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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

1

157 駒大AC

1'10''41

2

160 サーティーン

1'14''09

3

158 駒大AC－B

1'14''36

4

172 支払基金Ａ

1'16''51

5

314 横浜都筑ＡＣーＡ

1'16''57

6

181 SWAC横浜A

1'18''13

7

245 2minutes

1'19''21

8

197 竹下会brother

1'20''01

9

266 ＴＲ２ＥＣふじまる

1'21''43

10

236 チームブラック

1'22''06

11

269 なかむー

1'23''31

12

246 TMDUチーム１

1'24''22

13

250 ティーサーブB

1'24''54

14

247 TMDUチーム２

1'25''21

15

240 チームわこうっち

1'26''49

16

320 ランランランＡ

1'27''05

17

325 ルネ相模大野A

1'27''23

18

304 マリサポBF隊

1'28''08

19

151 ゲツレーズ

1'28''12

20

183 SWAC横浜C

1'28''23

第1区

第2区

第3区

第4区

鈴木 涼太郎
0'23''33 (1)
23''33 (1)
宇田 敬史朗
0'23''56 (2)
23''56 (2)
野口 直人
0'25''52 (5)
25''52 (5)
小林 巧
0'26''11 (8)
26''11 (8)
吉澤 正弥
0'26''08 (7)
26''08 (7)
舟田 正芳
0'27''35 (16)
27''35 (16)
伊東 大地
0'26''59 (9)
26''59 (9)
竹下 雅之
0'25''57 (6)
25''57 (6)
飯野 雅人
0'28''26 (21)
28''26 (21)
山田 拓
0'27''17 (13)
27''17 (13)
水谷 響
0'29''55 (36)
29''55 (36)
島田 康平
0'31''35 (65)
31''35 (65)
青木 宗寛
0'30''31 (46)
30''31 (46)
西村 悠
0'30''43 (49)
30''43 (49)
二井谷 昇
0'27''07 (11)
27''07 (11)
佐々木 亮
0'30''36 (48)
30''36 (48)
竹下 明文
0'31''02 (52)
31''02 (52)
樫本 渚
0'31''58 (75)
31''58 (75)
佐々木 政之
0'29''09 (26)
29''09 (26)
石井 通雄
0'31''36 (67)
31''36 (67)

石坂 夢真
0'38''54 (1)
15''21 (1)
萩原 陽子
0'43''17 (4)
19''21 (34)
塩田 柚香子
0'43''17 (4)
17''25 (11)
橋本 哲也
0'42''37 (3)
16''26 (6)
中村 正志
0'41''59 (2)
15''51 (2)
加藤 健大
0'43''49 (8)
16''14 (4)
那須野 友美
0'43''45 (7)
16''46 (9)
小川 実紀
0'44''57 (9)
19''00 (24)
吉田 博昭
0'46''15 (11)
17''49 (14)
佐藤 和弘
0'46''14 (10)
18''57 (23)
土屋 文香
0'49''13 (24)
19''18 (32)
頓宮 広久
0'49''03 (22)
17''28 (12)
片山 朗
0'46''56 (13)
16''25 (5)
川上 真帆
0'49''14 (25)
18''31 (16)
棚原 信
0'43''39 (6)
16''32 (8)
矢野 達男
0'49''11 (23)
18''35 (18)
村田 匠介
0'47''07 (14)
16''05 (3)
清野 豊人
0'52''20 (48)
20''22 (53)
春原 豊
0'48''46 (21)
19''37 (39)
近藤 貞和
0'50''23 (35)
18''47 (21)

亀井 貴一
0'54''46 (1)
15''52 (1)
平山 義訓
0'59''36 (4)
16''19 (4)
藤本 真佐志
0'59''33 (3)
16''16 (3)
宗形 香
1'01''20 (6)
18''43 (24)
末田 慎一郎
0'58''04 (2)
16''05 (2)
舟田 幸代
1'02''17 (7)
18''28 (19)
碓井 涼
1'00''53 (5)
17''08 (6)
本間 大輔
1'03''29 (8)
18''32 (21)
板本 洋
1'05''03 (9)
18''48 (26)
武田 真理子
1'05''46 (11)
19''32 (34)
本間 亮太
1'06''28 (13)
17''15 (7)
嶋崎 亮介
1'05''34 (10)
16''31 (5)
菅 幸太
1'06''09 (12)
19''13 (31)
堀家 彩音
1'10''21 (28)
21''07 (58)
伊藤 真純
1'07''10 (14)
23''31 (136)
森 晋太郎
1'08''32 (22)
19''21 (33)
城田 善夫
1'07''51 (16)
20''44 (55)
小笠原 学
1'10''04 (26)
17''44 (11)
富弥 武彦
1'08''22 (20)
19''36 (36)
藤塚 真由子
1'10''54 (34)
20''31 (49)

赤羽 美柚
1'10''41 (1)
15''55 (6)
東 雄大
1'14''09 (2)
14''33 (1)
園田 蔵
1'14''36 (3)
15''03 (4)
田尾 友和
1'16''51 (4)
15''31 (5)
三島 友美
1'16''57 (5)
18''53 (48)
増山 和伸
1'18''13 (6)
15''56 (7)
奥田 陽一
1'19''21 (7)
18''28 (38)
竹井 健吾
1'20''01 (8)
16''32 (10)
中野 美千香
1'21''43 (9)
16''40 (14)
岡本 太郎
1'22''06 (10)
16''20 (9)
中村 裕聡
1'23''31 (11)
17''03 (19)
小澤 晴菜
1'24''22 (12)
18''48 (46)
佐野 仁美
1'24''54 (13)
18''45 (44)
山本 秦平
1'25''21 (14)
15''00 (3)
有馬 光俊
1'26''49 (15)
19''39 (67)
蔭山 真由美
1'27''05 (16)
18''33 (40)
城田 知子
1'27''23 (17)
19''32 (64)
平田 勝耶
1'28''08 (18)
18''04 (32)
春原 恵美
1'28''12 (19)
19''50 (71)
小峠 正男
1'28''23 (20)
17''29 (23)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

21

182 SWAC横浜B

1'28''34

22

252 ティーサーブD

1'28''47

23

164 Gクラと兄さん

1'29''20

24

109 アヤトA

1'29''43

25

123 NR/Cマラソンクラブ

1'29''54

26

248 TMDUチーム３

1'30''47

27

145 教育政策推進課２

1'30''57

28

130 ＭＹ２H

1'31''06

29

284 HHN C

1'31''19

30

226 チームタハラ

1'31''29

31

243 チチンプイプイα

1'31''54

32

215 チームOGU

1'31''58

33

225 チームスズキ

1'31''59

34

290 ファイテンショップ横浜西口

1'32''05

35

204 たむたまの1

1'32''07

36

326 ルネ相模大野Ｂ

1'32''21

37

118 ＡＲＣ横浜

1'32''37

38

239 エビ検 チームB

1'32''54

39

251 ティーサーブC

1'32''57

40

331 YSランナーズ

1'33''21

第1区

第2区

第3区

第4区

水谷 桂一朗
0'32''54 (97)
32''54 (97)
齋木 護
0'30''10 (42)
30''10 (42)
山下 裕樹
0'30''05 (40)
30''05 (40)
嘉村 剛直
0'30''53 (50)
30''53 (50)
佐々木 雅貴
0'32''08 (78)
32''08 (78)
井口 晋太朗
0'30''58 (51)
30''58 (51)
石川 聖
0'29''41 (35)
29''41 (35)
辻 勇人
0'31''05 (53)
31''05 (53)
水谷 拓海
0'30''24 (44)
30''24 (44)
田原 玲二
0'29''55 (36)
29''55 (36)
関野 房良
0'33''42 (115)
33''42 (115)
青山 洋樹
0'33''21 (103)
33''21 (103)
鈴木 俊太郎
0'29''10 (28)
29''10 (28)
安田 真之
0'28''20 (19)
28''20 (19)
田村 秀夫
0'30''04 (39)
30''04 (39)
内山 一男
0'29''16 (29)
29''16 (29)
平野 智之
0'29''09 (26)
29''09 (26)
大本 治康
0'32''12 (80)
32''12 (80)
田中 彰
0'31''26 (60)
31''26 (60)
上野 剛嗣
0'27''17 (13)
27''17 (13)

