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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

1

509 チンピラの会

1'03''26

2

497 チーム翔諒

1'04''06

3

576 SHIN-EI

1'04''59

4

575 GTR松茸

1'08''56

5

441 向上A

1'09''31

6

564 レッドデビルスA

1'09''51

7

584 横森最強説

1'10''35

8

442 向上B

1'10''41

9

526 二宮高校

1'11''12

10

570 希望ヶ丘高校

1'12''12

11

476 成城大学

1'12''40

12

478 早本陸部DG

1'12''42

13

577 SNE

1'13''12

14

414 HTSNK

1'15''28

15

407 アヤト強豪男子

1'16''08

16

578 ｾﾝﾊﾞｰｽﾞ

1'18''57

17

448 相模フレンズＲＣ－Ａ

1'19''05

18

585 緑総会

1'19''06

19

402 赤い襷駅伝

1'20''29

20

521 TDU

1'21''01

第1区

第2区

第3区

第4区

三田 眞司
0'22''45 (2)
22''45 (2)
大川 一成
0'22''32 (1)
22''32 (1)
佐久間 紀史
0'23''29 (5)
23''29 (5)
相澤 龍明
0'23''11 (4)
23''11 (4)
金子 広樹
0'25''12 (8)
25''12 (8)
苅田 広野
0'23''04 (3)
23''04 (3)
高橋 祐哉
0'24''37 (6)
24''37 (6)
小林 草太
0'25''42 (13)
25''42 (13)
長谷川 光
0'25''24 (10)
25''24 (10)
山田 大生
0'25''50 (14)
25''50 (14)
作美 祐介
0'24''38 (7)
24''38 (7)
佐藤 勇輔
0'25''34 (11)
25''34 (11)
加賀屋 拓海
0'27''47 (21)
27''47 (21)
樋口 陽介
0'27''56 (22)
27''56 (22)
梶田 洋平
0'26''11 (16)
26''11 (16)
仙波 優哉
0'29''08 (36)
29''08 (36)
松本 幸二郎
0'26''45 (17)
26''45 (17)
白石 将隆
0'26''10 (15)
26''10 (15)
永井 宏志郎
0'28''59 (34)
28''59 (34)
戸田 優美
0'28''52 (33)
28''52 (33)

宮尾 佳輔
0'36''02 (1)
13''17 (1)
小町 昌矢
0'36''29 (2)
13''57 (5)
横澤 清己
0'37''20 (5)
13''51 (3)
小坂 友我
0'37''07 (4)
13''56 (4)
千良 悠太朗
0'40''34 (10)
15''22 (11)
生方 勇気
0'36''52 (3)
13''48 (2)
横森 駿介
0'39''05 (6)
14''28 (6)
井上 裕介
0'40''26 (7)
14''44 (7)
石山 智弘
0'40''52 (12)
15''28 (12)
高橋 悠斗
0'40''39 (11)
14''49 (8)
御厨 知磨
0'40''28 (8)
15''50 (14)
渡邊 翔太
0'40''28 (8)
14''54 (9)
鈴木 大介
0'42''43 (13)
14''56 (10)
長谷部 和博
0'43''42 (15)
15''46 (13)
篠崎 公一
0'43''05 (14)
16''54 (17)
粟野 敬介
0'46''52 (27)
17''44 (25)
宮崎 徹
0'43''57 (16)
17''12 (20)
斎藤 零央
0'46''47 (26)
20''37 (73)
五ノ井 浩
0'46''31 (24)
17''32 (23)
川東 大輝
0'46''30 (23)
17''38 (24)

原 由幸
0'50''05 (2)
14''03 (3)
秋澤 啓尚
0'49''49 (1)
13''20 (1)
徳野 地洋
0'51''06 (3)
13''46 (2)
荒井 海人
0'53''25 (4)
16''18 (10)
中川 源太
0'55''26 (7)
14''52 (4)
小倉 佑太
0'53''47 (5)
16''55 (14)
椿 光一郎
0'55''25 (6)
16''20 (11)
但馬 匠
0'55''41 (8)
15''15 (5)
井戸田 祐也
0'56''12 (9)
15''20 (7)
二見 和樹
0'56''53 (11)
16''14 (9)
山浦 元
0'57''34 (12)
17''06 (17)
杉山 翔一
0'56''27 (10)
15''59 (8)
木村 克也
0'57''59 (13)
15''16 (6)
田中 翼
1'00''55 (15)
17''13 (19)
齋藤 信行
1'00''02 (14)
16''57 (15)
奥野 哲弥
1'03''16 (19)
16''24 (13)
黒田 延叔
1'02''19 (16)
18''22 (28)
片岡 辰哉
1'03''09 (18)
16''22 (12)
渡邊 兼太
1'03''43 (20)
17''12 (18)
中町 勇貴
1'05''28 (24)
18''58 (32)

高橋 竜平
1'03''26 (1)
13''21 (1)
佐藤 諒一
1'04''06 (2)
14''17 (4)
角谷 陽
1'04''59 (3)
13''53 (2)
廣田 達昭
1'08''56 (4)
15''31 (13)
柳田 旭潤
1'09''31 (5)
14''05 (3)
高久 隼人
1'09''51 (6)
16''04 (18)
坂井 雄飛
1'10''35 (7)
15''10 (9)
土原 和歩
1'10''41 (8)
15''00 (6)
山本 珠希弥
1'11''12 (9)
15''00 (6)
前川 大樹
1'12''12 (10)
15''19 (12)
堀越 準平
1'12''40 (11)
15''06 (8)
田波 健太
1'12''42 (12)
16''15 (20)
佐々木 和暉
1'13''12 (13)
15''13 (10)
宮澤 透
1'15''28 (14)
14''33 (5)
木村 章治
1'16''08 (15)
16''06 (19)
森 博優
1'18''57 (16)
15''41 (15)
熊谷 太一
1'19''05 (17)
16''46 (24)
光明 優輝
1'19''06 (18)
15''57 (16)
堀井 旦
1'20''29 (19)
16''46 (24)
大浜 知史
1'21''01 (20)
15''33 (14)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

