
ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 順位 総合

第67回瀬戸地方近郊駅伝競走大会    (男子１部)
平成３０年１２月９日

上段：区間順位、タイム
下段：通算順位、タイム

５区

牧井　智哉 小島　慎也 野村　翼 山本　悌広諸熊　祥希

（1） 11:1219:0313:5106:03
1:05:030:53:510:34:480:20:570:14:54 <1><1><1><1><1>

（2）（1）（1） 1:05:031
三菱自動車岡崎121

加藤　健尚 津田　昌樹 片岡　哲朗 大久保　利哉池上　大輔

（3） 10:4921:2914:1006:13
1:08:090:57:200:35:510:21:410:15:28 <2><2><2><2><2>

（1）（7）（2） 1:08:092
愛知県庁クラブＡ118

村瀬　正則 高樋　圭太 住田　直紀 後藤　雄貴古田　卓也

（4） 12:1221:1815:3406:14
1:11:010:58:490:37:310:21:570:15:43 <3><4><4><4><4>

（5）（6）（9） 1:11:013
尾張クラブ125

服部　直樹 高間　充 梶田　拓弥 鈴木　昌哉甲斐　実

（17） 12:3919:5115:3307:28
1:11:260:58:470:38:560:23:230:15:55 <4><3><8><6><5>

（10）（2）（8） 1:11:264
名古屋市役所122

中ヰ　一成 加藤　繁樹 橋本　龍馬 春日井　敬昌木口　稜斗

（6） 12:4020:2714:4906:30
1:11:380:58:580:38:310:23:420:17:12 <5><5><5><10><10>

（11）（3）（3） 1:11:385
ＭＩＮ　ＭＩＮ104

内田　賢志 山田　風興 鈴村　祐介 松本　貴斗冨田　直希

（2） 12:3722:5815:0106:12
1:12:260:59:490:36:510:21:500:15:38 <6><6><3><3><3>

（9）（15）（4） 1:12:266
名電駅伝部ＯＢ115

高橋　桂逸 安達　啓一 谷川　照樹 杉浦　悠輔日比野　啓一

（9） 11:3621:5915:2406:47
1:12:301:00:540:38:550:23:310:16:44 <7><8><7><8><8>

（3）（9）（5） 1:12:307
愛知県庁クラブＢ119

杉村　啓太 川田　秀行 宮地　健太 青木　瑞樹大槻　順朗

（11） 12:1322:0615:2806:59
1:12:501:00:370:38:310:23:030:16:04 <8><7><6><5><6>

（6）（11）（6） 1:12:508
ActiveRunNagoya124

芹沢　諒 西野　悠太 山田　清貴 カンセラ　タカシ　エリ得能　竜成

（7） 11:3922:1115:3206:32
1:13:011:01:220:39:110:23:390:17:07 <9><9><9><9><9>

（4）（12）（7） 1:13:019
ＮＳＵサッカー部116

西山　知希 澤田　馨 丸山　逸人 前川　稔政平田　大援

（13） 13:3121:3716:1807:11
1:14:561:01:250:39:480:23:300:16:19 <10><10><10><7><7>

（15）（8）（10） 1:14:5610
ＳｕｐＡ111

森　雅也 浅羽　慶彦 三嶋　淳司 下條　誠士田籠　優生

（20） 12:2820:5317:1807:30
1:15:331:03:050:42:120:24:540:17:24 <11><11><14><14><12>

（7）（5）（19） 1:15:3311
ノープランニング123

足立　誠 柳沢　秀郎 島田　拓征 塚原　正浩夜久　重徳

（5） 13:4822:3316:4906:24
1:16:561:03:080:40:350:23:460:17:22 <12><12><11><11><11>

（17）（13）（11） 1:16:5612
日進ランニングクラブ126

松本　悠生 石川　竜也 竹川　直希 佐藤　貴治成田　鋼紀

（12） 13:4320:4817:0807:03
1:17:141:03:310:42:430:25:350:18:32 <13><13><15><15><16>