川下 慶悟
0'51''39 (42)
18''45 (20)
木内 隆喜
0'47''57 (15)
17''47 (13)
佐藤 竜太
0'48''29 (18)
18''24 (15)
佐塚 直生
0'52''23 (51)
21''30 (72)
羽曽部 汐里
0'52''48 (54)
20''40 (58)
逆井 拓実
0'50''35 (37)
19''37 (39)
小椋 歩
0'49''55 (30)
20''14 (49)
師岡 優子
0'53''00 (57)
21''55 (84)
中野 友晴
0'49''50 (29)
19''26 (37)
伊藤 まど夏
0'55''54 (103)
25''59 (193)
吉本 晃子
0'54''14 (73)
20''32 (54)
水嶋 葉子
0'57''15 (120)
23''54 (143)
早坂 ちひろ
0'56''12 (107)
27''02 (200)
平山 杏子
0'48''07 (16)
19''47 (43)
村田 賢太郎
0'50''06 (32)
20''02 (46)
高野 耕一
0'48''33 (20)
19''17 (31)
遠藤 孝
0'49''45 (27)
20''36 (56)
三浦 佳菜江
0'52''59 (56)
20''47 (60)
矢島 純
0'50''36 (39)
19''10 (27)
安 東妮
0'50''36 (39)
23''19 (128)

野辺 由美
1'10''24 (29)
18''45 (25)
青木 貴志
1'08''38 (24)
20''41 (54)
伊藤 貴博
1'08''13 (19)
19''44 (38)
梶田 千晴
1'12''41 (42)
20''18 (45)
内藤 暁馬
1'10''49 (33)
18''01 (15)
斎藤 真一郎
1'08''33 (23)
17''58 (14)
吉田 哲朗
1'08''26 (21)
18''31 (20)
木高 真紀子
1'13''07 (45)
20''07 (43)
伊藤 恵
1'14''45 (57)
24''55 (164)
平山 宗一郎
1'14''28 (53)
18''34 (22)
森岡 直紀
1'11''49 (39)
17''35 (8)
金田一 修平
1'14''50 (58)
17''35 (8)
岡崎 匡志
1'15''21 (61)
19''09 (30)
高橋 哲也
1'08''47 (25)
20''40 (53)
大束 淳一
1'07''51 (16)
17''45 (12)
木村 由紀奈
1'11''10 (36)
22''37 (105)
篠崎 崇
1'10''05 (27)
20''20 (47)
小田 博文
1'14''17 (49)
21''18 (68)
安達 駿一
1'15''01 (59)
24''25 (152)
宮澤 一哲
1'14''19 (51)
23''43 (145)

合谷 泰地
1'28''34 (21)
18''10 (34)
清水 麻里
1'28''47 (22)
20''09 (81)
金原 理恵子
1'29''20 (23)
21''07 (107)
百瀬 信吾
1'29''43 (24)
17''02 (18)
中川 安徳
1'29''54 (25)
19''05 (52)
數田 茉莉子
1'30''47 (26)
22''14 (138)
山崎 千夏
1'30''57 (27)
22''31 (145)
伊藤 広志
1'31''06 (28)
17''59 (29)
中島 一雄
1'31''19 (29)
16''34 (12)
奥田 雅典
1'31''29 (30)
17''01 (17)
津崎 兼一
1'31''54 (31)
20''05 (75)
小倉 宣幸
1'31''58 (32)
17''08 (20)
赤井 大介
1'31''59 (33)
16''38 (13)
長田 雄介
1'32''05 (34)
23''18 (167)
高橋 菜摘
1'32''07 (35)
24''16 (183)
太田 有紀
1'32''21 (36)
21''11 (109)
山本 佳代
1'32''37 (37)
22''32 (146)
衣川 将太郎
1'32''54 (38)
18''37 (41)
金子 明日美
1'32''57 (39)
17''56 (27)
雨宮 淳
1'33''21 (40)
19''02 (49)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

41

227 チーム２ＴＡＭＡ－Ａ

1'33''25

42

166 JMCジョグ部＋

1'33''40

43

187 セカンドパレス

1'33''44

44

112 あらた

1'33''46

45

111 アヤトC

1'33''48

46

334 ＫＦＲＣ

1'33''49

47

306 ３２１０４ＲＴ壱

1'33''50

48

184 SWAC横浜D

1'34''07

49

106 青山駅伝部A

1'34''15

50

196 タイカ ブロック

1'34''16

51

298 BlueCardーB

1'34''19

52

110 アヤトB

1'34''34

53

311 メタルワン鋼管RC

1'35''10

54

212 Team MMYK

1'35''11

55

249 ティーサーブA

1'35''24

56

156 ＧＯＫＩＧＥＮ－Ｂ

1'35''53

57

140 KAMOI

1'36''39

58

282 HHN A

1'36''51

59

116 いっくがよんく

1'36''55

60

171 しばいぬ

1'36''58

第1区

第2区

第3区

第4区

森田 博之
0'27''16 (12)
27''16 (12)
石崎 智己
0'25''45 (4)
25''45 (4)
高橋 健太
0'30''31 (46)
30''31 (46)
松野 一郎
0'29''38 (34)
29''38 (34)
本多 正克
0'32''36 (90)
32''36 (90)
奥山 貴士
0'31''22 (59)
31''22 (59)
米花 貴
0'30''03 (38)
30''03 (38)
千田 勝一郎
0'35''41 (149)
35''41 (149)
金子 誠
0'27''05 (10)
27''05 (10)
香西 信宏
0'27''31 (15)
27''31 (15)
河野 哲也
0'31''34 (64)
31''34 (64)
名取 和正
0'34''15 (125)
34''15 (125)
上治 一生
0'29''34 (33)
29''34 (33)
安永 昌史
0'31''35 (65)
31''35 (65)
船越 慈隆
0'33''38 (111)
33''38 (111)
飯塚 成彦
0'31''14 (56)
31''14 (56)
谷口 夏彦
0'28''54 (22)
28''54 (22)
畠山 誠
0'32''11 (79)
32''11 (79)
古田 健次
0'31''09 (54)
31''09 (54)
金田 安美
0'32''29 (85)
32''29 (85)

谷口 恵梨
0'46''37 (12)
19''21 (34)
中津 有美
0'48''07 (16)
22''22 (102)
長屋 洋志
0'50''34 (36)
20''03 (47)
穴戸 亮介
0'48''32 (19)
18''54 (22)
齋藤 まゆか
0'54''17 (75)
21''41 (75)
奥山 薫
0'53''06 (60)
21''44 (76)
神野 聡
0'50''20 (34)
20''17 (50)
堀田 一成
0'54''44 (85)
19''03 (26)
粟国 正樹
0'49''20 (26)
22''15 (98)
堀越 幸一郎
0'50''35 (37)
23''04 (120)
宇佐見 紗也加
0'51''16 (41)
19''42 (41)
筒井 亜由美
0'55''40 (98)
21''25 (69)
五十公野 司
0'52''19 (47)
22''45 (115)
安永 みのり
0'53''46 (63)
22''11 (96)
橘川 有彌
0'50''05 (31)
16''27 (7)
渡辺 幸江
0'54''24 (77)
23''10 (127)
宮野 順子
0'55''17 (92)
26''23 (196)
荒田 超次
0'54''52 (87)
22''41 (111)
田中 圭
0'52''05 (46)
20''56 (62)
今西 友美
0'57''53 (129)
25''24 (180)

坪井 敦彦
1'07''46 (15)
21''09 (60)
谷中 寿雄
1'11''04 (35)
22''57 (114)
伊東 佳朗
1'10''29 (30)
19''55 (40)
新田 貴之
1'10''45 (32)
22''13 (92)
松田 裕行
1'14''35 (54)
20''18 (45)
齋藤 啓基
1'15''54 (65)
22''48 (112)
高野 修
1'14''18 (50)
23''58 (148)
草野 友里
1'14''37 (55)
19''53 (39)
中川 哲也
1'10''29 (30)
21''09 (60)
太田 啓之
1'11''51 (40)
21''16 (66)
松田 天志
1'13''57 (47)
22''41 (106)
田村 健彦
1'15''17 (60)
19''37 (37)
黒田 雄治
1'12''56 (43)
20''37 (52)
角南 友希夫
1'14''20 (52)
20''34 (50)
澁谷 純輝
1'08''09 (18)
18''04 (16)
松岡 なぎさ
1'12''13 (41)
17''49 (13)
阿久澤 拓也
1'17''35 (79)
22''18 (98)
内藤 理絵
1'18''03 (83)
23''11 (123)
崔 南順
1'17''16 (75)
25''11 (173)
金田 直也
1'18''28 (88)
20''35 (51)

