
平成29年1月15日（日）

綾瀬市民スポーツセンター陸上競技場

上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記 録

0:23:15 (6) 0:34:36 (3) 0:54:35 (1) 1:05:59 (1) 1:26:27 (1)

23:15 (6) 11:21 (3) ○ 19:59 (1) 11:24 (5) ○ 20:28 (1)

0:21:52 (2) 0:33:36 (2) 0:55:09 (2) 1:06:07 (2) 1:26:57 (2)

21:52 (2) 11:44 (7) 21:33 (5) 10:58 (2) 20:50 (3)

0:24:11 (12) 0:35:49 (9) 0:58:30 (9) 1:09:23 (6) 1:30:05 (3)

24:11 (12) 11:38 (6) 22:41 (9) ○ 10:53 (1) 20:42 (2)

0:24:12 (13) 0:35:03 (6) 0:56:27 (4) 1:07:46 (3) 1:30:24 (4)

24:12 (13) 10:51 (2) 21:24 (3) 11:19 (4) 22:38 (6)

0:21:36 (1) 0:32:25 (1) 0:55:54 (3) 1:08:43 (4) 1:30:51 (5)

○ 21:36 (1) ○ 10:49 (1) 23:29 (13) 12:49 (20) 22:08 (4)

0:23:32 (9) 0:35:36 (8) 0:57:08 (7) 1:10:14 (7) 1:32:26 (6)

23:32 (9) 12:04 (11) 21:32 (4) 13:06 (22) 22:12 (5)

0:23:42 (10) 0:35:27 (7) 0:56:29 (5) 1:08:43 (4) 1:33:30 (7)

23:42 (10) 11:45 (8) 21:02 (2) 12:14 (13) 24:47 (19)

0:24:59 (16) 0:36:51 (12) 0:59:36 (10) 1:11:16 (8) 1:35:03 (8)

24:59 (16) 11:52 (10) 22:45 (10) 11:40 (8) 23:47 (9)

0:23:26 (8) 0:37:10 (14) 1:00:11 (11) 1:12:37 (11) 1:36:57 (9)

23:26 (8) 13:44 (38) 23:01 (11) 12:26 (15) 24:20 (14)

0:23:19 (7) 0:35:55 (10) 0:58:00 (8) 1:11:28 (9) 1:37:03 (10)

23:19 (7) 12:36 (19) 22:05 (7) 13:28 (25) 25:35 (30)

0:21:57 (3) 0:34:59 (5) 0:56:35 (6) 1:12:02 (10) 1:37:49 (11)

21:57 (3) 13:02 (27) 21:36 (6) 15:27 (49) 25:47 (33)

0:26:30 (25) 0:39:15 (23) 1:02:56 (16) 1:14:45 (13) 1:38:35 (12)

26:30 (25) 12:45 (21) 23:41 (14) 11:49 (10) 23:50 (10)

0:23:50 (11) 0:36:05 (11) 1:00:20 (12) 1:13:46 (12) 1:38:47 (13)

23:50 (11) 12:15 (14) 24:15 (17) 13:26 (24) 25:01 (22)

0:25:51 (21) 0:37:37 (15) 1:04:22 (19) 1:15:41 (14) 1:40:14 (14)

25:51 (21) 11:46 (9) 26:45 (40) 11:19 (3) 24:33 (15)

0:25:32 (18) 0:37:46 (16) 1:03:00 (17) 1:15:42 (15) 1:40:20 (15)

25:32 (18) 12:14 (13) 25:14 (25) 12:42 (19) 24:38 (16)

0:26:31 (26) 0:38:45 (21) 1:04:25 (20) 1:15:50 (17) 1:40:53 (16)

26:31 (26) 12:14 (12) 25:40 (27) 11:25 (6) 25:03 (23)

0:28:05 (32) 0:39:30 (24) 1:02:50 (15) 1:15:48 (16) 1:41:13 (17)

28:05 (32) 11:25 (4) 23:20 (12) 12:58 (21) 25:25 (27)