21

433 クリーンバードＡ

1'21''03

22

472 3MRC-1

1'21''09

23

547 マジリバイバル

1'22''59

24

494 チーム三剣

1'24''36

25

559 横浜都筑ＡＣーＢ

1'24''51

26

486 玉縄走UN

1'25''23

27

471 住友電工横浜

1'25''33

28

555 みなとみらいＲＣ

1'25''35

29

542 藤沢鳥将

1'25''39

30

553 ３２１０４ＲＴ参

1'25''44

31

508 チームYAGI

1'26''43

32

550 マリノス２階その1

1'27''06

33

415 駅伝ジャック

1'27''15

34

483 瀧橋裕潤

1'27''22

35

515 TMEIC-A

1'27''28

36

569 ｶｽﾞﾚｰｻｰ

1'27''31

37

544 (株)平安商「小」事

1'27''36

38

552 ３２１０４ＲＴ弐

1'28''03

39

464 支払基金Ｃ

1'28''15

40

519 Duplo A

1'28''35

第1区

第2区

第3区

第4区

梅原 岳
0'28''33 (31)
28''33 (31)
武田 光
0'28''08 (26)
28''08 (26)
矢野 雄太
0'28''38 (32)
28''38 (32)
安齊 達也
0'28''27 (30)
28''27 (30)
新保 洋茂
0'28''16 (28)
28''16 (28)
小金井 克也
0'29''13 (38)
29''13 (38)
岡村 政幸
0'25''41 (12)
25''41 (12)
西田 浩
0'29''26 (39)
29''26 (39)
宮本 泰史
0'29''26 (39)
29''26 (39)
松浦 心平
0'27''15 (18)
27''15 (18)
佐藤 崇徳
0'28''24 (29)
28''24 (29)
石山 航平
0'30''22 (51)
30''22 (51)
石井 達朗
0'30''06 (46)
30''06 (46)
野尻 潤
0'25''15 (9)
25''15 (9)
高崎 光
0'30''29 (52)
30''29 (52)
高橋 茂
0'32''03 (73)
32''03 (73)
髙山 雅明
0'31''18 (60)
31''18 (60)
渡邉 朝水
0'29''11 (37)
29''11 (37)
髙木 翔伍
0'32''44 (81)
32''44 (81)
但木 誠
0'29''28 (41)
29''28 (41)

武田 晃一
0'45''29 (19)
16''56 (18)
大久保 裕之
0'47''08 (28)
19''00 (44)
住田 駿真
0'44''58 (18)
16''20 (16)
横山 明正
0'47''42 (31)
19''15 (50)
中野 嘉一郎
0'46''44 (25)
18''28 (36)
沼野 陽人
0'46''18 (21)
17''05 (19)
小田切 賢治
0'44''31 (17)
18''50 (39)
有賀 雅浩
0'47''28 (29)
18''02 (29)
三觜 辰也
0'51''46 (58)
22''20 (110)
山本 英貴
0'46''21 (22)
19''06 (46)
高木 一男
0'53''00 (73)
24''36 (155)
長田 幹
0'49''14 (42)
18''52 (40)
反中 才
0'48''41 (36)
18''35 (38)
津久井 裕城
0'45''29 (19)
20''14 (64)
稲田 貴博
0'47''56 (33)
17''27 (22)
森 和哉
0'50''23 (50)
18''20 (34)
菅原 彰悦
0'51''47 (59)
20''29 (70)
有薗 友博
0'48''55 (39)
19''44 (53)
板垣 航介
0'50''36 (51)
17''52 (28)
小林 大樹
0'47''43 (32)
18''15 (33)

岡本 和寿
1'03''43 (20)
18''14 (27)
大湯 忠彦
1'04''21 (22)
17''13 (19)
近藤 佑真
1'02''46 (17)
17''48 (25)
小林 雅知
1'06''20 (27)
18''38 (29)
楠 真治
1'06''34 (28)
19''50 (46)
国府方 達郎
1'06''07 (26)
19''49 (45)
加藤 博美
1'06''01 (25)
21''30 (86)
坂田 尚彦
1'05''02 (23)
17''34 (22)
樋口 智之
1'09''13 (38)
17''27 (21)
森 洋篤
1'06''39 (29)
20''18 (57)
鈴木 幸男
1'10''42 (45)
17''42 (23)
佐竹 亮
1'08''55 (36)
19''41 (44)
七條 隆充
1'08''34 (34)
19''53 (48)
高橋 幸宏
1'06''39 (29)
21''10 (80)
荒井 厚
1'07''49 (31)
19''53 (48)
米倉 航
1'09''16 (39)
18''53 (31)
植野 鐘太
1'08''52 (35)
17''05 (16)
益田 紀彦
1'09''26 (41)
20''31 (62)
西出 昭
1'08''22 (32)
17''46 (24)
河野 宏之
1'09''17 (40)
21''34 (89)

赤土 光弘
1'21''03 (21)
17''20 (32)
池田 啓介
1'21''09 (22)
16''48 (26)
小林 亮介
1'22''59 (23)
20''13 (99)
宮川 広丈
1'24''36 (24)
18''16 (50)
武田 一則
1'24''51 (25)
18''17 (52)
青位 成三
1'25''23 (26)
19''16 (77)
北林 義美
1'25''33 (27)
19''32 (82)
田村 文男
1'25''35 (28)
20''33 (109)
浅野 恭臣
1'25''39 (29)
16''26 (21)
音田 光一
1'25''44 (30)
19''05 (75)
越智 克爾
1'26''43 (31)
16''01 (17)
藤田 洋一郎
1'27''06 (32)
18''11 (48)
郭 瀚尹
1'27''15 (33)
18''41 (60)
瀧嶋 敏文
1'27''22 (34)
20''43 (112)
粟田 基次
1'27''28 (35)
19''39 (86)
清水 一夫
1'27''31 (36)
18''15 (49)
吉田 至徳
1'27''36 (37)
18''44 (64)
田中 聡
1'28''03 (38)
18''37 (57)
宮本 将矢
1'28''15 (39)
19''53 (92)
山崎 祐翔
1'28''35 (40)
19''18 (79)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

41

488 チームあおよこ

1'29''02

42

408 安全第一

1'29''03

43

428 ガリバーAチーム

1'29''04

44

445 駒岡おやぢガチ

1'29''06

45

450 サブレンジャー

1'29''19

46

514 TG最強チーム

1'30''02

47

525 NALT

1'30''09

48

477 早本陸部OB

1'30''33

49

487 チームＩＣＣ

1'31''04

50

465 支払基金Ｄ

1'31''08

51

489 チーム居酒屋和泉

1'31''14

52

531 バイキンマン

1'31''27

53

473 3MRC-2

1'31''51

54

492 Team.K

1'31''55

55

461 JKEG駅伝クラブ

1'31''57

56

449 相模フレンズＲＣ－Ｂ

1'31''58

56

548 松崎しげる

1'31''58

58

532 馬鹿うま選抜

1'31''59

59

560 横浜都筑ＡＣーＣ

1'32''05

60

588 ナベショースターズ

1'32''20

第1区

第2区

第3区

第4区

家田 尭明
0'29''57 (45)
29''57 (45)
小島 裕貴
0'27''44 (19)
27''44 (19)
岡本 直樹
0'32''05 (74)
32''05 (74)
新海 渉
0'28''08 (26)
28''08 (26)
松原 晃佑
0'27''56 (22)
27''56 (22)
酒井 優人
0'33''35 (105)
33''35 (105)
桑原 隆司
0'34''30 (115)
34''30 (115)
高橋 幸大
0'29''04 (35)
29''04 (35)
水戸 昭
0'32''50 (85)
32''50 (85)
佐々木 洸
0'31''36 (66)
31''36 (66)
鈴木 英一
0'32''27 (76)
32''27 (76)
渡辺 匡一
0'32''44 (81)
32''44 (81)
細川 博文
0'28''00 (24)
28''00 (24)
小林 歩
0'30''13 (47)
30''13 (47)
西谷 圭史
0'30''18 (49)
30''18 (49)
大場 雅高
0'30''21 (50)
30''21 (50)
青木 崇通
0'36''17 (143)
36''17 (143)
高瀬 靖之
0'31''59 (71)
31''59 (71)
水谷 滋
0'32''45 (83)
32''45 (83)
野坂 浩二
0'31''47 (70)
31''47 (70)

