交通安全 第６９回 岡崎市民駅伝競走大会【計29.8ｋｍ】
◇ 中学校男子の部
順 位 総合記録 ﾅﾝﾊﾞｰ

種目別記録結果一覧表
学 校 名

1:36:35 7

竜海中学校Ａ

1:36:35 1

甲山中学校Ａ

3

1:38:08 5

南中学校Ａ

4

1:38:50 21

矢作中学校Ａ

1:38:50 36

翔南中学校Ａ

1:39:14 27

新香山中学校Ａ

1:39:15 19

岩津中学校Ａ

1:39:26 15

東海中学校Ａ

1:39:33 33

六ツ美北中学校Ａ

1
2

5

6
7

8
9

10 1:39:55 3

美川中学校Ａ

11 1:40:14 29

竜南中学校Ａ

12 1:40:35 9

葵中学校Ａ

13 1:41:29 23

六ツ美中学校Ａ

14 1:41:48 8

竜海中学校Ｂ

15 1:41:52 11

城北中学校Ａ

16 1:42:05 31

北中学校Ａ
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２０１８年１月２１日

[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子 AM10:00ｽﾀｰﾄ]
[高校女子・一般女子・一般男子Ⅱ AM10:33～ｽﾀｰﾄ]
上段：通過タイム･<順位>

下段：区間タイム･（順位）

１区 (４.０km)

２区 (２.２km)

３区 (３.４km)

４区 (３.１km)

５区 (３.２km)

６区 (３.８km)

７区 (２.４km)

８区 (４.３km)

９区 (３.４km)

池田 裕幸

小林 昂誠

小田 亮太

松浦 志龍

奥谷 元登

鈴木 仁都

伊藤 稔基

小林 亮太

山崎 徹

0:12:32 <3>
12:32 (3)
山上 宗大

0:12:40 <7>
12:40 (7)
鈴木 隆矢

0:12:48 <9>
12:48 (9)
神谷 共輝

0:12:38 <5>
12:38 (5)
後藤 謙昌

0:12:14 <1>
12:14 (1)
前田 拓海

0:13:10 <15>
13:10 (15)
佐々木 航

0:12:35 <4>
12:35 (4)
鈴木 修斗

0:12:51 <10>
12:51 (10)
正重 天

0:12:41 <8>
12:41 (8)
今泉 伯斗

0:13:10 <14>
13:10 (14)
川合 健斗

0:12:22 <2>
12:22 (2)
近藤 聡太

0:13:01 <12>
13:01 (12)
大辺 陽輝

0:13:09 <13>
13:09 (13)
普天間 空飛

0:13:18 <18>
13:18 (18)
伊藤 一喜

0:13:55 <28>
13:55 (28)
菅原 一馬

0:12:39 <6>
12:39 (6)

0:19:35 <3>
07:03 (3)
南 怜生

0:19:41 <6>
07:01 (2)
大屋 哲平

0:19:34 <2>
06:46 (1)
佐藤 稜馬

0:19:57 <8>
07:19 (12)
髙橋 隼士

0:19:21 <1>
07:07 (8)
柴田 翔太

0:20:16 <13>
07:06 (5)
早川 恭介

0:19:41 <5>
07:06 (5)
近藤 満輝

0:20:06 <10>
07:15 (10)
洞口 快斗

0:19:55 <7>
07:14 (9)
岡安 航大

0:20:34 <15>
07:24 (16)
安達 向志

0:19:39 <4>
07:17 (11)
田村 脩翔

0:20:07 <11>
07:06 (5)
橋本 侑希

0:20:13 <12>
07:04 (4)
鈴木 天翔

0:20:46 <16>
07:28 (20)
船橋 歩夢

0:21:28 <22>
07:33 (21)
斎藤 要

0:20:03 <9>
07:24 (16)