0:30:02 (50) 0:41:40 (32) 1:05:35 (24) 1:18:07 (22) 1:41:20 (18)

30:02 (50) 11:38 (5) 23:55 (15) 12:32 (16) 23:13 (7)

0:24:24 (15) 0:37:56 (17) 1:05:09 (22) 1:17:05 (20) 1:41:55 (19)

24:24 (15) 13:32 (36) 27:13 (42) 11:56 (11) 24:50 (20)

0:28:35 (41) 0:41:06 (30) 1:05:21 (23) 1:16:50 (19) 1:42:28 (20)

28:35 (41) 12:31 (17) 24:15 (18) 11:29 (7) 25:38 (31)

0:25:57 (23) 0:43:07 (37) 1:08:09 (33) 1:19:51 (25) 1:43:53 (21)

25:57 (23) 17:10 (63) 25:02 (22) 11:42 (9) 24:02 (13)

4区 5区

距離/過去最高記録 6,480m/20:20 3,090m/9:59 5,930m/18:13 3,090m/10:27 5,930m/18:43

第39回 綾瀬市駅伝競走大会

一般の部

チーム名 1区 2区 3区

山口 大翼 小野里 涼

3 16
綾瀬西高校

1:30:05

青木 嘉輝 新山 拓実 成田 圭佑 鈴木 篤朗

堀内 竜聖 清水 陵志 早川 大樹

2 22
綾瀬高陸上部Ａ

1:26:57

斉藤 孝介 藤井 秀次 田野口 昂平

1 3
チンアナゴ

1:26:27

北島 優人 細谷 優介

阿部 誠 鎌田 隆一 立花 心

6 4
綾瀬市役所Ａ

1:32:26

岡本 守 川上 翼 奥園 昌一

5 45
上土棚Ａ・Ｃ

1:30:51

奥園 翔太 湯野川 元

福嶋 拓人

4 5
海自厚木

1:30:24

内村 良二 根本 和彦 上野 彰大 石原 浩 有松 信輔

大江 天

8 24
綾瀬高校野球部Ａ

1:35:03

松本 陽 丸井 健造 進士 隆一郎 竹内 裕也 香月 玲生

町田 直樹 永村 智明

7 6
綾瀬市消防本部Ａ

1:33:30

駒井 勇輝 小川 峻 江口 旭 丸山 浩平

吉田 憲之助 内永 佳吾

11 49
Ｒ　ｔｅａｃｈｅｒｓ

1:37:49

齋藤 彰仁 藤井 健太郎 池田 貴史 髙部 雅之

山谷 快 長谷川 朋寛 吉川 来夢

10 13
日々輝学園高校

1:37:03

田代 照 片山 豪人 色川 輝

9 38
生蘭陸上部Ａ

1:36:57

山谷 祥 加藤 瑞己

村松 麟太朗 本村 信之介 葉上 結策

14 26
綾瀬高校野球部Ｃ

1:40:14

佐藤 幸太 中村 洋太 福岡 大河

13 35
ＰＴＡ　ＡＴＴＡＣＫ

1:38:47

松永 豊三 上村 耕平

永井 翔也

12 42
Ｔｅａｍ　ＡＤ

1:38:35

林田 江平 岩浅 克久 須田 浩章 大月 巧 中川 達哉

金泉 斗也

16 18
綾高卓球部Ａ

1:40:53

衛藤 大来 武井 建二郎 下山 純平 佐田 一彰 近藤 輝

西田 優二 内野 源希

15 23
綾瀬高陸上部Ｂ

1:40:20

井上 竜之介 越智 悠登 田口 大登 若林 幸佑

西本 隼 中倉 嵩斗

19 43
Ｔｅａｍ　ＡＭ　ｗｉｔｈ　Ｍ．Ｏ．

1:41:55

水沼 功 大野木 通浩 妻神 寛人 園田 智也

沼田 進士 池亀 竜司 松浦 由伸

18 28
綾瀬高校野球部Ｅ

1:41:20

成田 智哉 久保田 凌 西久保 孟

17 27
綾瀬高校野球部Ｄ

1:41:13

新井 一希 青柳 拓海

鈴木 浩太 小野寺 満 西村 功

21 44
大上エース

1:43:53

風間 博之 鉈落 誠

石岡 雅之

20 30
綾瀬高校野球部Ｇ

1:42:28

泉田 桂士 圓城寺 宏平 長谷川 大和 聖代橋 康希 堀内 涼太
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平成29年1月15日（日）