坂本 和敏
1'33''25 (41)
25''39 (203)
小曽戸 優
1'33''40 (42)
22''36 (150)
小辺 江美
1'33''44 (43)
23''15 (165)
本名 花帆
1'33''46 (44)
23''01 (160)
藤澤 直人
1'33''48 (45)
19''13 (56)
白川 真之
1'33''49 (46)
17''55 (26)
高野 鈴美
1'33''50 (47)
19''32 (64)
横山 敦裕
1'34''07 (48)
19''30 (63)
瀬田 智子
1'34''15 (49)
23''46 (179)
井口 めぐみ
1'34''16 (50)
22''25 (141)
野上 紗紀子
1'34''19 (51)
20''22 (89)
奈良 仁克
1'34''34 (52)
19''17 (59)
広瀬 由紀
1'35''10 (53)
22''14 (138)
吉田 薫
1'35''11 (54)
20''51 (100)
佐々木 いずみ
1'35''24 (55)
27''15 (216)
甘利 裕邦
1'35''53 (56)
23''40 (174)
堤 憲一郎
1'36''39 (57)
19''04 (50)
中西 大介
1'36''51 (58)
18''48 (46)
一宮 佑希
1'36''55 (59)
19''39 (67)
今西 健二
1'36''58 (60)
18''30 (39)
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チーム名
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60

107 青山駅伝部B

1'36''58

62

162 SANKEN-B

1'37''07

63

139 株式会社 きんでん

1'37''19

63

289 百姓貴族

1'37''19

65

211 チームET

1'37''26

66

208 たむたまの5

1'37''28

67

270 夏の終りのハーモニー

1'37''36

68

285 HHN D

1'37''42

69

178 新鶴見2号

1'37''46

70

296 ふじわらチルドレン

1'37''47

71

104 AIHARA B

1'37''48

72

261 DRAGONFRIA

1'37''49

72

305 マリノス２階その2

1'37''49

74

223 チーム渋谷

1'38''06

75

141 ガリバーBチーム

1'38''07

76

209 TEAM テンジク

1'38''08

77

228 チーム２ＴＡＭＡ－Ｘ

1'38''10

78

218 エビ検 チームA

1'38''27

79

273 210

1'38''36

80

341 米長学園

1'38''47

第1区

第2区

第3区

第4区

上原 啓資
0'32''43 (93)
32''43 (93)
山脇 雄介
0'32''16 (81)
32''16 (81)
生嶌 隆
0'32''54 (97)
32''54 (97)
中村 浩希
0'28''56 (23)
28''56 (23)
伏木 真波
0'33''44 (116)
33''44 (116)
進藤 昭洋
0'29''07 (25)
29''07 (25)
小松 雅芳
0'31''42 (71)
31''42 (71)
小野 栄一
0'32''41 (92)
32''41 (92)
渡辺 裕太
0'30''19 (43)
30''19 (43)
森川 裕介
0'29''03 (24)
29''03 (24)
斎藤 究
0'36''38 (163)
36''38 (163)
伊藤 一
0'29''27 (30)
29''27 (30)
鈴木 脩斗
0'33''36 (109)
33''36 (109)
小野塚 尚樹
0'39''32 (197)
39''32 (197)
佐藤 大気
0'33''52 (120)
33''52 (120)
高田 慶太
0'30''26 (45)
30''26 (45)
福島 優太
0'34''44 (136)
34''44 (136)
杉本 陽
0'35''53 (152)
35''53 (152)
盛井 啓太郎
0'34''26 (128)
34''26 (128)
ﾊﾘｽ 竜海
0'34''37 (131)
34''37 (131)

古川 哲浩
0'51''57 (45)
19''14 (29)
真瀬 晧介
0'54''29 (79)
22''13 (97)
三浦 妙子
0'55''01 (89)
22''07 (92)
深井 正隆
0'52''22 (50)
23''26 (132)
橋詰 哲也
0'54''46 (86)
21''02 (64)
相良 浩光
0'50''12 (33)
21''05 (66)
小野 幹治
0'52''30 (52)
20''48 (61)
原 美樹
0'55''49 (102)
23''08 (124)
野口 雅弘
0'53''03 (58)
22''44 (113)
木村 聡
0'52''53 (55)
23''50 (142)
樋口 洋介
0'54''02 (66)
17''24 (10)
佐藤 美和
0'53''54 (64)
24''27 (158)
黒沼 芳人
0'53''03 (58)
19''27 (38)
佐藤 正晃
1'01''18 (170)
21''46 (77)
佐藤 浩世
0'55''21 (95)
21''29 (70)
片野 雄介
0'54''08 (68)
23''42 (139)
宮田 明子
0'56''38 (116)
21''54 (82)
岡本 順子
1'00''22 (164)
24''29 (160)
福山 侑佳
0'56''16 (111)
21''50 (79)
米長 洋和
0'56''39 (117)
22''02 (87)

斉藤 祐也
1'14''10 (48)
22''13 (92)
野本 麻由
1'19''26 (96)
24''57 (165)
山本 哲也
1'17''23 (76)
22''22 (100)
木幡 良子
1'18''33 (90)
26''11 (187)
神 公明
1'13''53 (46)
19''07 (29)
森久保 司
1'11''26 (37)
21''14 (63)
髙木 美帆
1'16''40 (71)
24''10 (151)
大滝 有紗
1'18''32 (89)
22''43 (108)
渡辺 笑子
1'16''27 (69)
23''24 (130)
田村 顕久
1'11''46 (38)
18''53 (27)
井林 希由弓
1'15''45 (64)
21''43 (75)
村上 友里子
1'16''37 (70)
22''43 (108)
小熊 香槻
1'13''01 (44)
19''58 (41)
小泉 愛子
1'23''08 (145)
21''50 (77)
菊池 広幸
1'19''01 (93)
23''40 (142)
眞崎 弘光
1'15''35 (62)
21''27 (69)
小林 亮太
1'17''37 (80)
20''59 (57)
野口 雄一郎
1'20''29 (106)
20''07 (43)
角田 みづき
1'17''48 (81)
21''32 (71)
楢原 愛
1'22''14 (128)
25''35 (177)

森 あかね
1'36''58 (60)
22''48 (156)
山田 幸男
1'37''07 (62)
17''41 (24)
鐘ヶ江 直亮
1'37''19 (63)
19''56 (72)
安井 一馬
1'37''19 (63)
18''46 (45)
田中 拓夫
1'37''26 (65)
23''33 (170)
中山 麻友
1'37''28 (66)
26''02 (208)
堀田 崇由
1'37''36 (67)
20''56 (103)
山本 隼也
1'37''42 (68)
19''10 (54)
橋元 洋治
1'37''46 (69)
21''19 (115)
藤原 麻梨菜
1'37''47 (70)
26''01 (207)
白鳥 砂由美
1'37''48 (71)
22''03 (134)
水戸 宏樹
1'37''49 (72)
21''12 (110)
川添 みずき
1'37''49 (72)
24''48 (188)
樫山 健一
1'38''06 (74)
14''58 (2)
石郷岡 幸士
1'38''07 (75)
19''06 (53)
三部 美保
1'38''08 (76)
22''33 (147)
竹熊 隆
1'38''10 (77)
20''33 (91)
鬼頭 正博
1'38''27 (78)
17''58 (28)
鈴木 優吾
1'38''36 (79)
20''48 (98)
沼尻 勇太
1'38''47 (80)
16''33 (11)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

81

342 鍵は４区

1'38''52

82

277 走りたいの会

1'39''02

83

299 ヘトヘトクラブ

1'39''07

84

142 川和高校22期A

1'39''09

85

288 ひーやんズ

1'39''11

86

318 横浜労災病院薬剤部

1'39''15

87

259 ドーナッツB

1'39''18

88

173 支払基金Ｂ

1'39''23

89

327 るねっさーんす

1'39''27

89

265 鳥勝

1'39''27

91

281 はっしっし～ズ

1'39''28

92

148 クロエC

1'39''38

93

101 Rアラフォー

1'40''14

94

163 SANKEN-C

1'40''15

95

147 クロエB

1'40''18

96

205 たむたまの2

1'40''26

97

256 てっぺん

1'40''27

98

174 JIMICHEES

1'40''40

99

316 ＹＬＰランニングＢ

1'40''47

170 疾風怒濤？

1'40''51

100

第1区

第2区

第3区

第4区

大野 良
0'35''05 (140)
35''05 (140)
井澤 俊人
0'35''11 (141)
35''11 (141)
安藤 滋夫
0'34''03 (122)
34''03 (122)
永吉 敬文
0'34''38 (133)
34''38 (133)
小松 央児
0'29''29 (31)
29''29 (31)
柳澤 友希
0'40''08 (204)
40''08 (204)
酒井 宏樹
0'35''35 (147)
35''35 (147)
早田 龍一郎
0'33''25 (104)
33''25 (104)
平野 恵里香
0'31''42 (71)
31''42 (71)
田村 優人
0'38''54 (190)
38''54 (190)
神作 正博
0'32''38 (91)
32''38 (91)
高橋 力弥
0'34''24 (127)
34''24 (127)
住野 真也
0'33''40 (113)
33''40 (113)
浅井 久美子
0'32''30 (86)
32''30 (86)
中家 和宏
0'35''36 (148)
35''36 (148)
三輪 真揮
0'31''31 (62)
31''31 (62)
荒川 達也
0'32''47 (95)
32''47 (95)
板谷 早苗
0'38''28 (185)
38''28 (185)
峰野 哲
0'31''14 (56)
31''14 (56)
今給黎 義矢
0'33''46 (117)
33''46 (117)