0:30:35 <2>
11:00 (2)
杉浦 樹生

0:40:51 <1>
10:16 (4)
中根 怜央

0:31:11 <5>
11:30 (10)
太田 悠斗

0:41:16 <4>
10:05 (1)
杉浦 陽

0:30:30 <1>
10:56 (1)
伊藤 圭吾

0:40:56 <2>
10:26 (8)
竹田 大輔

0:31:20 <6>
11:23 (6)
天野 啓太

0:41:34 <6>
10:14 (3)
相川 大翔

0:30:48 <3>
11:27 (8)
都築 眞弥

0:41:15 <3>
10:27 (9)
今井 翔一朗

0:31:40 <12>
11:24 (7)
森田 慶

0:41:59 <9>
10:19 (5)
垰 悠稀

0:31:11 <4>
11:30 (10)
安達 隆志

0:41:35 <7>
10:24 (7)
浅井 駿良

0:31:21 <7>
11:15 (3)
佐川 博也

0:41:31 <5>
10:10 (2)
吉田 脩馬

0:31:25 <8>
11:30 (10)
加藤 優騎

0:41:45 <8>
10:20 (6)
板倉 碧己

0:32:10 <15>
11:36 (15)
坂田 旬

0:42:54 <15>
10:44 (15)
鶴田 怜大

0:31:42 <13>
12:03 (21)
鬼頭 謡平

0:42:31 <14>
10:49 (18)
小瀬 瑞貴

0:31:39 <11>
11:32 (13)
筒井 公稀

0:42:19 <12>
10:40 (13)
犬塚 曹太

0:31:30 <9>
11:17 (4)
十河 拓平

0:42:07 <10>
10:37 (11)
西野 成

0:32:03 <14>
11:17 (4)
鶴田 燿也

0:42:30 <13>
10:27 (9)
三宅 大紀

0:32:55 <18>
11:27 (8)
堀田 拓希

0:44:09 <18>
11:14 (28)
鈴木 一馬

0:31:36 <10>
11:33 (14)

0:42:16 <11>
10:40 (13)
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0:51:32 <1>
10:41 (7)
竹内 希

0:51:46 <3>
10:30 (4)
中尾 拓真

0:51:33 <2>
10:37 (5)
佐藤 奨馬

0:52:17 <5>
10:43 (10)
荒木 信哉

0:51:57 <4>
10:42 (9)
近藤 雄大

0:52:36 <9>
10:37 (5)
永井 輝光

0:52:30 <6>
10:55 (13)
兵頭 拓真

0:52:30 <7>
10:59 (16)
犬丸 誠也

0:52:37 <10>
10:52 (12)
伊澤 龍之介

0:53:06 <12>
10:12 (1)
康本 誠吾

0:53:12 <14>
10:41 (7)
野々山 龍也

0:52:45 <11>
10:26 (2)
足立 謙成

0:52:33 <8>
10:26 (2)
村田 悠悟

0:53:25 <15>
10:55 (13)
今泉 凱聖

0:55:20 <18>
11:11 (17)
青山 凌輔

0:53:11 <13>
10:55 (13)

1:03:30 <1>
11:58 (5)
永田 将也

1:03:39 <2>
11:53 (2)
西嶋 弘将

1:03:40 <3>
12:07 (7)
榊原 寛也

1:04:47 <8>
12:30 (13)
鈴木 俊

1:04:20 <4>
12:23 (11)
田上 楓人

1:04:33 <6>
11:57 (4)
榊原 穂高

1:04:53 <9>
12:23 (11)
加藤 錠

1:04:24 <5>
11:54 (3)
藤原 旺史

1:04:38 <7>
12:01 (6)
池沢 悠矢

1:05:15 <11>
12:09 (8)
樋口 耕平

1:05:26 <12>
12:14 (9)
中島 有悟

1:05:02 <10>
12:17 (10)
大竹 航世

1:05:43 <13>
13:10 (25)
ヘラット 立樹

1:06:12 <15>
12:47 (17)
片山 宗哉

1:06:46 <16>
11:26 (1)
松岡 飛翔

1:05:51 <14>
12:40 (14)

1:11:24 <1>
07:54 (2)
本間 脩規

1:11:26 <2>
07:47 (1)
水野 旭

1:12:09 <3>
08:29 (20)
竹田 優作

1:12:59 <7>
08:12 (4)
臼井 大治郎

1:12:38 <4>
08:18 (9)
城殿 彰斗

1:12:56 <6>
08:23 (15)
石本 健

1:13:16 <9>
08:23 (15)
小栗 聖弥

1:13:04 <8>
08:40 (23)
池本 瑞規

1:12:56 <5>
08:18 (9)
稲垣 登唯

1:13:27 <11>
08:12 (4)
山下 勇太郎

1:13:53 <12>
08:27 (17)
川上 晃

1:13:20 <10>
08:18 (9)
野口 純基

1:14:05 <13>
08:22 (14)
巽 光佑

1:14:39 <15>
08:27 (17)
太田 智也

1:14:54 <16>
08:08 (3)
近藤 玲矢

1:14:29 <14>
08:38 (21)