綾瀬市民スポーツセンター陸上競技場

上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記 録 4区 5区

距離/過去最高記録 6,480m/20:20 3,090m/9:59 5,930m/18:13 3,090m/10:27 5,930m/18:43

第39回 綾瀬市駅伝競走大会

一般の部

チーム名 1区 2区 3区

0:25:51 (22) 0:38:56 (22) 1:04:59 (21) 1:19:52 (26) 1:44:30 (22)

25:51 (22) 13:05 (29) 26:03 (30) 14:53 (43) 24:38 (17)

0:28:22 (35) 0:41:26 (31) 1:06:30 (26) 1:20:36 (27) 1:44:37 (23)

28:22 (35) 13:04 (28) 25:04 (23) 14:06 (30) 24:01 (12)

0:25:44 (20) 0:38:08 (19) 1:03:51 (18) 1:17:34 (21) 1:44:46 (24)

25:44 (20) 12:24 (16) 25:43 (28) 13:43 (28) 27:12 (44)

0:22:08 (4) 0:34:42 (4) 1:02:25 (14) 1:19:07 (23) 1:45:17 (25)

22:08 (4) 12:34 (18) 27:43 (50) 16:42 (60) 26:10 (35)

0:24:14 (14) 0:38:35 (20) 1:00:44 (13) 1:15:52 (18) 1:45:46 (26)

24:14 (14) 14:21 (46) 22:09 (8) 15:08 (46) 29:54 (59)

0:28:30 (36) 0:41:42 (33) 1:07:28 (31) 1:19:50 (24) 1:46:01 (27)

28:30 (36) 13:12 (32) 25:46 (29) 12:22 (14) 26:11 (36)

0:25:41 (19) 0:38:03 (18) 1:06:05 (25) 1:20:41 (28) 1:46:15 (28)

25:41 (19) 12:22 (15) 28:02 (55) 14:36 (37) 25:34 (29)

0:22:59 (5) 0:37:00 (13) 1:06:47 (27) 1:21:23 (29) 1:47:02 (29)

22:59 (5) 14:01 (43) 29:47 (59) 14:36 (36) 25:39 (32)

0:32:51 (64) 0:45:58 (55) 1:10:43 (43) 1:23:18 (32) 1:48:00 (30)

32:51 (64) 13:07 (30) 24:45 (20) 12:35 (17) 24:42 (18)

0:30:04 (51) 0:42:59 (36) 1:09:29 (35) 1:22:06 (31) 1:48:24 (31)

30:04 (51) 12:55 (23) 26:30 (38) 12:37 (18) 26:18 (38)

0:31:06 (56) 0:45:24 (54) 1:09:51 (38) 1:23:52 (34) 1:48:48 (32)

31:06 (56) 14:18 (45) 24:27 (19) 14:01 (29) 24:56 (21)

0:28:33 (39) 0:44:34 (50) 1:12:15 (50) 1:25:47 (45) 1:49:21 (33)

28:33 (39) 16:01 (56) 27:41 (48) 13:32 (26) 23:34 (8)

0:31:21 (59) 0:45:15 (53) 1:09:29 (35) 1:24:13 (35) 1:49:38 (34)

31:21 (59) 13:54 (41) 24:14 (16) 14:44 (38) 25:25 (28)

0:26:06 (24) 0:40:40 (27) 1:06:50 (28) 1:21:42 (30) 1:50:12 (35)