南宮 淳史
0'54''55 (88)
19''50 (44)
下川 翔平
0'54''30 (81)
19''19 (33)
真部 堅一
0'56''22 (112)
22''19 (100)
杉本 明子
0'58''50 (140)
24''12 (151)
橋本 知子
0'54''13 (72)
24''44 (166)
貞重 卓哉
0'58''51 (141)
18''43 (19)
阿部 弘太郎
0'55''18 (93)
19''43 (42)
豊田 浩平
0'53''58 (65)
20''33 (55)
吉田 達也
0'54''07 (67)
22''25 (104)
並木 良高
0'57''55 (130)
19''01 (25)
橋本 大樹
0'54''08 (68)
21''30 (72)
八木 正義
0'55''26 (97)
21''02 (64)
山野 彩
0'58''53 (142)
25''13 (176)
渡邊 透
0'56''14 (108)
23''44 (140)
小澤 厚志
0'57''41 (126)
22''05 (90)
高木 拓真
0'53''36 (62)
22''05 (90)
桑村 政典
0'58''35 (137)
25''48 (188)
川崎 祐介
0'59''50 (154)
21''22 (68)
我妻 昂
0'51''51 (43)
20''37 (57)
浜口 祥治
0'55''41 (99)
21''55 (84)

細野 由佳
1'17''02 (73)
22''07 (86)
菅 脩平
1'16''00 (66)
21''30 (70)
山中 郁子
1'18''12 (85)
21''50 (77)
日暮 健一
1'21''50 (122)
23''00 (117)
原 夕加里
1'21''08 (113)
26''55 (195)
萩原 梨沙子
1'20''01 (103)
21''10 (62)
志垣 琢麻
1'17''29 (77)
22''11 (89)
高辻 正憲
1'14''42 (56)
20''44 (55)
山本 弥生
1'17''31 (78)
23''24 (130)
小山 照美
1'21''20 (118)
23''25 (132)
清水 利恭
1'16''43 (72)
22''35 (103)
藤井 桃
1'19''01 (93)
23''35 (137)
長谷川 真也
1'21''10 (114)
22''17 (96)
橋本 章一
1'18''20 (86)
22''06 (85)
森屋 均
1'19''32 (98)
21''51 (79)
箭内 康治
1'22''02 (123)
28''26 (211)
喚山 莉果
1'23''41 (156)
25''06 (168)
武田 みどり
1'18''26 (87)
18''36 (23)
平川 純子
1'17''04 (74)
25''13 (174)
足立 有希
1'19''45 (101)
24''04 (150)

興 慎太郎
1'38''52 (81)
21''50 (128)
秋本 ちはる
1'39''02 (82)
23''02 (161)
加畑 智貴
1'39''07 (83)
20''55 (102)
佐藤 哲之
1'39''09 (84)
17''19 (22)
吉本 慎之介
1'39''11 (85)
18''03 (31)
大月 沢雄
1'39''15 (86)
19''14 (57)
阿部 真布
1'39''18 (87)
21''49 (127)
今井 ゆかり
1'39''23 (88)
24''41 (186)
嶋貫 勝則
1'39''27 (89)
21''56 (131)
小山 啓治
1'39''27 (89)
18''07 (33)
田丸 貴子
1'39''28 (91)
22''45 (153)
内田 和明
1'39''38 (92)
20''37 (94)
波田野 洋祐
1'40''14 (93)
19''04 (50)
尾内 伸二
1'40''15 (94)
21''55 (130)
府川 佳央梨
1'40''18 (95)
20''46 (96)
玉田 沙耶香
1'40''26 (96)
18''24 (36)
中村 茂雄
1'40''27 (97)
16''46 (15)
藤本 真由美
1'40''40 (98)
22''14 (138)
丸山 裕貴
1'40''47 (99)
23''43 (177)
加藤 健
1'40''51 (100)
21''06 (106)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

100

185 SWAC横浜E

1'40''51

102

222 チーム39

1'41''00

103

321 ランランランＢ

1'41''01

104

317 ＹＬＰランニングＣ

1'41''05

105

169 七高３０８＋αＢ

1'41''18

106

238 Team YgcTs

1'41''25

107

292 VRCのぞみ

1'41''29

108

274 走って飲もうの会Ａ

1'41''32

109

113 アルーラン部①

1'41''48

110

319 ランちゃんズ

1'41''54

111

264 ドリームキッズC

1'41''55

112

253 DeeTA駅伝部

1'42''00

113

315 ＹＬＰランニングＡ

1'42''11

114

280 PAC

1'42''20

114

161 SANKEN-A

1'42''20

116

115 ERC湘南-A

1'42''24

117

143 川和高校22期B

1'42''26

118

302 迷子のうさぎ

1'42''29

119

176 主婦怪獣ヒトミン

1'42''33

120

309 ミリオンズB

1'42''36

第1区

第2区

第3区

第4区

小高 雅昭
0'38''22 (182)
38''22 (182)
御厨 岳志
0'38''19 (180)
38''19 (180)
吉永 兼一
0'31''31 (62)
31''31 (62)
中嶋 英二
0'39''21 (196)
39''21 (196)
木村 彰平
0'36''08 (156)
36''08 (156)
中村 航
0'36''13 (158)
36''13 (158)
沼波 永
0'33''30 (106)
33''30 (106)
高橋 和男
0'33''52 (120)
33''52 (120)
井上 雄介
0'33''13 (101)
33''13 (101)
前田 貴広
0'32''49 (96)
32''49 (96)
清水 裕貴
0'32''20 (82)
32''20 (82)
大和 貴之
0'33''48 (118)
33''48 (118)
神宮寺 龍一
0'29''30 (32)
29''30 (32)
田崎 憲一
0'32''30 (86)
32''30 (86)
小松 孝行
0'32''01 (77)
32''01 (77)
榎本 浩之
0'31''42 (71)
31''42 (71)
田近 秀騎
0'35''31 (145)
35''31 (145)
山本 光彦
0'34''06 (123)
34''06 (123)
安井 崇之
0'34''07 (124)
34''07 (124)
加治屋 陽
0'33''41 (114)
33''41 (114)

市川 仁
0'59''05 (144)
20''43 (59)
亀田 舞実
1'04''13 (196)
25''54 (190)
春田 佳子
0'54''15 (74)
22''44 (113)
秋山 好司
1'01''25 (172)
22''04 (88)
安川 智博
0'58''17 (133)
22''09 (95)
星 勝徳
0'58''35 (137)
22''22 (102)
濱本 果奈
0'56''34 (113)
23''04 (120)
保谷 早苗
0'57''33 (123)
23''41 (138)
佐野 洋輔
0'52''34 (53)
19''21 (34)
後藤 睦謙
1'00''13 (162)
27''24 (204)
溝田 浩平
0'56''15 (110)
23''55 (145)
荒木 理恵
0'56''35 (115)
22''47 (117)
中野 祐貴
0'53''32 (61)
24''02 (148)
伊東 真悟
0'54''09 (70)
21''39 (74)
小俣 弘輔
0'52''21 (49)
20''20 (52)
堂脇 麻衣
0'59''24 (149)
27''42 (208)
中込 美枝
1'02''47 (182)
27''16 (203)
木場 久美子
0'58''11 (132)
24''05 (149)
貝川 純平
0'55''06 (90)
20''59 (63)
明 毎子
0'59''05 (144)
25''24 (180)