柳瀬 貴史
0'49''03 (41)
19''06 (46)
太田 侑介
0'48''50 (38)
21''06 (84)
池田 祥二
0'50''16 (48)
18''11 (32)
栗原 聖一
0'48''41 (36)
20''33 (71)
関口 徹
0'48''23 (34)
20''27 (68)
風間 洋一
0'51''19 (56)
17''44 (25)
吉田 昭憲
0'52''37 (65)
18''07 (31)
八幡 聖
0'47''29 (30)
18''25 (35)
岩村 徹郎
0'52''45 (68)
19''55 (57)
重田 豊
0'51''41 (57)
20''05 (62)
浅村 信夫
0'52''55 (70)
20''28 (69)
石塚 誠之
0'51''56 (61)
19''12 (48)
大野 剛資
0'50''43 (52)
22''43 (129)
小林 強
0'50''00 (46)
19''47 (54)
清木 康男
0'52''45 (68)
22''27 (115)
亀本 末義
0'49''18 (43)
18''57 (42)
岩間 惇
0'54''23 (81)
18''06 (30)
安原 北斗
0'52''57 (71)
20''58 (80)
石井 智政
0'48''59 (40)
16''14 (15)
渡邉 豊
0'51''08 (54)
19''21 (51)

渡部 紘彰
1'10''08 (43)
21''05 (76)
村林 良紀
1'12''24 (57)
23''34 (130)
堀米 敬
1'11''56 (52)
21''40 (92)
上村 和也
1'11''15 (48)
22''34 (114)
市川 拓也
1'09''09 (37)
20''46 (70)
成毛 康孝
1'11''19 (49)
20''00 (54)
山井 大輔
1'12''07 (54)
19''30 (41)
村田 竜平
1'08''23 (33)
20''54 (73)
関根 強
1'11''43 (51)
18''58 (32)
飯田 陽介
1'13''39 (64)
21''58 (102)
杉原 秀紀
1'13''37 (63)
20''42 (67)
須藤 祥史
1'13''54 (65)
21''58 (102)
中村 達也
1'11''03 (47)
20''20 (58)
小林 義昭
1'10''51 (46)
20''51 (72)
高橋 孝二
1'11''34 (50)
18''49 (30)
熊田 芳樹
1'09''57 (42)
20''39 (66)
平山 和聖
1'14''52 (69)
20''29 (61)
坂上 真一
1'15''08 (72)
22''11 (104)
松岡 文人
1'15''00 (71)
26''01 (164)
河野 麻樹
1'14''18 (66)
23''10 (122)

佐藤 信史
1'29''02 (41)
18''54 (67)
山村 柊介
1'29''03 (42)
16''39 (23)
清水 康一郎
1'29''04 (43)
17''08 (30)
長谷川 克也
1'29''06 (44)
17''51 (41)
福田 亮太
1'29''19 (45)
20''10 (97)
高橋 秀幸
1'30''02 (46)
18''43 (63)
中屋 のぶや
1'30''09 (47)
18''02 (46)
安永 祥平
1'30''33 (48)
22''10 (139)
田上 清人
1'31''04 (49)
19''21 (80)
藤田 浩史
1'31''08 (50)
17''29 (33)
松崎 泰貴
1'31''14 (51)
17''37 (38)
安積 功高
1'31''27 (52)
17''33 (36)
国広 喜央司
1'31''51 (53)
20''48 (113)
小林 渉
1'31''55 (54)
21''04 (119)
福田 淳一
1'31''57 (55)
20''23 (106)
佐々木 正一
1'31''58 (56)
22''01 (135)
池田 涼佑
1'31''58 (56)
17''06 (29)
大森 俊輔
1'31''59 (58)
16''51 (27)
倉地 壯和
1'32''05 (59)
17''05 (28)
柳 博
1'32''20 (60)
18''02 (46)
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チーム名
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61

425 OUCC関東組

1'32''36

62

440 KTR チームB

1'32''42

63

554 ３２１０４ＲＴ肆

1'32''48

64

566 LOPET

1'33''00

65

512 ★つないでヒロシ★Ver2.0

1'34''00

66

579 ﾁｰﾑB推し

1'34''03

67

451 侍と横総

1'34''05

68

561 ラジオ体操第一

1'34''16

69

460 J-TREC

1'34''18

70

426 オンリーワンハマー

1'34''37

71

549 マリサポGB

1'34''48

72

490 チームＩｓｈｉ３

1'34''51

73

571 KGS

1'35''06

74

556 三保ブラック．L

1'35''21

75

496 チーム週末ラン

1'35''39

76

409 ERC湘南-B

1'35''50

77

422 NVD30's

1'35''55

78

534 HIBARI

1'35''59

79

529 日本化薬ＭＲＣＮｏ３

1'36''19

80

562 LASCかながわ

1'36''22

第1区

第2区

第3区

第4区

山本 悠二
0'29''33 (42)
29''33 (42)
根本 尚哉
0'31''16 (58)
31''16 (58)
駒井 則彦
0'32''33 (79)
32''33 (79)
磯崎 良太
0'33''50 (107)
33''50 (107)
唐澤 幹夫
0'35''32 (132)
35''32 (132)
千葉 想大
0'33''17 (95)
33''17 (95)
三好 俊介
0'34''32 (117)
34''32 (117)
山村 柊介
0'30''45 (54)
30''45 (54)
高橋 和義
0'31''41 (69)
31''41 (69)
前原 邦彰
0'33''28 (100)
33''28 (100)
川添 拓也
0'35''22 (127)
35''22 (127)
蜂谷 夏之
0'34''53 (122)
34''53 (122)
峯村 嶺汰
0'32''39 (80)
32''39 (80)
川口 晋平
0'33''17 (95)
33''17 (95)
武井 淳典
0'32''51 (87)
32''51 (87)
中津 誠基
0'35''23 (128)
35''23 (128)
猪狩 真一
0'35''24 (130)
35''24 (130)
秋山 清隆
0'31''24 (63)
31''24 (63)
増田 永生
0'35''56 (138)
35''56 (138)
小田 悠太
0'29''36 (43)
29''36 (43)