（16）（4）（17） 1:17:1413
ＳｕｐＢ112

川原　英嗣 太田　隆司 大庭　尚也 麻生　司百合草　銀

（8） 13:1822:4517:0106:39
1:17:501:04:320:41:470:24:460:18:07 <14><14><13><13><15>

（13）（14）（15） 1:17:5014
ろくでなし　メディカルズ107
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ゼッケン チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 順位 総合

第67回瀬戸地方近郊駅伝競走大会    (男子１部)
平成３０年１２月９日

上段：区間順位、タイム
下段：通算順位、タイム

５区

原　知明 福見　大地 大木　克彦 上園　孝弘細木　克彦

（10） 13:5123:2116:5306:48
1:18:351:04:440:41:230:24:300:17:42 <15><15><12><12><13>

（19）（17）（12） 1:18:3515
愛知県庁クラブＣ120

小宮　良平 矢尾　友紀 長江　薫 吉澤　康太郎横井　聖也

（23） 12:2823:5316:5508:24
1:20:321:08:040:44:110:27:160:18:52 <16><18><17><20><18>

（7）（19）（13） 1:20:3216
必殺交渉人106

木本　雄介 勝丸　皓介 笹井　豊 笹井　雅樹岩田　尚大

（17） 13:5622:0516:5907:28
1:20:421:06:460:44:410:27:420:20:14 <17><16><18><21><21>

（20）（10）（14） 1:20:4217
ハリケーン110

白川　泰暉 安並　龍乃介 漁　夏輝 安達　美雲平湯　雄平

（17） 13:2623:4617:1407:28
1:20:461:07:200:43:340:26:200:18:52 <18><17><16><17><17>

（14）（18）（18） 1:20:4618
名古屋産業大学硬式野球部Ａ117

辻　和秀 山口　真司 森　敏夫 谷田　一浩平岩　幹也

（21） 12:5423:1919:1007:43
1:21:021:08:080:44:490:25:390:17:56 <19><19><20><16><14>

（12）（16）（23） 1:21:0219
シンジ走会108

駒田　秀作 西　敏介 柳瀬　知彦 久保山　裕士喜村　聖矢

（16） 13:4924:2617:4007:26
1:23:091:09:200:44:540:27:140:19:48 <20><20><21><19><20>

（18）（20）（20） 1:23:0920
３５ｉＨＱ　ｕｎｄｅｒ４０102

松山　泰真 五藤　及喜 橘田　洸乙 桂　龍平阪　翼

（15） 14:2725:0917:0307:23
1:24:211:09:540:44:450:27:420:20:19 <21><21><19><22><22>

（23）（21）（16） 1:24:2121
ｔｅａｍ　ヒデムネ114

家村　大城 菱田　翔一 芳賀　崇 松村　江博綱木　聡

（22） 14:0826:1819:0307:45
1:26:261:12:180:46:000:26:570:19:12 <22><22><22><18><19>

（21）（23）（22） 1:26:2622
ＣＨＩＮＯ　ＣＨＩＮＯ105

竹内　善康 岩田　章裕 吉元　寿夫 大本　敦志福島　孝夫

（24） 16:0925:2419:1108:33
1:29:421:13:330:48:090:28:580:20:25 <23><23><24><23><23>

（25）（22）（24） 1:29:4223
３５ｉＨＱ　ｏｖｅｒ４０103

加藤　勝一 澤﨑　巧 近藤　貴明 永井　哲中塚　浩敏

（14） 17:1426:4117:4907:13
1:31:441:14:300:47:490:30:000:22:47 <24><24><23><24><25>

（26）（24）（21） 1:31:4424
チーム　イソップ101

田北　和也 土居　那音 土井　翔也 小玉　悠貴進　胤真

（26） 15:5629:3019:2909:23
1:38:031:22:070:52:370:33:080:23:45 <25><25><26><26><26>

（24）（25）（25） 1:38:0325
ｔｅａｍ　オヤヂ113

谷　将太 古澤　秀毅 猪野　翔平 大山　洋介長瀬　宙翔

（25） 14:2433:3520:2609:16
1:38:431:24:190:50:440:30:180:21:02 <26><26><25><25><24>

（22）（26）（26） 1:38:4326
そよ風109
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