小林 真弓
1'20''43 (110)
21''38 (73)
仲松 匠
1'23''48 (159)
19''35 (35)
佐々木 一義
1'16''12 (67)
21''57 (82)
平川 祐衣
1'24''48 (167)
23''23 (128)
森田 香理
1'22''52 (139)
24''35 (155)
小嶋 愛月
1'21''47 (121)
23''12 (124)
高木 英明
1'18''11 (84)
21''37 (72)
木田 将之
1'17''53 (82)
20''20 (47)
白澤 ひかる
1'15''43 (63)
23''09 (121)
蘭幕 千春
1'22''12 (127)
21''59 (84)
近藤 愛子
1'24''03 (160)
27''48 (206)
関口 かざな
1'19''10 (95)
22''35 (103)
神宮寺 奈弓
1'19''31 (97)
25''59 (184)
小坂 知彦
1'16''20 (68)
22''11 (89)
横田 尚子
1'22''56 (140)
30''35 (221)
福本 友
1'22''05 (125)
22''41 (106)
伊東 治
1'21''13 (115)
18''26 (18)
杉山 玄
1'21''03 (112)
22''52 (113)
加藤 英里奈
1'18''59 (92)
23''53 (146)
織田 真二
1'21''18 (117)
22''13 (92)

小林 満
1'40''51 (100)
20''08 (80)
舟山 潔
1'41''00 (102)
17''12 (21)
鈴木 りえ
1'41''01 (103)
24''49 (189)
神宮寺 享
1'41''05 (104)
16''17 (8)
森田 次郎
1'41''18 (105)
18''26 (37)
佐藤 亮
1'41''25 (106)
19''38 (66)
石井 碧
1'41''29 (107)
23''18 (167)
畑 ひろ乃
1'41''32 (108)
23''39 (173)
秋山 和世
1'41''48 (109)
26''05 (209)
梅沢 雄大
1'41''54 (110)
19''42 (70)
近藤 寿一郎
1'41''55 (111)
17''52 (25)
成松 由理佳
1'42''00 (112)
22''50 (157)
藤井 麻依子
1'42''11 (113)
22''40 (152)
西條 暖香
1'42''20 (114)
26''00 (206)
尾崎 正道
1'42''20 (114)
19''24 (60)
久野 和之
1'42''24 (116)
20''19 (87)
加藤 雅之
1'42''26 (117)
21''13 (111)
梅林 ちよ
1'42''29 (118)
21''26 (117)
冨田 ひとみ
1'42''33 (119)
23''34 (172)
伊藤 幸史
1'42''36 (120)
21''18 (113)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

120

258 天狗ぢゃないよ～

1'42''36

122

127 NDTC-Y

1'42''37

123

126 nmsk

1'42''46

124

198 竹中土木－１

1'43''00

125

307 みなとＯＮＥ

1'43''02

126

216 チームおじさん

1'43''16

127

124 NSAAのRC

1'43''19

128

232 チーム美男美女

1'43''32

129

191 全力セーフティー4班

1'43''39

130

328 レッドスター

1'43''41

131

244 調布北高軟テOG

1'43''51

132

217 チームかいりょうゆ

1'44''15

133

138 かばの花ちゃん

1'44''19

133

134 029

1'44''19

135

283 HHN B

1'44''21

136

301 ポリピ～２

1'44''23

137

131 OND

1'44''24

138

203 竹中土木－６

1'44''29

139

119 ACしらん

1'44''32

140

132 おおすみスペシャル

1'44''33

第1区

第2区

第3区

第4区

浅川 翔
0'33''16 (102)
33''16 (102)
小島 一紘
0'35''58 (154)
35''58 (154)
小林 渉
0'34''37 (131)
34''37 (131)
米澤 一正
0'27''57 (18)
27''57 (18)
安田 裕一
0'33''28 (105)
33''28 (105)
小原 将
0'31''55 (74)
31''55 (74)
石渡 貴章
0'36''15 (159)
36''15 (159)
栗原 誉紀
0'34''39 (134)
34''39 (134)
種本 真樹
0'31''13 (55)
31''13 (55)
納所 和正
0'35''57 (153)
35''57 (153)
小出 宏美
0'39''20 (195)
39''20 (195)
鳴坂 竜一
0'31''21 (58)
31''21 (58)
吉澤 純一
0'35''00 (139)
35''00 (139)
小林 雅弥
0'37''11 (171)
37''11 (171)
佐藤 康幸
0'31''41 (70)
31''41 (70)
黒川 知昭
0'36''18 (160)
36''18 (160)
土屋 護
0'35''59 (155)
35''59 (155)
渡辺 宏明
0'37''06 (170)
37''06 (170)
池田 直人
0'31''27 (61)
31''27 (61)
関根 昌克
0'34''19 (126)
34''19 (126)

有澤 涼一
0'55''56 (104)
22''40 (110)
早坂 翼
1'03''10 (187)
27''12 (202)
中道 彩
0'58''09 (131)
23''32 (134)
魚田 文睦
0'51''54 (44)
23''57 (147)
石井 将太郎
0'55''24 (96)
21''56 (86)
渡邊 碧
0'54''33 (82)
22''38 (109)
片平 悠理亜
0'57''44 (128)
21''29 (70)
栗原 恵美
1'00''04 (158)
25''25 (183)
杉村 大輔
0'54''40 (83)
23''27 (133)
藤原 英之
0'57''43 (127)
21''46 (77)
出浦 裕理
1'04''22 (197)
25''02 (172)
大野 綾
0'56''34 (113)
25''13 (176)
岩田 浩子
0'59''22 (148)
24''22 (155)
山口 真未
1'01''16 (169)
24''05 (149)
松田 泰貴
0'54''43 (84)
23''02 (119)
堀 優太
0'56''10 (106)
19''52 (45)
渡邊 寛玄
0'59''45 (152)
23''46 (141)
倉田 翔平
0'57''18 (121)
20''12 (48)
冨井 稔正
0'54''10 (71)
22''43 (112)
大隅 菜津子
0'59''14 (147)
24''55 (170)

松木 彩
1'22''31 (133)
26''35 (192)
山中 一生
1'23''08 (145)
19''58 (41)
新見 夏生
1'24''04 (161)
25''55 (182)
松倉 桃子
1'21''21 (119)
29''27 (218)
落合 麻莉子
1'22''57 (141)
27''33 (202)
瀧上 慧
1'20''30 (107)
25''57 (183)
小林 久進
1'20''07 (104)
22''23 (101)
豊島 雅祐
1'23''08 (145)
23''04 (119)
朝比奈 美和
1'23''04 (143)
28''24 (210)
松井 啓介
1'19''59 (102)
22''16 (95)
倉繁 奏
1'22''03 (124)
17''41 (10)
松村 智子
1'19''41 (100)
23''07 (120)
井上 昇
1'20''36 (109)
21''14 (63)
太田 雅陽
1'23''09 (148)
21''53 (80)
和田 亜由美
1'22''19 (129)
27''36 (203)
古川 史織
1'22''26 (130)
26''16 (188)
青嶋 真人
1'18''47 (91)
19''02 (28)
髙見 麻未
1'23''47 (158)
26''29 (189)
阿久津 文江
1'23''09 (148)
28''59 (216)
於保 博城
1'22''30 (132)
23''16 (125)

滑川 侑
1'42''36 (120)
20''05 (75)
土門 麻起子
1'42''37 (122)
19''29 (62)
水沼 健
1'42''46 (123)
18''42 (43)
水井 洋光
1'43''00 (124)
21''39 (121)
武田 雅之
1'43''02 (125)
20''05 (75)
宮城 明美
1'43''16 (126)
22''46 (155)
井藤 里香
1'43''19 (127)
23''12 (163)
松浦 仁
1'43''32 (128)
20''24 (90)
多田 誠司
1'43''39 (129)
20''35 (93)
永田 静香
1'43''41 (130)
23''42 (175)
倉繁 久美子
1'43''51 (131)
21''48 (126)
細野 博雅
1'44''15 (132)
24''34 (185)
周 竹青
1'44''19 (133)
23''43 (177)
福田 裕子
1'44''19 (133)
21''10 (108)
江川 弘和
1'44''21 (135)
22''02 (133)
横山 杏梨
1'44''23 (136)
21''57 (132)
芦田 涼香
1'44''24 (137)
25''37 (201)
新田 忠弘
1'44''29 (138)
20''42 (95)
桑野 太佑
1'44''32 (139)
21''23 (116)
櫻井 祐輔
1'44''33 (140)
22''03 (134)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