今川 侑
0'48''27 (35)
18''54 (41)
松本 拓也
0'53''33 (75)
22''17 (108)
金原 圭吾
0'55''39 (98)
23''06 (140)
守田 智雄
0'57''52 (126)
24''02 (149)
坂本 昌也
0'55''27 (94)
19''55 (57)
渡辺 信也
0'54''09 (78)
20''52 (76)
市橋 壮資
0'54''09 (78)
19''37 (52)
西出 薫平
0'53''09 (74)
22''24 (113)
奥原 正大
0'50''53 (53)
19''12 (48)
杉野 修治
0'54''24 (82)
20''56 (78)
中山 亮平
0'55''24 (92)
20''02 (60)
永嶋 崇史
0'52''42 (67)
17''49 (27)
児玉 彬
0'52''58 (72)
20''19 (66)
小川 典之
0'56''23 (108)
23''06 (140)
金子 亮
0'55''32 (96)
22''41 (127)
京田 博之
0'58''05 (128)
22''42 (128)
長野 哲也
0'56''20 (107)
20''56 (78)
近藤 真弘
0'54''28 (84)
23''04 (139)
秋藤 英智
1'00''35 (150)
24''39 (157)
市野塚 大介
0'52''20 (64)
22''44 (131)

大瀧 逸朗
1'12''21 (56)
23''54 (137)
梶山 健一郎
1'14''23 (68)
20''50 (71)
森内 栄介
1'14''58 (70)
19''19 (37)
大沼 考生
1'17''42 (90)
19''50 (46)
岩永 憲明
1'15''22 (74)
19''55 (51)
高橋 陽資
1'16''24 (76)
22''15 (107)
佐々木 宏和
1'15''08 (72)
20''59 (74)
内田 和男
1'13''03 (58)
19''54 (50)
三宅 康之
1'12''02 (53)
21''09 (79)
雨宮 裕樹
1'14''22 (67)
19''58 (53)
峯田 純平
1'16''57 (80)
21''33 (88)
岩下 健太
1'13''19 (60)
20''37 (64)
岩崎 拓也
1'13''35 (62)
20''37 (64)
吉田 和矢
1'17''05 (81)
20''42 (67)
柏木 智大
1'16''42 (78)
21''10 (80)
小村 昌巳
1'19''18 (116)
21''13 (83)
宜保 学
1'18''02 (93)
21''42 (95)
誤等 善文
1'16''24 (76)
21''56 (99)
柳沢 守康
1'18''44 (110)
18''09 (26)
丸井 英明
1'19''05 (114)
26''45 (168)

福井 陽一
1'32''36 (61)
20''15 (101)
原田 壮己
1'32''42 (62)
18''19 (53)
井出 浩三
1'32''48 (63)
17''50 (40)
藤木 稔
1'33''00 (64)
15''18 (11)
古江 信一
1'34''00 (65)
18''38 (58)
浅尾 英
1'34''03 (66)
17''39 (39)
由良 圭司
1'34''05 (67)
18''57 (68)
前田 文彦
1'34''16 (68)
21''13 (120)
石黒 和幸
1'34''18 (69)
22''16 (141)
濱田 翔平
1'34''37 (70)
20''15 (101)
小野 雅駿
1'34''48 (71)
17''51 (41)
姜 保賢
1'34''51 (72)
21''32 (127)
梶 廉太郎
1'35''06 (73)
21''31 (126)
金子 雄介
1'35''21 (74)
18''16 (50)
原 雅人
1'35''39 (75)
18''57 (68)
原 敏幸
1'35''50 (76)
16''32 (22)
西野 泰貴
1'35''55 (77)
17''53 (43)
渡会 快朗
1'35''59 (78)
19''35 (83)
須田 宏
1'36''19 (79)
17''35 (37)
文珠 正哲
1'36''22 (80)
17''17 (31)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

81

404 あひるの会

1'36''23

82

491 チーム荻野

1'36''25

83

565 レッドデビルスB

1'36''27

84

539 フーリガンズ

1'36''37

85

462 品川陸同アラサー

1'36''48

86

405 ABEND

1'36''51

87

479 ソルトン＠ICE

1'37''13

88

502 チーム猫月！

1'37''18

89

563 ＲＩＮＧ

1'37''44

90

527 日本化薬ＭＲＣＮｏ１

1'37''46

90

587 たむたまの4

1'37''46

92

457 GNヒアリング B

1'37''51

93

557 モンテフットボールクラブ

1'37''54

93

466 支払基金Ｅ

1'37''54

95

432 クボタ工建チーム絆

1'37''57

96

416 SON横浜陸上 B

1'38''04

97

518 TMEIC-D

1'38''20

98

458 GNヒアリング C

1'38''33

99

540 FORCEⅠ

1'38''35

100

421 ＮＤＴＣ－Ｘ

1'38''41

第1区

第2区

第3区

第4区

西川 徹
0'34''07 (113)
34''07 (113)
荻野 星平
0'33''06 (91)
33''06 (91)
鈴木 暁
0'35''02 (123)
35''02 (123)
長谷川 裕
0'30''57 (55)
30''57 (55)
青山 熱
0'27''46 (20)
27''46 (20)
山形 晃人
0'30''16 (48)
30''16 (48)
志賀 彰
0'35''10 (125)
35''10 (125)
加藤 雅規
0'33''34 (104)
33''34 (104)
川俣 明
0'33''56 (110)
33''56 (110)
三村 享
0'31''13 (57)
31''13 (57)
三道 義己
0'32''01 (72)
32''01 (72)
藤本 登
0'28''07 (25)
28''07 (25)
佐藤 貴志
0'36''21 (146)
36''21 (146)
神前 佳直
0'38''11 (160)
38''11 (160)
梶原 誠
0'33''23 (98)
33''23 (98)
佐藤 弘樹
0'33''25 (99)
33''25 (99)
冨永 大互
0'34''50 (121)
34''50 (121)
服部 仁志
0'32''29 (78)
32''29 (78)
斉藤 健一
0'36''57 (151)
36''57 (151)
石原 茂雄
0'35''17 (126)
35''17 (126)

奥山 宣隆
0'56''41 (114)
22''34 (119)
佐藤 諒一
0'54''29 (85)
21''23 (89)
市川 一尊
0'57''37 (124)
22''35 (121)
山崎 将人
0'49''55 (45)
18''58 (43)
山本 晃久
0'49''43 (44)
21''57 (99)
沢海 恭太
0'50''15 (47)
19''59 (59)
大石 槙洋
0'57''08 (118)
21''58 (101)
木ノ下 智弘
0'56''26 (109)
22''52 (133)
山梨 裕希
0'54''36 (86)
20''40 (74)
塩野 浩享
0'56''50 (116)
25''37 (165)
濱田 佳大
0'55''29 (95)
23''28 (146)
大柳 慶輔
0'50''20 (49)
22''13 (106)
仁歩 孝充
0'57''43 (125)
21''22 (88)
大橋 浩之
0'59''23 (142)
21''12 (85)
津田 挙吾
0'56''12 (105)
22''49 (132)
藤沢 真一
0'57''58 (127)
24''33 (154)
中田 航陽
0'52''13 (63)
17''23 (21)
稲岡 紀一
0'54''58 (90)
22''29 (117)
栗原 彰平
0'55''26 (93)
18''29 (37)
玉川 勝也
0'56''32 (111)
21''15 (87)