26:06 (24) 14:34 (49) 26:10 (31) 14:52 (41) 28:30 (52)

0:26:45 (29) 0:40:40 (27) 1:08:12 (34) 1:23:49 (33) 1:50:34 (36)

26:45 (29) 13:55 (42) 27:32 (47) 15:37 (52) 26:45 (41)

0:29:34 (47) 0:43:19 (40) 1:14:04 (57) 1:26:13 (48) 1:51:18 (37)

29:34 (47) 13:45 (39) 30:45 (62) 12:09 (12) 25:05 (25)

0:28:34 (40) 0:43:12 (39) 1:10:53 (44) 1:25:12 (39) 1:51:35 (38)

28:34 (40) 14:38 (50) 27:41 (49) 14:19 (34) 26:23 (39)

0:28:53 (43) 0:43:21 (41) 1:11:15 (45) 1:26:54 (49) 1:51:58 (39)

28:53 (43) 14:28 (47) 27:54 (53) 15:39 (53) 25:04 (24)

0:30:46 (54) 0:44:15 (47) 1:11:33 (48) 1:26:05 (46) 1:52:21 (40)

30:46 (54) 13:29 (35) 27:18 (43) 14:32 (35) 26:16 (37)

0:28:56 (44) 0:43:26 (43) 1:09:41 (37) 1:24:36 (37) 1:52:36 (41)

28:56 (44) 14:30 (48) 26:15 (33) 14:55 (44) 28:00 (50)

0:26:43 (28) 0:39:44 (25) 1:10:17 (41) 1:25:05 (38) 1:52:58 (42)

26:43 (28) 13:01 (26) 30:33 (61) 14:48 (39) 27:53 (49)