141

167 JKB37

1'44''35

142

146 きらきら

1'44''36

143

262 DRAGONFRIB

1'44''59

144

220 チームこざわ

1'45''12

145

135 快活Bチーム

1'45''13

145

188 全力セーフティー1班

1'45''13

147

255 刑事貴族

1'45''16

148

149 クロエD

1'45''17

149

190 全力セーフティー3班

1'45''26

150

114 アルーラン部②

1'45''35

151

192 ぞう組保護者代表

1'45''41

152

242 遅刻魔

1'45''52

153

155 ＧＯＫＩＧＥＮ－Ａ

1'45''53

154

194 タイカ クイック

1'46''12

155

295 福澤RC

1'46''18

156

195 タイカ パテエース

1'46''30

157

129 エポックジョギング部

1'46''31

158

300 ポリピ～１

1'46''41

159

291 ファイテンヤングチーム

1'46''52

160

335 ｺﾈｸｼｵ駅伝部A

1'46''54

第1区

第2区

第3区

第4区

挽野 元
0'33''48 (118)
33''48 (118)
間部 徹
0'28''21 (20)
28''21 (20)
小田桐 光夫
0'32''26 (84)
32''26 (84)
吉田 将敬
0'32''30 (86)
32''30 (86)
石原 大輔
0'31''59 (76)
31''59 (76)
花房 職宏
0'31''38 (69)
31''38 (69)
古田土 高志
0'32''58 (99)
32''58 (99)
福岡 航
0'40''20 (205)
40''20 (205)
笹野 芳之
0'35''49 (151)
35''49 (151)
清岡 栄一郎
0'39''11 (193)
39''11 (193)
百村 悠希
0'36''41 (164)
36''41 (164)
進野 耕二
0'32''33 (89)
32''33 (89)
松岡 亨
0'42''15 (217)
42''15 (217)
宮内 悟
0'33''36 (109)
33''36 (109)
円谷 高史
0'34''40 (135)
34''40 (135)
武山 剛久
0'39''45 (201)
39''45 (201)
川島 悟
0'36''11 (157)
36''11 (157)
須佐 一行
0'41''28 (213)
41''28 (213)
曽我 隼秀
0'38''33 (187)
38''33 (187)
鶴崎 良介
0'30''05 (40)
30''05 (40)

渋谷 典子
0'56''57 (118)
23''09 (126)
平川 一彦
0'54''18 (76)
25''57 (191)
高橋 顕子
1'00''04 (158)
27''38 (206)
小澤 浩貴
0'58''22 (135)
25''52 (189)
中岡 暁子
0'55''19 (94)
23''20 (129)
入口 真依
0'54''28 (78)
22''50 (118)
鈴木 悠一
0'57''34 (124)
24''36 (162)
藤田 雄飛
0'59''36 (150)
19''16 (30)
渡邉 基起
0'58''18 (134)
22''29 (107)
水野 俊樹
1'01''01 (167)
21''50 (79)
上野 雅浩
0'58''49 (139)
22''08 (94)
小林 慶子
1'02''38 (179)
30''05 (219)
宮原 美波子
1'04''36 (199)
22''21 (101)
浅野 浩平
0'57''08 (119)
23''32 (134)
正木 久実
0'58''34 (136)
23''54 (143)
中島 栄治
0'58''58 (143)
19''13 (28)
榊原 千穂
0'59''36 (150)
23''25 (130)
畠山 伸正
0'59''59 (156)
18''31 (16)
水上 優衣
1'03''23 (189)
24''50 (169)
栗山 あずみ
0'54''29 (79)
24''24 (156)

藤崎 一彦
1'20''35 (108)
23''38 (140)
金子 沙代
1'22''09 (126)
27''51 (207)
相澤 尚美
1'24''40 (166)
24''36 (156)
斉藤 良平
1'19''39 (99)
21''17 (67)
石原 貴子
1'20''10 (105)
24''51 (162)
李 京恩
1'25''06 (169)
30''38 (222)
大槻 有紀
1'22''43 (136)
25''09 (172)
鈴木 政孝
1'24''21 (163)
24''45 (161)
岩田 千聖
1'23''18 (152)
25''00 (166)
山形 方人
1'23''44 (157)
22''43 (108)
市原 裕太
1'24''26 (164)
25''37 (179)
本竹 哲也
1'25''38 (172)
23''00 (117)
榊原 優
1'22''44 (137)
18''08 (17)
河合 雄介
1'23''17 (151)
26''09 (185)
正木 宏育
1'21''32 (120)
22''58 (116)
吉成 昌則
1'20''53 (111)
21''55 (81)
吉川 千尋
1'21''15 (116)
21''39 (74)
山田 萌未
1'26''08 (175)
26''09 (185)
中根 千晶
1'27''26 (186)
24''03 (149)
高橋 旭
1'23''00 (142)
28''31 (212)

三浦 時子
1'44''35 (141)
24''00 (182)
露木 里美
1'44''36 (142)
22''27 (142)
佐々木 栄三
1'44''59 (143)
20''19 (87)
狩野 彩
1'45''12 (144)
25''33 (199)
鈴木 泰成
1'45''13 (145)
25''03 (192)
木村 茂
1'45''13 (145)
20''07 (78)
新開 浩
1'45''16 (147)
22''33 (147)
志茂 美月
1'45''17 (148)
20''56 (103)
高橋 陽二
1'45''26 (149)
22''08 (137)
的石 紗季
1'45''35 (150)
21''51 (129)
木戸 早紀
1'45''41 (151)
21''15 (112)
山崎 智裕
1'45''52 (152)
20''14 (84)
長崎 浩子
1'45''53 (153)
23''09 (162)
河合 絵里
1'46''12 (154)
22''55 (159)
寺田 清美
1'46''18 (155)
24''46 (187)
幸田 有加
1'46''30 (156)
25''37 (201)
星野 重和
1'46''31 (157)
25''16 (197)
髙野 友歌
1'46''41 (158)
20''33 (91)
丸山 光明
1'46''52 (159)
19''26 (61)
河田 ｴﾘﾅ
1'46''54 (160)
23''54 (181)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

161

229 TH＆S.A

1'47''05

162

312 ヤング！船昌商事

1'47''15

163

268 中木ランナーズ 風林火山

1'47''57

164

122 荏田南小父会駅伝PT

1'48''01

164

235 Team 40's

1'48''01

166

275 走って飲もうの会Ｂ

1'48''07

167

221 チーム佐々木さん

1'48''08

168

263 ドリームキッズA

1'48''09

169

201 竹中土木－４

1'48''30

170

310 めたぼらーず

1'48''36

170

272 ナベショードリームス

1'48''36

172

338 走れ総研くん（Ｈ）

1'48''41

173

108 アッキーズ★

1'48''42

174

336 ｺﾈｸｼｵ駅伝部B

1'48''44

175

136 神奈川カンパニー１

1'48''53

176

279 ハヅキと３匹のオヤジ

1'48''56

177

177 新鶴見1号

1'49''15

177

179 新鶴見3号

1'49''15

179

219 チーム川上

1'49''19

180

322 ランランランＣ

1'49''23

第1区

第2区

第3区

第4区

小野瀬 聡美
0'38''22 (182)
38''22 (182)
加藤 亜璃沙
0'34''54 (138)
34''54 (138)
斎藤 雄二
0'32''20 (82)
32''20 (82)
石井 遼馬
0'37''19 (172)
37''19 (172)
太田 陽一郎
0'33''30 (106)
33''30 (106)
アレハンドロ
0'40''33 (206)
40''33 (206)
亀谷 直樹
0'38''59 (191)
38''59 (191)
板倉 直之
0'36''36 (162)
36''36 (162)
小野寺 紳悟
0'33''34 (108)
33''34 (108)
渡辺 康二
0'36''49 (165)
36''49 (165)
鈴木 宏幸
0'37''05 (169)
37''05 (169)
清水 洋平
0'41''10 (210)
41''10 (210)
川辺 将人
0'34''35 (130)
34''35 (130)
五十嵐 裕介
0'37''39 (173)
37''39 (173)
山崎 忠
0'35''17 (143)
35''17 (143)
藤井 理
0'35''26 (144)
35''26 (144)
岩附 章広
0'25''39 (3)
25''39 (3)
小林 雄次
0'39''35 (198)
39''35 (198)
田口 拓豊
0'35''13 (142)
35''13 (142)
吉武 大作
0'35''32 (146)
35''32 (146)