1:25:06 <1>
13:42 (1)
山田 奏楽

1:25:22 <2>
13:56 (2)
天野 威風

1:27:02 <3>
14:53 (10)
菅家 和秀

1:27:11 <4>
14:12 (3)
河合 良将

1:27:24 <5>
14:46 (8)
鈴木 壮太

1:27:33 <7>
14:37 (6)
花岡 雅也

1:27:43 <8>
14:27 (4)
佐藤 大航

1:27:31 <6>
14:27 (4)
中村 康貴

1:27:54 <9>
14:58 (11)
浅井 駿佑

1:28:09 <10>
14:42 (7)
髙山 瑞士

1:28:45 <12>
14:52 (9)
近藤 晴弥

1:28:36 <11>
15:16 (15)
峰雪 柾風

1:29:11 <13>
15:06 (12)
畑中 真彦

1:29:51 <14>
15:12 (14)
村井 佑崇

1:30:13 <16>
15:19 (16)
滝 颯真

1:29:58 <15>
15:29 (19)

1:36:35 <1>
11:29 (4)
石神 柊二

1:36:35 <2>
11:13 (2)
中村 颯汰

1:38:08 <3>
11:06 (1)
小川 貴久

1:38:50 <4>
11:39 (7)
松井 孝矢

1:38:50 <5>
11:26 (3)
深津 悠太

1:39:14 <6>
11:41 (10)
竹内 蒼

1:39:15 <7>
11:32 (6)
大谷 俊介

1:39:26 <8>
11:55 (13)
鐡尾 洵成

1:39:33 <9>
11:39 (7)
番 ひろ希

1:39:55 <10>
11:46 (11)
山本 一馬

1:40:14 <11>
11:29 (4)
原田 光

1:40:35 <12>
11:59 (17)
竹田 昂平

1:41:29 <13>
12:18 (24)
鈴木 蒼大

1:41:48 <14>
11:57 (15)
杉坂 達也

1:41:52 <15>
11:39 (7)
佐藤 太一

1:42:05 <16>
12:07 (22)

Official Timer & Result BY LAPSYSTEM

交通安全 第６９回 岡崎市民駅伝競走大会【計29.8ｋｍ】
◇ 中学校男子の部
順 位 総合記録 ﾅﾝﾊﾞｰ

種目別記録結果一覧表
学 校 名

17 1:42:55 25

矢作北中学校Ａ

18 1:42:55 2

甲山中学校Ｂ

19 1:43:58 13

福岡中学校Ａ

20 1:45:33 28

新香山中学校Ｂ

21 1:45:33 20

岩津中学校Ｂ

22 1:46:06 22

矢作中学校Ｂ

23 1:46:53 18

常磐中学校

24 1:46:55 37

翔南中学校Ｂ

25 1:47:09 24

六ツ美中学校Ｂ

26 1:47:10 34

六ツ美北中学校Ｂ

27 1:47:37 26

矢作北中学校Ｂ

28 1:47:44 12

城北中学校Ｂ

29 1:47:46 30

竜南中学校Ｂ

30 1:47:53 16

東海中学校Ｂ

31 1:48:23 4

美川中学校Ｂ

32 1:48:39 6

南中学校Ｂ
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２０１８年１月２１日

[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子 AM10:00ｽﾀｰﾄ]
[高校女子・一般女子・一般男子Ⅱ AM10:33～ｽﾀｰﾄ]
上段：通過タイム･<順位>

下段：区間タイム･（順位）

１区 (４.０km)

２区 (２.２km)

３区 (３.４km)

４区 (３.１km)

５区 (３.２km)

６区 (３.８km)

７区 (２.４km)

８区 (４.３km)

９区 (３.４km)