川瀬 和利
1'18''53 (113)
22''12 (106)
松本 晋治
1'16''49 (79)
22''20 (109)
波多野 裕樹
1'18''05 (94)
20''28 (60)
美濃部 浩史
1'13''19 (60)
23''24 (127)
渡辺 雅
1'12''08 (55)
22''25 (112)
三輪 佳紀
1'10''20 (44)
20''05 (55)
山田 覚之
1'18''16 (99)
21''08 (77)
町田 裕樹
1'18''37 (106)
22''11 (104)
森出 廣行
1'18''21 (101)
23''45 (134)
下田 久嗣
1'20''14 (120)
23''24 (127)
菊田 一行
1'18''46 (111)
23''17 (124)
寺島 大輔
1'13''06 (59)
22''46 (116)
野村 貴司
1'17''39 (89)
19''56 (52)
山崎 美智紀
1'18''38 (107)
19''15 (36)
山本 浩嗣
1'15''39 (75)
19''27 (38)
佐藤 研人
1'17''32 (85)
19''34 (42)
斎藤 孝文
1'18''28 (103)
26''15 (165)
田中 貴臣
1'18''07 (95)
23''09 (121)
矢崎 重幸
1'17''21 (83)
21''55 (98)
中川 弘暁
1'17''52 (92)
21''20 (84)

村上 真一
1'36''23 (81)
17''30 (34)
中野 聡人
1'36''25 (82)
19''36 (85)
猪又 大我
1'36''27 (83)
18''22 (54)
早川 努
1'36''37 (84)
23''18 (154)
伊永 幸司
1'36''48 (85)
24''40 (163)
平田 智行
1'36''51 (86)
26''31 (173)
佐々木 佳祐
1'37''13 (87)
18''57 (68)
中村 光規
1'37''18 (88)
18''41 (60)
石井 亜土
1'37''44 (89)
19''23 (81)
秦 俊之
1'37''46 (90)
17''32 (35)
渡邉 泰也
1'37''46 (90)
19''00 (72)
白取 真也
1'37''51 (92)
24''45 (165)
清水 隆二
1'37''54 (93)
20''15 (101)
高橋 弘毅
1'37''54 (93)
19''16 (77)
依田 修一
1'37''57 (95)
22''18 (142)
城内 海人
1'38''04 (96)
20''32 (108)
稲村 健太
1'38''20 (97)
19''52 (91)
村井 裕次郎
1'38''33 (98)
20''26 (107)
石野 勉
1'38''35 (99)
21''14 (121)
木村 健大
1'38''41 (100)
20''49 (114)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

101

516 TMEIC-B

1'38''43

102

503 チームＢＡＢＡIIX

1'38''44

103

434 クリーンバードＢ

1'38''52

104

467 支払基金Ｆ

1'38''59

105

484 たむたまの６

1'39''07

106

410 ＩＳＨＩちゃん駅伝部

1'39''21

107

583 紫団B

1'39''52

108

427 神奈川カンパニー３

1'39''55

109

528 日本化薬ＭＲＣＮｏ２

1'40''10

110

551 まるまる

1'40''14

111

419 荏田南小父会駅伝部B

1'40''15

112

411 ISHIちゃんリク王

1'40''34

113

535 ヒルトップランA

1'40''45

114

435 栗おやじA

1'40''46

115

480 ソルトン＠ETR

1'41''03

116

446 駒岡おやぢユルユルA

1'41''15

117

436 栗おやじB

1'41''22

118

417 荏田南小父会駅伝46

1'41''28

119

524 ドリームキッズB

1'41''29

120

558 夜光男塾

1'41''31

第1区

第2区

第3区

第4区

古川 真陽
0'33''30 (101)
33''30 (101)
大舘 俊明
0'30''30 (53)
30''30 (53)
山越 貴仁
0'32''48 (84)
32''48 (84)
常盤 佳宏
0'37''53 (157)
37''53 (157)
郷 仁
0'34''41 (119)
34''41 (119)
森井 寛直
0'33''32 (103)
33''32 (103)
湯野 治
0'37''25 (155)
37''25 (155)
加藤 裕之
0'35''23 (128)
35''23 (128)
三浦 透
0'30''58 (56)
30''58 (56)
高尾 尚寛
0'31''24 (63)
31''24 (63)
藤澤 匡宏
0'36''21 (146)
36''21 (146)
奥村 昌泰
0'34''01 (111)
34''01 (111)
香月 聡
0'34''02 (112)
34''02 (112)
村井 雄一
0'31''36 (66)
31''36 (66)
菅井 秀和
0'37''22 (153)
37''22 (153)
猪股 康輔
0'34''31 (116)
34''31 (116)
江口 勤
0'35''35 (134)
35''35 (134)
穴田 滋希
0'33''30 (101)
33''30 (101)
加藤 勲
0'35''37 (135)
35''37 (135)
松下 和正
0'36''23 (149)
36''23 (149)

七種 宏明
0'57''32 (123)
24''02 (149)
馬場 公光
0'55''48 (100)
25''18 (164)
鈴木 努
0'54''40 (88)
21''52 (93)
寺見 憲亮
1'00''26 (149)
22''33 (118)
増田 純一
0'58''44 (137)
24''03 (151)
中筋 俊彦
1'01''09 (156)
27''37 (174)
田島 誠
1'02''07 (160)
24''42 (158)
植田 靖彦
1'01''26 (159)
26''03 (168)
北浦 祐介
0'51''57 (62)
20''59 (82)
森 雅之
0'52''37 (65)
21''13 (86)
北澤 信一
0'58''17 (133)
21''56 (98)
黒川 嘉久
0'54''04 (77)
20''03 (61)
山野 潤
0'56''19 (106)
22''17 (108)
入田 将之
0'54''38 (87)
23''02 (138)
上條 真介
1'00''45 (152)
23''23 (145)
山本 哲也
0'56''03 (102)
21''32 (90)
兼田 浩信
0'56''38 (112)
21''03 (83)
廣瀬 達也
0'56''06 (103)
22''36 (123)
北島 寛
0'57''31 (122)
21''54 (95)
廣田 純
0'56''57 (117)
20''34 (72)

