晋吾
1'52''24 (258)
18''09 (61)
高橋 慶
1'52''34 (259)
23''35 (233)
後藤 達也
1'52''36 (260)
18''56 (82)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

261

241 今年こそ打倒人妻部

1'52''40

262

188 バリアフリー

1'52''43

263

323 チーム相模原

1'52''46

264

236 桐蔭おだせん２

1'53''08

265

099 アラサー走友会Ｂ

1'53''20

266

294 日本鉄鋼連盟Ｂ

1'53''44

267

056 OYJ_08A

1'54''37

268

142 シスコスノーA

1'54''38

269

248 十慈堂病院 陸上部

1'54''39

270

277 長竹チーム古希

1'54''40

271

050 NUC-C

1'54''41

272

209 メンズEBINA75

1'54''58

273

167 チーム原ジャパン

1'55''19

274

291 東台おやじの会

1'55''56

275

008 AVELCO SGM

1'55''59

276

187 パラダイス

1'56''07

277

102 イタグレD

1'56''43

278

010 AVELCO湘南

1'56''58

279

088 VRCみらい

1'57''00

280

044 KELKラピッド

1'57''05

第1区

第2区

第3区

第4区

崎山 朗
0'39''23 (241)
39''23 (241)
小川 隆史
0'44''48 (293)
44''48 (293)
鈴木 和正
0'42''33 (281)
42''33 (281)
川瀬 昭隆
0'48''39 (298)
48''39 (298)
新井 裕一
0'34''38 (139)
34''38 (139)
山崎 敬
0'39''27 (243)
39''27 (243)
加藤 昭
0'40''21 (262)
40''21 (262)
高橋 寛嗣
0'39''33 (247)
39''33 (247)
佐久 義武
0'40''04 (257)
40''04 (257)
田村 勝政
0'36''24 (179)
36''24 (179)
小島 行正
0'41''52 (277)
41''52 (277)
鎌田 亮
0'39''09 (238)
39''09 (238)
原 健祐
0'39''16 (239)
39''16 (239)
山澤 宏
0'43''30 (286)
43''30 (286)
吉田 光平
0'42''48 (283)
42''48 (283)
山田 洋一
0'43''54 (288)
43''54 (288)
岡林 貴浩
0'51''29 (302)
51''29 (302)
吉田 努
0'44''10 (289)
44''10 (289)
三浦 哲弥
0'46''54 (296)
46''54 (296)
矢崎 穣
0'44''34 (291)
44''34 (291)

高瀬 敦史
1'06''19 (269)
26''56 (282)
西城 和哉
1'10''01 (288)
25''13 (253)
斉藤 孝輔
1'07''58 (277)
25''25 (261)
上田 誠
1'10''19 (290)
21''40 (141)
安部 光記
1'01''01 (217)
26''23 (276)
中澤 優樹
1'03''54 (254)
24''27 (237)
大下 孝浩
1'05''11 (265)
24''50 (248)
徳増 宏司
1'07''10 (274)
27''37 (287)
森川 翔平
1'00''54 (214)
20''50 (100)
神成 明朗
1'01''39 (226)
25''15 (254)
西塚 裕明
1'04''55 (261)
23''03 (196)
阪上 友
1'04''37 (259)
25''28 (263)
柳原 智
1'03''51 (253)
24''35 (241)
南條 勉
1'11''15 (293)
27''45 (288)
安形 英明
1'11''19 (295)
28''31 (293)
坊田 亮
1'08''40 (279)
24''46 (246)
永田 透
1'13''12 (299)
21''43 (145)
渡辺 有
1'08''59 (283)
24''49 (247)
福井 亨
1'12''03 (297)
25''09 (252)
小室 亘
1'14''43 (302)
30''09 (297)

壇 一平
1'27''59 (246)
21''40 (132)
神田 知久
1'32''02 (276)
22''01 (142)
小林 紀亮
1'28''15 (248)
20''17 (81)
糸島 徹郎
1'32''29 (279)
22''10 (149)
梅沢 晃
1'24''10 (211)
23''09 (191)
五月女 博史
1'30''36 (266)
26''42 (280)
松元 永行
1'29''29 (258)
24''18 (233)
三浦 竜裕
1'30''20 (265)
23''10 (192)
森川 優介
1'30''53 (269)
29''59 (299)
小田 謙二
1'30''54 (270)
29''15 (298)
佐々木 隆行
1'31''02 (271)
26''07 (271)
島田 哲
1'31''05 (272)
26''28 (278)
広田 健児
1'30''48 (267)
26''57 (284)
加藤 好計
1'34''22 (283)
23''07 (189)
笹原 拓
1'32''10 (277)
20''51 (100)
宮崎 直人
1'35''18 (287)
26''38 (279)
増田 武史
1'37''41 (296)
24''29 (239)
久保田 宏明
1'34''42 (285)
25''43 (264)
酒匂川 喜一
1'36''20 (292)
24''17 (231)
平松 泰介
1'37''47 (297)
23''04 (187)