22 53
エムケーチーズＣ

1:44:30

志沢 周一郎 唄 真弘 大原 健之

小川 幸二郎

24 32
ＳＥＡ　ＥＡＧＬＥ　ＦＥ

1:44:46

河邊 和史 藤井 正 益塚 欣也 三瓶 和也 舩田 光雄

加藤 太一 古家 直樹

23 7
綾瀬市消防本部Ｂ

1:44:37

浜野 翔 武藤 心平 酒匂川 郁也 高橋 右

小竹森 俊広 金子 睦

27 34
ＭＡＤ　ＭＡＮ　ＧＯＯＤ

1:46:01

重信 徹 小室 一樹 吉村 鷹慶 松田 翼

菊池 常伸 若菜 貴幸 角石 正明

26 36
蘭なーずＡ

1:45:46

二村 直樹 吉田 展洋 谷川 純一

25 70
綾瀬市消防団

1:45:17

中山 智貴 小松 将斗

木村 優一 馬場 直人 藤野 隼貴

30 25
綾瀬高校野球部Ｂ

1:48:00

薄井 駿平 重村 正晶 中嶋 彪伽

29 2
横浜乳業Ａ

1:47:02

斎藤 大幹 平岩 正稔

井筒 洋介

28 59
ナメック星人

1:46:15

高橋 寿和 田中 凌 佐藤 亮介 川崎 直人 松田 利紀

馬場 純平

32 20
綾高テニス部男子Ａ

1:48:48

大八木 天太 高橋 翼 小野 大貴 嘉村 琉海 齋藤 良記

小山 順一 牧野 優太

31 29
綾瀬高校野球部Ｆ

1:48:24

蛭間 一樹 金谷 紘夢 青木 優大 丸山 悠里

吉田 和希 堂田 崇史

35 51
春日台中学校Ａ

1:50:12

高野 亮 井上 博之 土田 章久 岡本 徹

鎌田 修爾 松永 光将 杉野 世蓮

34 9
綾瀬市消防本部Ｄ

1:49:38

小俣 大樹 加藤 佑一 太田 有羽

33 31
ＳＥＡ　ＥＡＧＬＥ

1:49:21

渡邉 龍之介 前田 絵美

磯 嘉彬 榊 信之 相野 岳人

38 64
走友会Ｅ

1:51:35

時子山 聖士 渡邊 博文 沼山 大也

37 12
綾瀬市消防本部２０２

1:51:18

松尾 俊介 長友 博之

小城 倫紀

36 33
ＭＡＤ　ＭＡＮ　ＰＯＯＲ

1:50:34

小田倉 将恭 室田 悠貴 菊田 将司 児玉 亮 黒澤 卓

下平 治樹

40 8
綾瀬市消防本部Ｃ

1:52:21

岸里 慎太郎 上野 俊英 岡村 陽太 座間 拓真 秋田谷 研志

田垣 雅規 三谷 雄一

39 21
綾高テニス部男子Ｂ

1:51:58

野満 康生 川久保 健人 遠山 龍太 町田 健晋

簗場 満 米倉 浩二

金田 安美 鴨下 幸夫 植山 勇

42 50
チームＫＡＴＡＷＡＫＵ

1:52:58

中沢 謙一 神 康浩 須郷 隆三

41 68
綾瀬市バドミントン協会

1:52:36

小室 功 平井 真
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平成29年1月15日（日）

綾瀬市民スポーツセンター陸上競技場

上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記 録 4区 5区

距離/過去最高記録 6,480m/20:20 3,090m/9:59 5,930m/18:13 3,090m/10:27 5,930m/18:43

第39回 綾瀬市駅伝競走大会

一般の部

チーム名 1区 2区 3区

0:28:12 (33) 0:41:00 (29) 1:07:24 (30) 1:25:46 (44) 1:53:15 (43)

28:12 (33) 12:48 (22) 26:24 (34) 18:22 (68) 27:29 (47)

0:31:18 (57) 0:43:58 (45) 1:11:23 (46) 1:26:11 (47) 1:53:18 (44)

31:18 (57) 12:40 (20) 27:25 (45) 14:48 (40) 27:07 (43)

0:26:33 (27) 0:39:57 (26) 1:07:19 (29) 1:24:28 (36) 1:53:37 (45)

26:33 (27) 13:24 (34) 27:22 (44) 17:09 (63) 29:09 (55)

0:28:59 (45) 0:42:17 (35) 1:07:39 (32) 1:25:23 (41) 1:54:29 (46)

28:59 (45) 13:18 (33) 25:22 (26) 17:44 (65) 29:06 (54)

0:29:20 (46) 0:44:07 (46) 1:10:35 (42) 1:27:31 (51) 1:54:44 (47)

29:20 (46) 14:47 (52) 26:28 (37) 16:56 (62) 27:13 (45)

0:28:18 (34) 0:43:09 (38) 1:09:53 (39) 1:25:38 (42) 1:55:21 (48)

28:18 (34) 14:51 (53) 26:44 (39) 15:45 (56) 29:43 (57)

0:28:33 (38) 0:46:00 (56) 1:13:27 (56) 1:28:59 (56) 1:55:36 (49)

28:33 (38) 17:27 (65) 27:27 (46) 15:32 (50) 26:37 (40)

0:30:00 (49) 0:46:11 (57) 1:12:22 (52) 1:27:54 (53) 1:55:36 (50)

30:00 (49) 16:11 (58) 26:11 (32) 15:32 (51) 27:42 (48)

0:37:16 (67) 0:51:06 (66) 1:15:52 (59) 1:28:59 (56) 1:56:05 (51)

37:16 (67) 13:50 (40) 24:46 (21) 13:07 (23) 27:06 (42)

0:28:32 (37) 0:46:24 (59) 1:12:49 (53) 1:28:03 (54) 1:56:45 (52)

28:32 (37) 17:52 (66) 26:25 (35) 15:14 (47) 28:42 (53)

0:31:31 (61) 0:44:28 (49) 1:11:33 (48) 1:25:44 (43) 1:56:51 (53)

31:31 (61) 12:57 (24) 27:05 (41) 14:11 (32) 31:07 (65)