宮田 正美
1'18''36 (105)
21''04 (75)
石川 利広
1'18''08 (96)
22''20 (109)
福井 勇人
1'19''17 (115)
24''37 (148)
下神 將裕
1'21''00 (126)
20''34 (63)
子川 直樹
1'18''11 (97)
19''27 (38)
山下 大輔
1'20''47 (124)
19''38 (43)
MUZVIDZIWA
1'21''08 (128)
19''01 (35)
中條 慎太郎
1'20''54 (125)
19''28 (40)
深代 智
1'18''35 (104)
26''38 (166)
佐藤 直也
1'17''34 (87)
24''57 (154)
大川 真路
1'21''15 (129)
22''58 (120)
野老 達紀
1'17''44 (91)
23''40 (132)
長沼 正昭
1'20''08 (119)
23''49 (136)
両角 洋一
1'17''33 (86)
22''55 (119)
岡田 英樹
1'22''22 (140)
21''37 (90)
神原 朋英
1'18''18 (100)
22''15 (107)
長谷川 謙
1'18''24 (102)
21''46 (96)
安田 啓治
1'21''17 (130)
25''11 (157)
皿井 志一郎
1'18''39 (108)
21''08 (77)
堀内 司
1'21''32 (134)
24''35 (147)

七海 秀幸
1'38''43 (101)
20''07 (96)
中川 良悦
1'38''44 (102)
20''36 (110)
横山 大空
1'38''52 (103)
19''35 (83)
勝俣 好博
1'38''59 (104)
17''59 (45)
土屋 大貴
1'39''07 (105)
20''56 (116)
島渕 知樹
1'39''21 (106)
18''34 (56)
橘 弘晃
1'39''52 (107)
18''44 (64)
元木 武彦
1'39''55 (108)
19''01 (74)
乾 勝
1'40''10 (109)
21''35 (128)
吉見 行正
1'40''14 (110)
22''40 (146)
杉本 道俊
1'40''15 (111)
19''00 (72)
大澤 進
1'40''34 (112)
22''50 (148)
武田 勤
1'40''45 (113)
20''37 (111)
甲斐 義浩
1'40''46 (114)
23''13 (153)
原田 惟幾
1'41''03 (115)
18''41 (60)
實方 健一
1'41''15 (116)
22''57 (151)
栗原 功治
1'41''22 (117)
22''58 (152)
原 年史
1'41''28 (118)
20''11 (98)
深野 智之
1'41''29 (119)
22''50 (148)
小山 晃生
1'41''31 (120)
19''59 (93)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

121

401 ＲＣＲ２

1'41''35

122

403 アドバンスソフト

1'41''41

123

533 バリアフリー

1'41''58

124

447 駒岡おやぢユルユルB

1'42''00

125

444 このハゲーっ！

1'42''03

126

582 紫団A

1'42''18

127

455 三代目阿羅漢四人衆

1'42''19

128

495 チームＪＫＣ

1'42''28

129

474 3MRC-3

1'42''30

130

443 小机中年探偵団

1'42''41

131

475 生協商品香粧品

1'42''42

132

469 すといっかーず

1'42''47

133

523 富山 真海

1'43''01

134

406 アマノ㈱

1'43''38

135

423 ＦＴＩＳ ＲＣ

1'43''48

136

468 支払基金Ｇ

1'43''52

137

501 チーム２ＴＡＭＡ－Ｖ

1'43''56

138

418 荏田南小父会駅伝部A

1'44''09

139

507 チーム福永商工

1'44''11

140

485 たむたまの７

1'44''24

第1区

第2区

第3区

第4区

山崎 健
0'34''21 (114)
34''21 (114)
松原 聖
0'31''29 (65)
31''29 (65)
神田 知久
0'32''50 (85)
32''50 (85)
中島 伸二
0'35''06 (124)
35''06 (124)
河野 敏夫
0'38''25 (163)
38''25 (163)
徳永 康介
0'39''28 (166)
39''28 (166)
岩井 厚志
0'33''08 (92)
33''08 (92)
安達 友彦
0'36''19 (144)
36''19 (144)
西阪 雅司
0'31''40 (68)
31''40 (68)
江幡 宏之
0'33''50 (107)
33''50 (107)
東野 公彦
0'32''58 (89)
32''58 (89)
森 貴史
0'34''39 (118)
34''39 (118)
横山 恭太
0'34''48 (120)
34''48 (120)
桐山 昌浩
0'33''16 (94)
33''16 (94)
大高 一彰
0'29''52 (44)
29''52 (44)
太田 貴久
0'38''09 (159)
38''09 (159)
山下 徹
0'38''54 (165)
38''54 (165)
黒川 龍平
0'31''20 (61)
31''20 (61)
綿引 修平
0'35''34 (133)
35''34 (133)
栢 俊明
0'36''16 (142)
36''16 (142)

矢口 博孝
0'59''22 (141)
25''01 (162)
田口 浩一
0'51''18 (55)
19''49 (56)
西城 和哉
0'57''16 (119)
24''26 (153)
渡部 茂
0'58''06 (129)
23''00 (136)
松原 浩
0'57''28 (121)
19''03 (45)
橋田 健司
0'59''16 (140)
19''48 (55)
櫻 修
0'55''20 (91)
22''12 (105)
花田 淳一郎
0'58''16 (132)
21''57 (99)
浅田 豊
0'57''26 (120)
25''46 (167)
荒井 孝之
0'56''06 (103)
22''16 (107)
矢口 慧朗
0'55''34 (97)
22''36 (123)
佐藤 義就
0'56''31 (110)
21''52 (93)
海瀬 秀晃
0'59''26 (143)
24''38 (156)
大築 渉
1'00''02 (146)
26''46 (170)
清水 克久
0'54''57 (89)
25''05 (163)
望月 浩二
1'00''35 (150)
22''26 (114)
津曲 拓
1'02''43 (163)
23''49 (147)
志村 恒治
0'53''43 (76)
22''23 (112)
伴野 竜一
0'55''47 (99)
20''13 (63)
若林 伸幸
0'58''43 (136)
22''27 (115)

佐藤 勇人
1'23''37 (148)
24''15 (142)
井手 善広
1'19''37 (117)
28''19 (175)
熊坂 太朗
1'21''58 (137)
24''42 (149)
根本 欽章
1'17''05 (81)
18''59 (34)
滝本 完
1'17''34 (87)
20''06 (56)
竹野 亮祐
1'22''04 (138)
22''48 (117)
島野 芳巳
1'21''19 (132)
25''59 (163)
藤原 賢一
1'21''07 (127)
22''51 (118)
宇田 弘幸
1'23''21 (145)
25''55 (162)
奥本 弘志
1'22''55 (143)
26''49 (170)
伴野 正
1'19''51 (118)
24''17 (144)
岡田 光
1'21''47 (136)
25''16 (160)
真柄 茂和
1'22''40 (142)
23''14 (123)
笹井 清志
1'21''43 (135)
21''41 (93)
斉藤 孝次
1'24''07 (149)
29''10 (177)
田邉 啓一郎
1'22''28 (141)
21''53 (97)
浜田 篤人
1'25''10 (156)
22''27 (113)
高木 英史
1'17''30 (84)
23''47 (135)
外山 悠理
1'20''45 (123)
24''58 (155)
井出 皓大
1'22''12 (139)
23''29 (129)