井上 涼

神立 誠也

岩崎 孝暉

高畑 蓮

岩附 優斗

稲垣 智也

山田 晃太郎

大須賀 耀

岡田 隼輝

0:12:53 <11>
12:53 (11)
畔栁 陽

0:13:27 <20>
13:27 (20)
柴田 開陸

0:14:10 <32>
14:10 (32)
大橋 仙太郎

0:13:12 <16>
13:12 (16)
西岡 孝介

0:13:29 <21>
13:29 (21)
渡邊 喜良也

0:13:58 <29>
13:58 (29)
山田 健太郎

0:13:48 <27>
13:48 (27)
藤田 凱吏

0:13:12 <17>
13:12 (17)
落合 蓮

0:14:05 <30>
14:05 (30)
永田 廉真

0:14:09 <31>
14:09 (31)
鳥居 伶音

0:14:33 <34>
14:33 (34)
大島 恵悟

0:13:43 <26>
13:43 (26)
牧園 孟士

0:13:34 <22>
13:34 (22)
山口 朔矢

0:14:12 <33>
14:12 (33)
問川 琉貴

0:13:42 <25>
13:42 (25)
光井 梓

0:14:38 <36>
14:38 (36)

0:20:32 <14>
07:39 (25)
佐々木 竜太

0:20:51 <18>
07:24 (16)
上原 笙嗣

0:21:31 <24>
07:21 (13)
木附 凌太

0:20:48 <17>
07:36 (23)
谷本 裕紀

0:21:12 <21>
07:43 (27)
渡邉 晴紀

0:21:40 <28>
07:42 (26)
伊藤 具教

0:21:10 <20>
07:22 (14)
佐野 流聖

0:21:05 <19>
07:53 (29)
榊原 裕人

0:22:08 <34>
08:03 (33)
久田 蓮

0:21:44 <29>
07:35 (22)
阿部 泰典

0:22:09 <35>
07:36 (23)
大須賀 祥真

0:21:36 <27>
07:53 (29)
中根 開斗

0:21:33 <25>
07:59 (31)
林 秀吉

0:21:35 <26>
07:23 (15)
名倉 幸紀

0:22:02 <30>
08:20 (34)
上田 琉久

0:22:03 <32>
07:25 (19)

0:32:22 <16>
11:50 (19)
矢野 碧

0:43:09 <16>
10:47 (17)
椎葉 大智

0:32:35 <17>
11:44 (16)
日比谷 照武

0:33:35 <23>
12:04 (23)
水野 絢太

0:43:26 <17>
10:51 (19)
野村 凌玖

0:44:12 <19>
10:37 (11)
栗原 大和

0:33:08 <20>
12:20 (26)
犬塚 大愛

0:45:03 <28>
11:55 (35)
河隅 祥葵

0:33:07 <19>
11:55 (20)
藤井 智規

0:44:16 <21>
11:09 (25)
脇田 圭介

0:33:47 <25>
12:07 (24)
岩原 涼河

0:44:57 <25>
11:10 (26)
石川 裕大

0:33:34 <22>
12:24 (28)
梅村 旺河

0:44:28 <22>
10:54 (20)
明末 陸斗

0:33:30 <21>
12:25 (29)
柵木 斗維

0:44:16 <20>
10:46 (16)
城地 颯大

0:34:33 <32>
12:25 (29)
本間 皇光

0:45:44 <31>
11:11 (27)
渡辺 凜斗

0:33:54 <28>
12:10 (25)
山本 幹人

0:44:49 <23>
10:55 (21)
館田 拳斗

0:33:57 <29>
11:48 (17)
今泉 裕人

0:44:54 <24>
10:57 (22)
外崎 倖希

0:34:09 <30>
12:33 (32)
河合 健太郎

0:33:53 <27>
12:20 (26)
平岡 亮我

0:45:38 <29>
11:29 (32)
小野 宙

0:45:01 <27>
11:08 (24)
石川 大我

0:33:38 <24>
12:03 (21)
平川 陸翔

0:44:58 <26>
11:20 (30)
手島 陸翔

0:34:28 <31>
12:26 (31)
細川 祥吾

0:45:43 <30>
11:15 (29)
杉浦 真悟

0:33:52 <26>
11:49 (18)

0:46:19 <33>
12:27 (36)
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0:54:24 <17>
11:15 (21)
粥川 修哉