0:28:38 (42) 0:43:23 (42) 1:16:35 (60) 1:32:56 (62) 1:56:57 (54)

28:38 (42) 14:45 (51) 33:12 (65) 16:21 (58) 24:01 (11)

0:31:20 (58) 0:48:32 (64) 1:16:43 (63) 1:30:19 (59) 1:57:47 (55)

31:20 (58) 17:12 (64) 28:11 (56) 13:36 (27) 27:28 (46)

0:31:50 (62) 0:45:02 (52) 1:11:28 (47) 1:27:15 (50) 1:57:50 (56)

31:50 (62) 13:12 (31) 26:26 (36) 15:47 (57) 30:35 (61)

0:30:40 (53) 0:43:37 (44) 1:12:51 (54) 1:27:43 (52) 1:57:53 (57)

30:40 (53) 12:57 (25) 29:14 (57) 14:52 (42) 30:10 (60)

0:34:28 (65) 0:48:11 (63) 1:13:20 (55) 1:29:01 (58) 1:58:20 (58)

34:28 (65) 13:43 (37) 25:09 (24) 15:41 (54) 29:19 (56)

0:28:04 (31) 0:44:20 (48) 1:12:15 (50) 1:28:48 (55) 2:01:26 (59)

28:04 (31) 16:16 (59) 27:55 (54) 16:33 (59) 32:38 (67)

0:25:22 (17) 0:44:43 (51) 1:16:39 (62) 1:30:56 (60) 2:01:36 (60)

25:22 (17) 19:21 (67) 31:56 (64) 14:17 (33) 30:40 (62)

0:32:02 (63) 0:47:26 (61) 1:15:19 (58) 1:32:02 (61) 2:01:52 (61)

32:02 (63) 15:24 (54) 27:53 (52) 16:43 (61) 29:50 (58)

0:27:57 (30) 0:42:04 (34) 1:09:55 (40) 1:25:14 (40) 2:02:51 (62)

27:57 (30) 14:07 (44) 27:51 (51) 15:19 (48) 37:37 (68)

0:31:25 (60) 0:50:51 (65) 1:20:36 (65) 1:36:20 (65) 2:04:20 (63)

31:25 (60) 19:26 (68) 29:45 (58) 15:44 (55) 28:00 (51)