鈴木 貴泰
1'41''35 (121)
17''58 (44)
東田 想太
1'41''41 (122)
22''04 (136)
横山 暁
1'41''58 (123)
20''00 (94)
小塚 義徳
1'42''00 (124)
24''55 (168)
河野 彰
1'42''03 (125)
24''29 (162)
山口 喜裕
1'42''18 (126)
20''14 (100)
大羽 孝男
1'42''19 (127)
21''00 (117)
五十嵐 隆敏
1'42''28 (128)
21''21 (123)
榛澤 文久
1'42''30 (129)
19''09 (76)
伊藤 真
1'42''41 (130)
19''46 (89)
笈沼 恒一
1'42''42 (131)
22''51 (150)
岸下 泰明
1'42''47 (132)
21''00 (117)
富井 康明
1'43''01 (133)
20''21 (105)
矢島 寛士
1'43''38 (134)
21''55 (133)
橋田 敬太
1'43''48 (135)
19''41 (87)
久宗 隆史
1'43''52 (136)
21''24 (125)
加納 一郎
1'43''56 (137)
18''46 (66)
鳥海 拓也
1'44''09 (138)
26''39 (174)
宮崎 正雄
1'44''11 (139)
23''26 (155)
廣瀬 昌由
1'44''24 (140)
22''12 (140)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

141

513 ★つないで50’s★

1'44''27

142

463 品川陸同おっさん

1'44''41

142

581 みなばお

1'44''41

144

505 チームひばり

1'45''15

145

498 チームSOFTEC

1'45''16

146

499 チームTAKADA

1'45''33

147

437 グリグラ

1'45''34

148

482 ソルトン＠TGV

1'45''42

149

493 チーム 侍BLACK

1'46''04

150

420 えぬえすそるBU2

1'46''20

151

459 JMCジョグ部

1'46''25

152

586 たむたまの3

1'46''26

153

510 通気スイスイVVD

1'46''27

154

438 クロエA

1'46''29

155

580 走れ総研くん（Ｉ）

1'46''50

156

573 こまち2

1'47''00

157

541 福永商工ヤングチーム

1'47''16

158

470 SON横浜陸上 A

1'47''41

159

517 TMEIC-C

1'47''45

160

522 ドーナッツA

1'47''47

第1区

第2区

第3区

第4区

中西 良介
0'36''03 (139)
36''03 (139)
山下 隆
0'32''27 (76)
32''27 (76)
大村 公一
0'31''16 (58)
31''16 (58)
湯本 義裕
0'33''46 (106)
33''46 (106)
真中 繁樹
0'32''52 (88)
32''52 (88)
高田 義之
0'39''55 (167)
39''55 (167)
岩崎 佳史
0'35''51 (137)
35''51 (137)
小野沢 文行
0'33''22 (97)
33''22 (97)
田中 実
0'33''14 (93)
33''14 (93)
安西 淳
0'35''41 (136)
35''41 (136)
藤澤 昌幸
0'42''49 (176)
42''49 (176)
大澤 弘幸
0'38''19 (162)
38''19 (162)
有村 公助
0'37''42 (156)
37''42 (156)
高橋 佑太
0'40''51 (168)
40''51 (168)
日高 嶺渡
0'37''09 (152)
37''09 (152)
古仲 弘樹
0'36''22 (148)
36''22 (148)
堂前 進也
0'41''20 (170)
41''20 (170)
野田 諭
0'32''19 (75)
32''19 (75)
船越 礼二
0'42''52 (177)
42''52 (177)
後藤 真矢
0'38''29 (164)
38''29 (164)

東 隆誠
0'59''09 (139)
23''06 (140)
磯尾 典男
0'54''27 (83)
22''00 (102)
馬場 忠志
0'58''09 (130)
26''53 (171)
飯田 恒
0'56''38 (112)
22''52 (133)
内田 修
1'00''14 (147)
27''22 (173)
杉浦 大介
1'02''17 (161)
22''22 (111)
斎藤 幸弘
0'59''40 (144)
23''49 (147)
小原 遼太郎
0'58''09 (130)
24''47 (159)
水崎 翔太郎
0'55''53 (101)
22''39 (126)
矢野 泰輔
0'58''42 (135)
23''01 (137)
竹内 秀次
1'05''32 (174)
22''43 (129)
三國 宣仁
1'00''01 (145)
21''42 (91)
前島 祐樹
0'58''37 (134)
20''55 (77)
高塚 秀男
1'01''08 (155)
20''17 (65)
田邉 浩起
1'02''48 (165)
25''39 (166)
金綱 勇樹
1'00''46 (153)
24''24 (152)
久保 敦司
1'03''55 (167)
22''35 (121)
笹川 幸太
0'54''19 (80)
22''00 (102)
中尾 浩二
1'05''26 (173)
22''34 (119)
上田 哲也
1'00''18 (148)
21''49 (92)

針谷 英伯
1'24''22 (151)
25''13 (159)
片山 哲也
1'18''51 (112)
24''24 (146)
永和田 隆一
1'22''58 (144)
24''49 (150)
酒井 和雅
1'25''28 (158)
28''50 (176)
石川 聡
1'23''33 (147)
23''19 (126)
浜口 学
1'26''34 (162)
24''17 (144)
松尾 多津男
1'21''18 (131)
21''38 (91)
松野 真之
1'21''27 (133)
23''18 (125)
秋山 裕平
1'18''14 (98)
22''21 (111)
関島 泰介
1'20''38 (122)
21''56 (99)
小林 正和
1'26''44 (164)
21''12 (82)
武政 和希
1'25''03 (153)
25''02 (156)
和田 雄志
1'20''34 (121)
21''57 (101)
矢田 純登
1'27''51 (169)
26''43 (167)
郷 裕太
1'24''19 (150)
21''31 (87)
久保 光弘
1'23''27 (146)
22''41 (115)
福永 信祐
1'25''19 (157)
21''24 (85)
中野 雄介
1'25''04 (154)
30''45 (178)
原 優作
1'26''10 (161)
20''44 (69)
川上 裕太
1'27''32 (167)
27''14 (173)

長谷川 誠
1'44''27 (141)
20''05 (95)
森本 修章
1'44''41 (142)
25''50 (170)
水上 晃
1'44''41 (142)
21''43 (130)
高鳥 耕一
1'45''15 (144)
19''47 (90)
斉藤 哲雄
1'45''16 (145)
21''43 (130)
武藤 利一
1'45''33 (146)
18''59 (71)
角南 貞夫
1'45''34 (147)
24''16 (160)
土屋 慶一郎
1'45''42 (148)
24''15 (159)
小林 大亮
1'46''04 (149)
27''50 (177)
平井 雅章
1'46''20 (150)
25''42 (169)
久保田 悠也
1'46''25 (151)
19''41 (87)
有田 由高
1'46''26 (152)
21''23 (124)
召田 達也
1'46''27 (153)
25''53 (171)
伊藤 久充
1'46''29 (154)
18''38 (58)
尾城 翔太
1'46''50 (155)
22''31 (144)
袴田 泰通
1'47''00 (156)
23''33 (157)
星野 孝明
1'47''16 (157)
21''57 (134)
瀧明 宏介
1'47''41 (158)
22''37 (145)
田村 徳幸
1'47''45 (159)
21''35 (128)
村上 尚太
1'47''47 (160)
20''15 (101)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