高橋 哲也
1'52''40 (261)
24''41 (265)
横山 暁
1'52''43 (262)
20''41 (151)
杉﨑 仁志
1'52''46 (263)
24''31 (262)
堀口 速史
1'53''08 (264)
20''39 (147)
武井 和信
1'53''20 (265)
29''10 (298)
横田 真一
1'53''44 (266)
23''08 (230)
中山 貴憲
1'54''37 (267)
25''08 (270)
田中 隆香行
1'54''38 (268)
24''18 (258)
佐々木 裕
1'54''39 (269)
23''46 (243)
福田 貞夫
1'54''40 (270)
23''46 (243)
田中 隆太郎
1'54''41 (271)
23''39 (237)
千葉 智博
1'54''58 (272)
23''53 (249)
河重 靖
1'55''19 (273)
24''31 (262)
池田 雅彦
1'55''56 (274)
21''34 (179)
柴田 真一
1'55''59 (275)
23''49 (247)
生井 尊行
1'56''07 (276)
20''49 (155)
岡部 哲夫
1'56''43 (277)
19''02 (85)
井澤 知成
1'56''58 (278)
22''16 (199)
村中 直広
1'57''00 (279)
20''40 (150)
中井 治
1'57''05 (280)
19''18 (96)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位

No.

チーム名

記録

281

196 ヘンケル男子

1'57''09

282

162 チームシソコ

1'57''48

283

052 OBK－１

1'57''56

284

228 管チーム

1'58''18

285

199 まいど！

1'58''20

286

180 ドリームゲッツ2

1'58''39

287

100 イケナガチーム

1'58''51

288

305 名も無き山岳隊

1'58''54

289

257 水道橋 ワタミン

1'59''07

290

109 エビーナ②

1'59''11

291

103 いんたぁこん

1'59''26

292

270 大東

1'59''39

293

047 MUSK2013

2'00''21

294

146 ジョウトク走る会

2'01''05

295

033 ＨＩＳＯＬチームＣ

2'01''09

296

226 乙女カルテット

2'01''19

297

107 エーピージーメディゲ

2'02''14

298

210 やじまんジャパン

2'02''38

299

051 Number

2'05''43

300

098 アラサー走友会Ａ

2'05''49

第1区

第2区

第3区

第4区

森 将之
0'44''27 (290)
44''27 (290)
今田 雅也
0'46''02 (294)
46''02 (294)
松原 達也
0'43''21 (285)
43''21 (285)
出口 猛
0'43''52 (287)
43''52 (287)
宮崎 篤
0'40''24 (265)
40''24 (265)
溝田 浩平
0'42''07 (279)
42''07 (279)
山ノ内 祐樹
0'50''23 (299)
50''23 (299)
黒木 宏昌
0'50''26 (300)
50''26 (300)
蜂谷 夏之
0'37''06 (201)
37''06 (201)
杉本 侑亮
0'39''47 (253)
39''47 (253)
林 真一郎
0'36''27 (183)
36''27 (183)
承徳 知康
0'35''48 (162)
35''48 (162)
岡野 光延
0'46''20 (295)
46''20 (295)
岩本 正敏
0'37''04 (200)
37''04 (200)
小林 覚
0'41''24 (276)
41''24 (276)
福田 淳
0'40''25 (266)
40''25 (266)
江口 俊輔
0'50''51 (301)
50''51 (301)
大川 清志
0'40''22 (263)
40''22 (263)
円谷 亮太
0'40''23 (264)
40''23 (264)
上田 紀之
0'44''37 (292)
44''37 (292)

柳瀬 貴紀
1'10''09 (289)
25''42 (268)
平野 剛史
1'09''52 (287)
23''50 (223)
栗原 雄輝
1'07''57 (276)
24''36 (243)
川口 聡
1'08''45 (280)
24''53 (249)
吉川 公太
1'07''07 (273)
26''43 (281)
前川 仁
1'08''49 (282)
26''42 (280)
池永 隆志
1'11''47 (296)
21''24 (129)
依田 裕章
1'14''34 (301)
24''08 (233)
辛島 浩介
1'02''54 (248)
25''48 (271)
矢後 惠一郎
1'01''48 (229)
22''01 (159)
長谷川 誠
1'04''55 (260)
28''28 (292)
原之下 友裕
1'01''59 (232)
26''11 (275)
高橋 誠一
1'11''18 (294)
24''58 (250)
井上 明
1'00''33 (208)
23''29 (209)
辰巳 智昭
1'09''45 (286)
28''21 (291)
服部 晋弥
1'06''52 (271)
26''27 (277)
和田 拓也
1'10''29 (291)
19''38 (65)
関野 進
1'10''47 (292)
30''25 (299)
小泉 剛
1'05''58 (266)
25''35 (266)
神代 智志
1'12''50 (298)
28''13 (289)