43 46
タートルズ

1:53:15

馬場 陽 佐竹 泰三 山根 秀弘 吉田 親平

鈴木 誠 柴田 典昭 剣持 良次

46 47
トピー工業Ｊ．Ｃ．Ａ

1:54:29

小林 馨 大湊 健司 沓沢 貴志

45 48
トピー工業Ｊ．Ｃ．Ｂ

1:53:37

佐々木 雅典 小木 宏弥

藤間 達志

44 67
Ｔ．Ｎレボリューション

1:53:18

早川 翔太 近藤 大樹 近藤 優斗 下総 諒 野村 祥平

黒澤 賀津也

48 41
生蘭野球部

1:55:21

細井 貴大 井上 京亮 渡辺 智也 中村 颯人 横山 慎一郎

籾山 賢二 三好 信雄

47 55
道志会老人ホーム

1:54:44

倉下 学 川村 弘貴 倉田 竜一 織笠 沙江子

花田 太郎 中村 隼

51 19
綾高卓球部Ｂ

1:56:05

田中 大貴 竹村 陸 櫻井 昌也 今福  理博

長島 健二朗 小林 広典 藤村 啓真

50 39
生蘭陸上部Ｂ

1:55:36

杉山 航大 郷間 考登 内藤 嵩丈

49 1
城山中学校職員

1:55:36

山本 祥平 田辺 正巳

中田 崚太 渡部 裕貴 小林 凌太

54 69
柏ランナーズ

1:56:57

井口 昌洋 松山 正史 谷口 隆一

53 40
生蘭フットサル部

1:56:51

梅津 佳直 飯草 優太

井上 友司

52 11
綾瀬市消防本部１９２

1:56:45

田村 尚三 和田 敏宏 塩原 淳 山岸 大悟 藤田 直人

土橋 一雄

56 61
走友会Ｂ

1:57:50

渡邉 智行 吉田 雄一 秋山 智之 田代 純一 河原 佑紀

山本 喜明 佐々木 大輔

55 10
綾瀬市消防本部Ｅ

1:57:47

日比野 孝俊 岡田 良春 加藤 芳紀 井原 幸治

渡邉 浩市 山浦 淳志

59 65
走友会Ｆ

2:01:26

菅野 真智 星 知 味志 郁人 小田部 寛

田中 和典 仲原 通栄 堀江 浩志

58 66
走友会Ｇ

1:58:20

長縄 修平 小山 航 永井 孝明

57 17
綾瀬郵便局

1:57:53

溝口 達也 平原 竜介

清田 賢 重松 祐子 橋本 寿久

62 63
走友会Ｄ

2:02:51

伊藤 圭一 賀澤 勇介 星 拓也

61 14
綾瀬市役所Ｂ

2:01:52

佐野 優 長澤 佳美

平賀 優太

60 58
市Ｐ連会長会

2:01:36

大塚 洋二 小林 真希 萬野 要 萩尾 謙介 赤名 卓也

藤原 尚人

小川 太希 柴原 勇人

63 15
綾瀬市役所Ｃ

2:04:20

小山 陽平 小村 千晶 山崎 雄志 齊藤 芳明
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平成29年1月15日（日）

綾瀬市民スポーツセンター陸上競技場

上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記 録 4区 5区

距離/過去最高記録 6,480m/20:20 3,090m/9:59 5,930m/18:13 3,090m/10:27 5,930m/18:43

第39回 綾瀬市駅伝競走大会

一般の部

チーム名 1区 2区 3区

0:35:39 (66) 0:51:42 (67) 1:25:41 (67) 1:39:48 (67) 2:04:56 (64)

35:39 (66) 16:03 (57) 33:59 (67) 14:07 (31) 25:08 (26)

0:30:38 (52) 0:47:31 (62) 1:24:42 (66) 1:39:46 (66) 2:05:35 (65)

30:38 (52) 16:53 (62) 37:11 (68) 15:04 (45) 25:49 (34)

0:29:41 (48) 0:46:28 (60) 1:16:36 (61) 1:34:26 (63) 2:06:59 (66)

29:41 (48) 16:47 (60) 30:08 (60) 17:50 (66) 32:33 (66)

0:30:53 (55) 0:46:17 (58) 1:17:50 (64) 1:36:09 (64) 2:07:07 (67)

30:53 (55) 15:24 (55) 31:33 (63) 18:19 (67) 30:58 (64)

0:46:07 (68) 1:02:55 (68) 1:36:38 (68) 1:54:20 (68) 2:25:02 (68)

46:07 (68) 16:48 (61) 33:43 (66) 17:42 (64) 30:42 (63)

64 60
走友会Ａ

2:04:56

湖本 竜祐 田村 竜太郎 伊藤 成人 嶋﨑 和寿 村上 滋

西山 裕希 渡部 学

67 52
春日台中学校Ｂ

2:07:07

千葉 孝 鎌田 拓也 久保村 拓 守屋 秀隆

三橋 周作 深山 大作 安田 武司

66 37
蘭なーずＺ

2:06:59

中田 義彦 横山 康輔 辻野 晃

65 62
走友会Ｃ

2:05:35

清水 拓人 山﨑 悠司

小池 啓介 加藤 清 佐藤 裕太

70 57
イノウエクラブ

大山 倖平 井上 喜美枝 渡井 正樹

69 54
エムケーチーズＤ

細田 飛矢 三原 泰斗

桐生 孝一

68 56
あやせ国際友交協会

2:25:02

レイ ルディ ワギムン 長谷部 理恵 ヨカ

高浦 和也 井上 航
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