谷田部 治明
1'00''16 (163)
21''54 (82)
熊倉 浩太
1'05''48 (203)
30''54 (221)
齊藤 充
0'57''20 (122)
25''00 (171)
網田 恭子
1'02''28 (178)
25''09 (174)
野中 哲生
0'55''56 (104)
22''26 (105)
長岡 敦
1'03''58 (195)
23''25 (130)
中島 理紗
1'06''43 (207)
27''44 (209)
板倉 幸恵
1'00''53 (166)
24''17 (152)
小山 次郎
0'55''41 (99)
22''07 (92)
大久保 勝治
1'02''25 (177)
25''36 (185)
岩崎 隆之
1'01''48 (174)
24''43 (165)
井手 寛暁
1'03''28 (191)
22''18 (99)
福田 寛之
1'02''20 (175)
27''45 (210)
石河 仁志
1'01''12 (168)
23''33 (136)
清水 裕子
1'04''51 (201)
29''34 (217)
須賀 真人
1'00''03 (157)
24''37 (163)
小澤 輝雄
0'55''45 (101)
30''06 (220)
小筏 勇希
0'59''52 (155)
20''17 (50)
蒲田 歩美
0'59''09 (146)
23''56 (146)
中山 弘毅
0'59''49 (153)
24''17 (152)

田辺 千幸
1'25''00 (168)
24''44 (160)
三田村 篤
1'27''59 (190)
22''11 (89)
深澤 浩光
1'24''15 (162)
26''55 (195)
太田 智子
1'27''50 (188)
25''22 (175)
溝口 信貴
1'22''50 (138)
26''54 (194)
木田 めぐみ
1'23''14 (150)
19''16 (32)
太田 裕子
1'27''50 (188)
21''07 (58)
岡田 直哉
1'26''29 (180)
25''36 (178)
西尾 由希子
1'25''12 (170)
29''31 (219)
鈴木 充
1'26''00 (173)
23''35 (137)
三浦 吉騎
1'28''18 (193)
26''30 (190)
中田 富子
1'26''11 (177)
22''43 (108)
丸山 昭
1'26''14 (178)
23''54 (147)
佐藤 大輝
1'27''00 (183)
25''48 (180)
吉田 達郎
1'27''12 (184)
22''21 (99)
矢實 葉月
1'27''19 (185)
27''16 (200)
津田 岬希
1'23''07 (144)
27''22 (201)
増田 裕美
1'23''34 (154)
23''42 (143)
川上 英明
1'22''36 (135)
23''27 (134)
助川 徹
1'24''28 (165)
24''39 (157)

須田 慎之介
1'47''05 (161)
22''05 (136)
木村 優太
1'47''15 (162)
19''16 (58)
上野山 理恵
1'47''57 (163)
23''42 (175)
伊藤 紳
1'48''01 (164)
20''11 (82)
池田 博子
1'48''01 (164)
25''11 (193)
中川 明香
1'48''07 (166)
24''53 (190)
秋山 直
1'48''08 (167)
20''18 (85)
前川 仁
1'48''09 (168)
21''40 (122)
山田 敏昭
1'48''30 (169)
23''18 (167)
加藤 真有
1'48''36 (170)
22''36 (150)
田中 優子
1'48''36 (170)
20''18 (85)
近藤 康弘
1'48''41 (172)
22''30 (144)
和田 幸子
1'48''42 (173)
22''28 (143)
楠 誠
1'48''44 (174)
21''44 (124)
島内 健司
1'48''53 (175)
21''41 (123)
池田 裕
1'48''56 (176)
21''37 (119)
米山 真太郎
1'49''15 (177)
26''08 (210)
伊藤 隆嗣
1'49''15 (177)
25''41 (204)
奥原 宏文
1'49''19 (179)
26''43 (213)
栗山 直子
1'49''23 (180)
24''55 (191)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

181

340 走れ総研くん（Ｍ）

1'49''42

182

287 P☆ナース

1'49''47

183

180 新鶴見4号

1'49''50

184

324 ランランランＥ

1'50''02

185

103 AIHARA A

1'50''14

186

168 七高３０８＋αＡ

1'50''15

187

233 チームファイテンAAKW

1'50''22

188

202 竹中土木ー５

1'50''23

189

231 チーム早川

1'50''31

190

293 VRCへいわ

1'50''34

191

230 TH＆S.B

1'50''39

192

234 チームファイテンTMKS

1'50''50

193

144 教育政策推進課１

1'51''13

194

186 SWAC横浜F

1'51''24

195

276 走らされるの会

1'51''32

196

332 YKS

1'51''49

196

323 ランランランＤ

1'51''49

198

213 チームオカヤ①

1'51''53

199

165 jmkn

1'52''07

200

214 チームオカヤ②

1'52''20

第1区

第2区

第3区

第4区

高橋 翔平
0'36''58 (167)
36''58 (167)
小野塚 幸広
0'34''29 (129)
34''29 (129)
世良 直弘
0'38''38 (188)
38''38 (188)
丸山 祐一
0'38''59 (191)
38''59 (191)
井上 邦夫
0'33''07 (100)
33''07 (100)
高田 健治
0'35''42 (150)
35''42 (150)
網中 孝輔
0'37''57 (177)
37''57 (177)
潘 凱凱
0'40''47 (209)
40''47 (209)
楠 輝文
0'32''45 (94)
32''45 (94)
鈴木 正人
0'38''28 (185)
38''28 (185)
木村 克己
0'38''22 (182)
38''22 (182)
田中 弘和
0'39''37 (199)
39''37 (199)
佐藤 正淳
0'36''31 (161)
36''31 (161)
平野 吉和
0'37''42 (175)
37''42 (175)
林 直樹
0'31''37 (68)
31''37 (68)
沼田 健太郎
0'45''37 (222)
45''37 (222)
矢野 直人
0'38''51 (189)
38''51 (189)
佐藤 圭
0'38''00 (179)
38''00 (179)
後藤 優希
0'42''13 (216)
42''13 (216)
能登原 徹
0'41''52 (215)
41''52 (215)

内田 晴子
1'04''32 (198)
27''34 (205)
小野塚 薫
0'57''37 (125)
23''08 (124)
鳥居 貴大
1'02''57 (185)
24''19 (154)
山崎 明子
1'03''44 (193)
24''45 (167)
樋口 美穂子
0'55''11 (91)
22''04 (88)
鈴木 夏美
1'02''43 (181)
27''01 (199)
安齋 友貴
1'02''42 (180)
24''45 (167)
笹澤 修
1'05''50 (204)
25''03 (173)
松崎 有華
1'01''23 (171)
28''38 (216)
新保 あずさ
1'05''04 (202)
26''36 (197)
高木 久見子
1'02''47 (182)
24''25 (157)
水柿 幸江
1'07''24 (211)
27''47 (211)
遠藤 寛子
1'00''08 (161)
23''37 (137)
山本 智史
1'03''25 (190)
25''43 (186)
鈴木 岳彦
0'56''14 (108)
24''37 (163)
石附 翔
1'11''41 (222)
26''04 (194)
木原 浩晶
1'03''18 (188)
24''27 (158)
渡辺 晴彦
1'03''43 (192)
25''43 (186)
後藤 八重子
1'09''15 (218)
27''02 (200)
佐々木 翠
1'07''02 (209)
25''10 (175)

梅村 恭平
1'29''35 (200)
25''03 (167)
田中 千里
1'26''14 (178)
28''37 (213)
早川 智子
1'30''40 (205)
27''43 (204)
大嶋 亘
1'28''15 (192)
24''31 (153)
牛腸 好美
1'22''26 (130)
27''15 (198)
影山 勇一
1'29''22 (198)
26''39 (193)
川方 伸彦
1'26''05 (174)
23''23 (128)
中田 裕美
1'30''21 (203)
24''31 (153)
蓑原 伸一
1'23''20 (153)
21''57 (82)
福井 亨
1'29''46 (201)
24''42 (159)
西岡 恭子
1'29''21 (197)
26''34 (191)
小橋 霞
1'30''51 (206)
23''27 (134)
住吉 孝仁
1'22''35 (134)
22''27 (102)
齊藤 雅子
1'28''33 (194)
25''08 (171)
吉田 清
1'25''23 (171)
29''09 (217)
鈴木 瑞希
1'33''48 (213)
22''07 (86)
渋谷 一弘
1'26''38 (181)
23''20 (127)
久樹 青
1'26''40 (182)
22''57 (114)
霜村 隆史
1'30''30 (204)
21''15 (65)
栗原 正明
1'32''09 (211)
25''07 (170)

瀬野 慎一
1'49''42 (181)
20''07 (78)
西野 実和
1'49''47 (182)
23''33 (170)
池内 哲也
1'49''50 (183)
19''10 (54)
宮田 久美子
1'50''02 (184)
21''47 (125)
小野 和世
1'50''14 (185)
27''48 (218)
岡野 佳史
1'50''15 (186)
20''53 (101)
渡辺 愛子
1'50''22 (187)
24''17 (184)
島田 圭
1'50''23 (188)
20''02 (74)
早川 豊和
1'50''31 (189)
27''11 (215)
矢島 理之
1'50''34 (190)
20''48 (98)
坂本 龍也
1'50''39 (191)
21''18 (113)
鈴木 康平
1'50''50 (192)
19''59 (73)
長谷川 瞬右
1'51''13 (193)
28''38 (220)
大川 修司
1'51''24 (194)
22''51 (158)
立川 浩子
1'51''32 (195)
26''09 (211)
小林 正洋
1'51''49 (196)
18''01 (30)
小俣 薫
1'51''49 (196)
25''11 (193)
神崎 直乃
1'51''53 (198)
25''13 (195)
中村 真
1'52''07 (199)
21''37 (119)
手塚 祐輔
1'52''20 (200)
20''11 (82)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