0:54:13 <16>
10:47 (11)
岡本 柊哉

0:55:49 <20>
11:37 (27)
趙 俐銘

0:56:37 <26>
11:34 (26)
杉浦 太陽

0:55:28 <19>
11:12 (18)
加藤 瑞暁

0:56:12 <24>
11:15 (21)
畔栁 颯

0:56:10 <23>
11:42 (29)
天野 佑海

0:56:02 <22>
11:46 (31)
渡邉 悠聖

0:57:10 <31>
11:26 (25)
佐藤 優汰郎

0:56:02 <21>
11:13 (19)
佐藤 立騎

0:56:19 <25>
11:25 (24)
片上 聖

0:56:56 <29>
11:18 (23)
及川 陽誠

0:56:43 <28>
11:42 (29)
寺前 優

0:56:38 <27>
11:40 (28)
山村 颯太

0:56:57 <30>
11:14 (20)
櫻井 日陽

0:58:12 <32>
11:53 (33)

1:07:26 <18>
13:02 (23)
上野 友己

1:07:07 <17>
12:54 (19)
加藤 慶一

1:08:29 <19>
12:40 (14)
河原 将也

1:09:37 <26>
13:00 (22)
堀 立希

1:08:41 <20>
13:13 (27)
大久保 楓也

1:09:27 <24>
13:15 (28)
盛 耕太郎

1:09:21 <23>
13:11 (26)
柳田 那智

1:09:00 <22>
12:58 (20)
松本 浩志

1:10:14 <30>
13:04 (24)
松浦 光希

1:08:43 <21>
12:41 (16)
浮邉 魁

1:09:48 <27>
13:29 (32)
藤野 有紋

1:09:55 <28>
12:59 (21)
島岡 壱地

1:09:34 <25>
12:51 (18)
小島 颯太

1:10:04 <29>
13:26 (29)
山本 世連

1:11:16 <31>
14:19 (37)
髙栁 柊

1:11:39 <32>
13:27 (31)

1:15:45 <18>
08:19 (13)
手塚 啓介

1:15:24 <17>
08:17 (8)
中村 結太

1:16:47 <19>
08:18 (9)
杉浦 一輝

1:17:50 <22>
08:13 (6)
倉田 礼輔

1:17:39 <21>
08:58 (31)
相良 翔也

1:18:10 <25>
08:43 (24)
太田 翔平

1:18:07 <24>
08:46 (26)
兼子 巽圭

1:17:28 <20>
08:28 (19)
峰雪 楓雅

1:18:30 <26>
08:16 (7)
山下 裕之

1:18:01 <23>
09:18 (34)
姫小松 柾

1:19:14 <30>
09:26 (36)
鈴木 喬亮

1:18:49 <27>
08:54 (30)
石躍 周杜

1:18:54 <29>
09:20 (35)
市川 暖

1:18:50 <28>
08:46 (26)
金澤 慈到

1:20:04 <31>
08:48 (28)
加納 拓弥

1:20:32 <32>
08:53 (29)

1:30:52 <17>
15:07 (13)
大塚 登生

1:30:56 <18>
15:32 (20)
二ノ宮 綾人

1:32:10 <19>
15:23 (17)
鈴木 琉太

1:33:35 <21>
15:45 (23)
仲村 晃

1:33:34 <20>
15:55 (25)
太田 龍貴

1:34:11 <24>
16:01 (26)
森田 凌矢

1:34:15 <25>
16:08 (28)
宮田 怜緒真

1:33:53 <23>
16:25 (34)
秋葉 湧斗

1:34:22 <26>
15:52 (24)
石川 遥貴

1:33:41 <22>
15:40 (21)
今村 俊介

1:34:58 <28>
15:44 (22)
水口 涼

1:34:58 <27>
16:09 (30)
稲垣 駒一郎

1:35:27 <30>
16:33 (35)
倉橋 秀太

1:35:14 <29>
16:24 (33)
宮園 翔大

1:36:12 <31>
16:08 (28)
比嘉 仁哉

1:36:35 <32>
16:03 (27)

1:42:55 <17>
12:03 (20)
岩原 章太

1:42:55 <18>
11:59 (17)
市川 大地

1:43:58 <19>
11:48 (12)
水越 楓

1:45:33 <20>
11:58 (16)
山田 陸輝

1:45:33 <21>
11:59 (17)
有永 光来

1:46:06 <22>
11:55 (13)
杉浦 英道

1:46:53 <23>
12:38 (27)
二村 陸斗

1:46:55 <24>
13:02 (34)
米津 空冴

1:47:09 <25>
12:47 (32)
大橋 勇雅

1:47:10 <26>
13:29 (36)
小笠原 健

1:47:37 <27>
12:39 (28)
菅井 勇斗

1:47:44 <28>
12:46 (31)
鶴田 青也

1:47:46 <29>
12:19 (25)
松原 佑樹

1:47:53 <30>
12:39 (28)
池沢 凌矢

1:48:23 <31>
12:11 (23)
鈴木 海汰

1:48:39 <32>
12:04 (21)
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交通安全 第６９回 岡崎市民駅伝競走大会【計29.8ｋｍ】
◇ 中学校男子の部