本澤 仁志
1'33''17 (280)
23''08 (190)
板橋 力
1'36''16 (291)
26''24 (277)
森田 力
1'31''32 (274)
23''35 (204)
大塚 衛
1'34''42 (284)
25''57 (269)
斉田 富弘
1'36''02 (289)
28''55 (294)
近藤 寿一郎
1'29''13 (256)
20''24 (85)
酒尾 壮典
1'35''57 (288)
24''10 (228)
徳田 豊
1'36''28 (293)
21''54 (139)
佐藤 義謙
1'31''56 (275)
29''02 (296)
菖蒲 岳
1'39''12 (301)
37''24 (302)
中島 幸宏
1'32''23 (278)
27''28 (288)
金澤 順治
1'26''01 (231)
24''02 (224)
秋吉 潮
1'38''39 (299)
27''21 (286)
森崎 一男
1'29''02 (254)
28''29 (293)
篠原 宗司
1'38''45 (300)
29''00 (295)
加藤 巨樹
1'35''11 (286)
28''19 (292)
山口 彰悟
1'36''38 (294)
26''09 (272)
矢島 寛士
1'36''09 (290)
25''22 (258)
井村 圭佑
1'37''50 (298)
31''52 (300)
吉川 恭平
1'37''08 (295)
24''18 (233)

笠巻 秀司
1'57''09 (281)
23''52 (248)
窪田 龍二
1'57''48 (282)
21''32 (178)
田中 大輔
1'57''56 (283)
26''24 (289)
三好 秀幸
1'58''18 (284)
23''36 (235)
西島 和善
1'58''20 (285)
22''18 (202)
加藤 大知
1'58''39 (286)
29''26 (299)
大友 真俊
1'58''51 (287)
22''54 (223)
浜田 一彦
1'58''54 (288)
22''26 (211)
大沢 進
1'59''07 (289)
27''11 (294)
小沼 一吉
1'59''11 (290)
19''59 (122)
谷口 高広
1'59''26 (291)
27''03 (293)
石川 秀樹
1'59''39 (292)
33''38 (301)
内田 浩二
2'00''21 (293)
21''42 (183)
ジョウトク 貴行
2'01''05 (294)
32''03 (300)
中村 裕一
2'01''09 (295)
22''24 (209)
田中 さちお
2'01''19 (296)
26''08 (288)
山下 智晃
2'02''14 (297)
25''36 (279)
西海 武史
2'02''38 (298)
26''29 (291)
片岡 健
2'05''43 (299)
27''53 (296)
藤原 広和
2'05''49 (300)
28''41 (297)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の
男子の部
順位
301

No.

チーム名

262 双葉ランニングこだま

途中
棄権

260 千歳スモーカーズ

欠場

026 FSL

欠場

075 TMEIC京浜D

欠場

116 ガモウＣ

欠場

160 チームうつみん

欠場

217 ランニングフリーB

欠場

254 新横浜駅伝部

欠場

264 双葉ランニングひかり

欠場

267 大井DASH！！

欠場

290 東進伝送

欠場

295 日立運シ陸上部

欠場

301 病院機構等

欠場

310 有馬八丁目①

記録

第1区

第2区

第3区

第4区

野沢 一真
奈良 泰
大南 正克
中尾 吉宏
2'11''35
0'42''39 (282)
1'13''36 (300)
1'45''30 (302)
2'11''35 (301)
42''39 (282)
30''57 (301)
31''54 (301)
26''05 (287)
藤本 優一
川西 玲暢
山田 拓也
奈良 久
1'23''35
0'35''27
0'58''12
1'23''35
35''27
22''45
25''23
松本 恭嘉
石部 雅典
瀧澤 朋宏
園田 淳二
田村 徳幸

中尾 浩二

古川 修平

前田 祐輝

坂本 宏樹

大塘 竜也

後藤 峻輔

河合 慶太

米川 賢治

内海 正貴

大谷 達也

和田 倫和

湯野 治

田中 智也

奥代 直人

石本 篤史

奥秋 友浩

小黒 和幸

中西 匡彰

渡邉 直康

吉田 等

永井 力弥

天野 雄一

村山 貴之

加藤 竜一

水本 卓司

北沢 稔

奥隅 康貴

早川 昌宏

小西 佑典

山下 剛

宮崎 慎

鍛治田 孝典

松岡 幸典

江川 貴彦

秦 昌史

岸本 雄介

天野 亜寅

高橋 正徳

清水 智

港 陽介

鈴木 敦

須田 尚宏

赤池 知生