201

105 蒼い稲妻

1'53''02

202

150 ゲソの極み

1'53''08

203

308 ミリオンズA

1'53''18

204

224 チームgym通い

1'53''19

205

120 SMX１

1'53''53

206

237 チーム・ミニオンズ

1'54''24

207

330 YSRC

1'54''33

208

337 ｺﾈｸｼｵ駅伝部C

1'54''35

209

241 茅ヶ崎走友会

1'54''38

210

286 HHN E

1'54''39

211

125 えぬえすそるRSIS

1'56''10

212

313 ＹＫＨＭ走友会

1'56''26

213

260 ドラクエの巻

1'56''43

214

254 ティーム サリサリ

1'56''50

215

278 走れるの会

1'56''52

216

329 ロジック小僧

1'58''14

217

297 フラリーマン

1'58''49

218

339 走れ総研くん（Ｒ）

2'00''00

219

210 チームいちちゃん

2'00''03

220

303 マサヒロズピープル

2'00''56

第1区

第2区

第3区

第4区

高野 士郎
0'46''48 (224)
46''48 (224)
金山 智治
0'37''58 (178)
37''58 (178)
原田 正裕
0'39''53 (202)
39''53 (202)
貴村 比沙子
0'39''11 (193)
39''11 (193)
今村 駿介
0'46''02 (223)
46''02 (223)
内山 秦
0'41''40 (214)
41''40 (214)
児玉 真理子
0'45''13 (220)
45''13 (220)
大塚 翼
0'38''21 (181)
38''21 (181)
田中 麻予
0'37''40 (174)
37''40 (174)
豊田 毅仁
0'45''26 (221)
45''26 (221)
浅井 靖貴
0'33''38 (111)
33''38 (111)
渡辺 光章
0'40''42 (207)
40''42 (207)
與那城 将之
0'37''00 (168)
37''00 (168)
小柳 彩
0'42''32 (219)
42''32 (219)
綾 真高
0'39''41 (200)
39''41 (200)
吉田 光
0'34''46 (137)
34''46 (137)
中村 祐希
0'41''22 (212)
41''22 (212)
三宅 健士朗
0'36''57 (166)
36''57 (166)
打田 直史
0'40''02 (203)
40''02 (203)
星野 雄亮
0'41''12 (211)
41''12 (211)

謝 彰宏
1'07''59 (215)
21''11 (67)
木島 亮太
1'03''55 (194)
25''57 (191)
塩原 緑
1'07''44 (214)
27''51 (212)
佐藤 麻衣子
1'07''18 (210)
28''07 (214)
後藤 巧守
1'11''36 (221)
25''34 (184)
本間 裕臣
1'04''47 (200)
23''07 (122)
梶山 辰吉
1'07''39 (212)
22''26 (105)
合田 聖
1'02''52 (184)
24''31 (161)
飯塚 公一
1'02''58 (186)
25''18 (178)
薮田 均
1'07''59 (215)
22''33 (108)
大橋 威文
1'01''38 (173)
28''00 (213)
石田 裕美
1'06''49 (208)
26''07 (195)
米山 典男
1'02''22 (176)
25''22 (179)
武田 祥子
1'13''30 (224)
30''58 (222)
長南 栄二
1'06''35 (206)
26''54 (198)
安孫子 幸枝
1'05''53 (205)
31''07 (223)
小林 悦子
1'09''01 (217)
27''39 (207)
戸谷 俊一
1'00''04 (158)
23''07 (122)
打田 彩也香
1'09''44 (220)
29''42 (218)
星野 麻世
1'09''34 (219)
28''22 (215)

市村 葵
1'33''22 (212)
25''23 (176)
川口 優子
1'32''03 (210)
28''08 (208)
山中 繁樹
1'30''01 (202)
22''17 (96)
貴村 健一
1'29''26 (199)
22''08 (88)
田中 妙子
1'35''14 (216)
23''38 (140)
松山 揚子
1'28''12 (191)
23''25 (132)
天井 雄介
1'31''21 (209)
23''42 (143)
小田 鉄男
1'27''44 (187)
24''52 (163)
祖父江 豊
1'26''08 (175)
23''10 (122)
杉原 美緒
1'36''18 (221)
28''19 (209)
諸 信慧
1'28''53 (195)
27''15 (198)
大沼 秀光
1'35''40 (219)
28''51 (214)
平久江 真紀
1'31''20 (208)
28''58 (215)
福本 みか
1'35''16 (217)
21''46 (76)
加藤 裕基
1'34''18 (214)
27''43 (204)
川村 亮介
1'29''12 (196)
23''19 (126)
林 康朗
1'36''04 (220)
27''03 (197)
松井 治樹
1'23''39 (155)
23''35 (137)
打田 卓未
1'34''50 (215)
25''06 (168)
星野 璃子
1'35''23 (218)
25''49 (181)

柿沼 聖也
1'53''02 (201)
19''40 (69)
森角 真樹
1'53''08 (202)
21''05 (105)
滝沢 和正
1'53''18 (203)
23''17 (166)
佐藤 弘之
1'53''19 (204)
23''53 (180)
竹下 昌利
1'53''53 (205)
18''39 (42)
隅井 純志
1'54''24 (206)
26''12 (212)
矢崎 哲一郎
1'54''33 (207)
23''12 (163)
大久保 ﾄﾓﾐ
1'54''35 (208)
26''51 (214)
粕谷 設子
1'54''38 (209)
28''30 (219)
奥 達哉
1'54''39 (210)
18''21 (35)
夏井 啓佑
1'56''10 (211)
27''17 (217)
水野 由佳
1'56''26 (212)
20''46 (96)
小沢 貴敏
1'56''43 (213)
25''23 (198)
今村 勇太
1'56''50 (214)
21''34 (118)
嶋岡 裕子
1'56''52 (215)
22''34 (149)
杉澤 良
1'58''14 (216)
29''02 (222)
櫻井 達彦
1'58''49 (217)
22''45 (153)
佐藤 福子
2'00''00 (218)
36''21 (224)
打田 一夫
2'00''03 (219)
25''13 (195)
星野 椰子
2'00''56 (220)
25''33 (199)
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

混成の部
順位

No.

チーム名

記録

221

193 そんなはずないさ

2'01''35

222

117 AIGｰRC

2'03''14

223

159 こんなはずじゃないさ

2'06''11

224

257 TERAO#cubs

2'06''35

欠場

294 FORCEⅡ

欠場

153 講談社ランナーズB

欠場

175 淑徳巣鴨

欠場

128 エポック社

欠場

152 講談社ランナーズA

第1区

第2区

第3区

第4区

関根 友則
0'37''44 (176)
37''44 (176)
大枝 茂
0'27''54 (17)
27''54 (17)
福田 敦史
0'42''18 (218)
42''18 (218)
伊東 三智子
0'40''46 (208)
40''46 (208)
中出 義治

妹尾 正典
1'00''30 (165)
22''46 (116)
甲斐下 奈那子
0'49''45 (27)
21''51 (81)
新井 智大
1'07''42 (213)
25''24 (180)
小野 祐美
1'13''11 (223)
32''25 (224)
平田 敦子

妹尾 陽子
1'30''58 (207)
30''28 (220)
沢田 昭夫
1'46''24 (224)
56''39 (224)
駒宮 実希
1'40''19 (223)
32''37 (223)
尾崎 裕介
1'37''52 (222)
24''41 (158)
山口 和也

平本 嘉友
2'01''35 (221)
30''37 (223)
濱端 一範
2'03''14 (222)
16''50 (16)
駒宮 直樹
2'06''11 (223)
25''52 (205)
金子 真衣子
2'06''35 (224)
28''43 (221)
大湯 可奈

森田 康

伊藤 光

渡邊 拓也

船木 倍美

鳥江 敦也

坂本 達哉

伊藤 玲奈

菊池 優斗

菅沼 裕一

佐藤 幸子

高橋 リサ

数原 修

堀 寿郎

山田 雅一

田原 和子

砥上 雅夫