種目別記録結果一覧表

順 位 総合記録 ﾅﾝﾊﾞｰ

学 校 名

33 1:50:49 35

額田中学校

34 1:50:54 32

北中学校Ｂ

35 1:50:55 14

福岡中学校Ｂ

36 1:52:37 10

葵中学校Ｂ

37 1:55:49 17

河合中学校

Print ：2018/01/21 13:09:27

２０１８年１月２１日

[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子 AM10:00ｽﾀｰﾄ]
[高校女子・一般女子・一般男子Ⅱ AM10:33～ｽﾀｰﾄ]
上段：通過タイム･<順位>

下段：区間タイム･（順位）

１区 (４.０km)

２区 (２.２km)

３区 (３.４km)

４区 (３.１km)

５区 (３.２km)

６区 (３.８km)

７区 (２.４km)

８区 (４.３km)

９区 (３.４km)

齋藤 昂輝

鈴木 結平太

山本 雄斗

荻野 敬文

青山 賢真

丹羽 隆斗

天野 凌槙

小畑 和士

倉橋 知大

0:13:37 <23>
13:37 (23)
安藤 廉我

0:15:11 <37>
15:11 (37)
太田 祥太郎

0:14:35 <35>
14:35 (35)
中山 楓

0:13:40 <24>
13:40 (24)
山本 悠輝

0:13:25 <19>
13:25 (19)

0:21:28 <23>
07:51 (28)
岡田 遥真

0:23:11 <36>
08:00 (32)
太田 陸斗

0:23:12 <37>
08:37 (36)
阿部 崇人

0:22:07 <33>
08:27 (35)
川越 暖人

0:22:03 <31>
08:38 (37)

0:34:42 <33>
13:14 (37)
押川 魁

0:46:19 <34>
11:37 (33)
大前 蓮

0:36:08 <36>
12:57 (34)
福田 貴久

0:47:12 <35>
11:04 (23)
青山 忠詠

0:36:12 <37>
13:00 (35)
山本 侑汰

0:47:50 <37>
11:38 (34)
鈴木 岳人

0:35:13 <35>
13:06 (36)
桑原 悠斗

0:47:48 <36>
12:35 (37)
杉森 拓斗

0:34:57 <34>
12:54 (33)

0:46:17 <32>
11:20 (30)
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0:58:22 <33>
12:03 (34)
仲井 誠剛

0:59:43 <36>
12:31 (37)
内藤 秀太

0:59:39 <35>
11:49 (32)
中谷 諒

0:59:52 <37>
12:04 (35)
天野 隼人

0:58:38 <34>
12:21 (36)

1:12:26 <33>
14:04 (34)
内田 翔

1:13:57 <37>
14:14 (36)
渡邊 翔馬

1:13:17 <35>
13:38 (33)
浦田 紘佑

1:13:18 <36>
13:26 (29)
鷲山 蓮

1:12:46 <34>
14:08 (35)

1:21:33 <33>
09:07 (32)
櫻井 稜也

1:22:40 <36>
08:43 (24)
山崎 琉生

1:21:56 <35>
08:39 (22)
杉原 奨汰

1:23:04 <37>
09:46 (37)
百合野 颯使

1:21:54 <34>
09:08 (33)

1:37:47 <33>
16:14 (31)
湯本 航大

1:38:05 <34>
15:25 (18)
加藤 大聖

1:38:12 <35>
16:16 (32)
太田 翔輝

1:40:03 <36>
16:59 (36)
蜂須賀 樹

1:40:38 <37>
18:44 (37)

1:50:49 <33>
13:02 (34)
安藤 大貴

1:50:54 <34>
12:49 (33)
岩村 拓真

1:50:55 <35>
12:43 (30)
春原 陸

1:52:37 <36>
12:34 (26)
山田 晃輝

1:55:49 <37>
15:11 (37)
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