記録

161

546 ＢＯＮＮＹ

1'48''01

162

413 ＡＭＦＫ

1'48''25

163

568 YSランランRUN

1'48''46

164

545 平和の今日は

1'48''57

165

536 ヒルトップランB

1'49''13

166

567 YSランナーズその次

1'49''37

167

481 ソルトン＠SBB

1'49''43

168

453 鮫肌シャークス西

1'50''20

169

452 鮫肌シャークス

1'51''35

170

412 ウエダジャパン

1'52''20

171

430 宮魂会2

1'52''54

172

537 VRC希望

1'53''01

173

429 宮魂会

1'53''28

174

500 チームなんとかなるさ

1'53''46

175

572 こまち1

1'54''30

176

456 GNヒアリング A

1'55''40

177

530 NVD20's

1'56''26

178

506 チームひばり駅伝

1'58''38

途中
棄権

424 MTSK

1'49''39

欠場

574 Sｼﾆｱｼﾞｬｲｱﾝﾂ

第1区

第2区

第3区

第4区

増田 大輔
0'33''54 (109)
33''54 (109)
中島 義博
0'31''23 (62)
31''23 (62)
宮林 有史
0'36''20 (145)
36''20 (145)
齋藤 千佳志
0'42''42 (175)
42''42 (175)
家永 弘人
0'41''21 (171)
41''21 (171)
渡邊 俊
0'38''17 (161)
38''17 (161)
柳原 享
0'35''29 (131)
35''29 (131)
渡辺 敬太
0'36''37 (150)
36''37 (150)
塩谷 靖
0'44''07 (178)
44''07 (178)
大沼 拓也
0'38''08 (158)
38''08 (158)
関 信哉
0'33''01 (90)
33''01 (90)
横森 智
0'41''13 (169)
41''13 (169)
佐野 聡
0'37''24 (154)
37''24 (154)
平田 秀一
0'36''04 (141)
36''04 (141)
伊川 茂樹
0'41''42 (172)
41''42 (172)
Weber Bernd
0'36''03 (139)
36''03 (139)
原 鉱一郎
0'41''43 (173)
41''43 (173)
小井川 泰章
0'42''07 (174)
42''07 (174)
内田 浩二
0'54''36
54''36
矢部 智士

仲佐 誠
1'02''44 (164)
28''50 (175)
中村 裕樹
0'51''49 (60)
20''26 (67)
森田 健一郎
1'01''13 (157)
24''53 (161)
中村 彰太
1'04''37 (169)
21''55 (97)
松岡 宏幸
1'04''13 (168)
22''52 (133)
鈴木 亮
1'00''53 (154)
22''36 (123)
熊野 和幸
1'02''23 (162)
26''54 (172)
河上 太郎
0'58''48 (138)
22''11 (104)
上野山 秀樹
1'05''05 (171)
20''58 (80)
阿比留 拓也
1'01''22 (158)
23''14 (144)
中村 栄治
1'06''45 (175)
33''44 (179)
丸尾 宜二
1'03''07 (166)
21''54 (95)
黒﨑 浩光
1'10''40 (178)
33''16 (178)
石田 真吾
1'05''10 (172)
29''06 (176)
押本 良裕
1'08''16 (177)
26''34 (169)
倉嶋 亮
0'56''45 (115)
20''42 (75)
松本 誠
1'04''56 (170)
23''13 (143)
福井 富博
1'06''56 (176)
24''49 (160)
高見澤 隆
1'24''50
30''14
鈴木 宏之

菊地 俊明
1'26''46 (165)
24''02 (138)
岩本 元
1'18''43 (109)
26''54 (171)
肥田 淳介
1'26''05 (160)
24''52 (153)
宍戸 悠樹
1'30''25 (173)
25''48 (161)
石野 信弘
1'28''22 (171)
24''09 (140)
Yao Gemael
1'24''55 (152)
24''02 (138)
石川 幹
1'27''34 (168)
25''11 (157)
石崎 巨樹
1'25''34 (159)
26''46 (169)
坂口 正敏
1'26''46 (165)
21''41 (93)
高塚 康平
1'25''05 (155)
23''43 (133)
山本 圭佑
1'31''00 (174)
24''15 (142)
瀧田 英之
1'26''41 (163)
23''34 (130)
竹田 清人
1'31''06 (175)
20''26 (59)
久保田 武
1'29''59 (172)
24''49 (150)
川崎 修平
1'32''26 (177)
24''10 (141)
木元 浩仁
1'28''21 (170)
31''36 (179)
阿部 光寿
1'32''06 (176)
27''10 (172)
西田 忠之
1'35''09 (178)
28''13 (174)
岡野 光延
1'49''39
24''49
畠中 良彰

藤田 亮祐
1'48''01 (161)
21''15 (122)
田代 真士
1'48''25 (162)
29''42 (178)
千々谷 眞之
1'48''46 (163)
22''41 (147)
本川 順一
1'48''57 (164)
18''32 (55)
平賀 秀勝
1'49''13 (165)
20''51 (115)
三並 裕也
1'49''37 (166)
24''42 (164)
森田 祐規
1'49''43 (167)
22''09 (138)
鈴木 健太
1'50''20 (168)
24''46 (166)
仲田 栄一
1'51''35 (169)
24''49 (167)
小菅 公貴
1'52''20 (170)
27''15 (175)
中澤 智也
1'52''54 (171)
21''54 (132)
青柳 洋行
1'53''01 (172)
26''20 (172)
田島 稔朗
1'53''28 (173)
22''22 (143)
石井 幸一
1'53''46 (174)
23''47 (158)
金子 聡
1'54''30 (175)
22''04 (136)
山本 真也
1'55''40 (176)
27''19 (176)
守口 晴樹
1'56''26 (177)
24''20 (161)
藤井 大輔
1'58''38 (178)
23''29 (156)
高橋 誠一
星 昌樹
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

男子の部
順位

No.

チーム名

欠場

511 都筑ブレンズRC

欠場

543 富士電機

欠場

454 鮫肌シャークス南

記録

第1区

第2区

第3区

清谷 公紀

新田 龍宏

大津 翔吾

五十嵐 祐太

第4区

藤枝 剛

菊地 剛

宮沢 真

今村 建介

井上 正浩

相星 一樹

和田 高大

小野 篤

