交通安全 第６９回 岡崎市民駅伝競走大会【計２９.８ｋｍ】 [中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子
◇ 一般男子Ⅰ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表

ﾅﾝﾊﾞｰ

チーム名

1:31:35 101

橘川新聞店

1:33:14 102

三菱自動車岡崎

1:36:54 142

岡王

1:37:31 135

東海３７０

1:38:43 103

細川走友会Ａ

1:39:00 106

次郎長

1:42:53 119

消防署Ａ

1:43:43 107

ＴＥＡＭ走快屋 Ａ

1:44:33 105

岡崎北高校ＯＢ

10 1:44:55 112

カリツー岡崎 Ａ

11 1:46:30 151

チームいいまち

12 1:47:51 110

岡崎信用金庫 ＢＬＵＥ

13 1:49:26 109

岡崎中総ＲＣ桜

14 1:49:39 104

岡高陸上部ＯＢ－Ａ

15 1:49:44 115

愛知学泉Ｇ－ＤＡＳＨ

16 1:49:48 131

アンデイコ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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２０１８年１月２１日

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 (６.２km)

２区 (３.４km)

３区 (６.３km)

４区 (３.８km)

５区 (２.４km)

６区 (７.７km)

池亀 透

辻村 駿介

深谷 健斗

関根 愁矢

藤井 延幸

沖田 龍誠

0:29:07
10:22

0:48:18
19:11

0:59:42
11:24

1:07:09
07:27

0:18:45
18:45

<5>
(5)

野村 翼

0:18:44
18:44

<4>
(4)

<1>
(1)

<1>
(2)

<1>
(2)

諸熊 祥希

上田 泰輔

河内 正輝

小島 慎也

0:29:15
10:31

0:49:12
19:57

1:01:21
12:09

1:08:51
07:30

<2>
(2)

<3>
(3)

<3>
(4)

<1>
(1)

1:31:35 <1>
24:26 (3)
江本 悟司

<2>
(2)

1:33:14 <2>
24:23 (2)

大野 日暉

石川 純平

松井 駿佑

津田 耕平

川島 大征

鈴木 祐希

0:18:41
18:41

0:30:07
11:26

0:49:03
18:56

1:00:22
11:19

1:09:47 <3>
09:25 (26)

1:36:54 <3>
27:07 (11)

<1>
(1)

<3>
(5)

<2>
(1)

<2>
(1)

田邊 隼都

鈴木 有万

島田 拓弥

鈴木 悠太

鈴木 崇史

0:19:35
19:35

0:31:03
11:28

0:51:54
20:51

1:03:49
11:55

1:13:10 <5>
09:21 (23)

1:37:31 <4>
24:21 (1)
藤谷 明久

<8>
(8)

<6>
(7)

<5>
(5)

<4>
(3)

長坂 嵩斗

中西 洋一

平山 晴彦

都築 広一

満永 英明

0:18:55
18:55

0:30:18
11:23

0:51:43
21:25

1:04:13
12:30

1:12:50
08:37

<6>
(6)

<4>
(4)

<4>
(8)

0:20:58 <20>
20:58 (20)

0:32:24 <11>
11:26 (5)

0:53:05
20:41

松原 栄一

中根 佳久

伊藤 拓哉

森田 達也

0:21:38 <24>
21:38 (24)

0:32:48 <13>
11:10 (3)

0:54:22
21:34

1:07:49 <9>
13:27 (16)

1:16:15
08:26

徳山 雄太

小西 清喜

朝倉 幸司

渡辺 海星

徳田 成俊

河合 裕紹

0:19:50 <10>
19:50 (10)

0:32:07 <9>
12:17 (16)

0:53:20
21:13

1:06:44 <7>
13:24 (14)

1:15:44 <7>
09:00 (15)

1:43:43 <8>
27:59 (16)

長坂 健大

岩永 晃人

宮地 洸太

都築 義幸

藤永 紘基

0:35:56 <31>
12:21 (17)

0:58:14 <18>
22:18 (11)

1:11:20 <14>
13:06 (11)

1:19:23 <12>
08:03 (3)

1:44:33 <9>
25:10 (5)

土井 俊明

柘植 隆嗣

三浦 智貴

0:32:24 <10>
12:06 (13)

0:54:26 <10>
22:02 (10)

1:07:30 <8>
13:04 (10)

1:16:23 <9>
08:53 (10)

1:44:55 <10>
28:32 (21)

竹内 啓介

井町 圭孝

村上 修一

木村 洋介

石川 雅弘

0:30:22
11:39

0:56:28 <13>
26:06 (45)

1:10:45 <12>
14:17 (29)

1:20:05 <14>
09:20 (22)

1:46:30 <11>
26:25 (7)

石川 涼

0:23:35 <40>
23:35 (40)
内藤 悠生

0:20:18 <14>
20:18 (14)
岩瀬 喬

0:18:43
18:43

<3>
(3)

三好 守

<5>
(8)

<8>
(9)

<7>
(6)

1:05:40
12:35

<6>
(7)

尾崎 東海林

1:38:43 <5>
25:53 (6)

渋谷 大地

<6>
(4)

城野 純平

<4>
(8)

中露 誠士

高村 諒

吉丸 健太郎

<5>
(6)

山下 晃一朗

1:14:00
08:20

<6>
(5)

園田 英義

1:39:00 <6>
25:00 (4)
黒川 宏

<8>
(7)

1:42:53 <7>
26:38 (9)

伊豫田 泰孝

上野 広夢

松井 佑介

古田 健吾

尾崎 将也

面谷 幸平

齊藤 凱

0:21:03 <21>
21:03 (21)

0:32:52 <14>
11:49 (10)

1:00:01 <32>
27:09 (49)

1:12:43 <22>
12:42 (8)

1:20:50 <16>
08:07 (4)

1:47:51 <12>
27:01 (10)

杉浦 正二

安藤 真一

峰澤 敬太

井土 進五

水島 雄大

松岡 真人

0:22:53 <33>
22:53 (33)

0:35:58 <32>
13:05 (23)

0:59:28 <25>
23:30 (18)

1:13:31 <27>
14:03 (25)

1:22:50 <25>
09:19 (19)

1:49:26 <13>
26:36 (8)

鈴木 昌哉

片岡 正範

髙橋 真也

甲斐 実

0:33:08 <15>
13:49 (34)

0:58:37 <21>
25:29 (38)

1:12:47 <23>
14:10 (27)

1:21:40 <19>
08:53 (10)

1:49:39 <14>
27:59 (16)

橋場 文也

西山 大樹

出水 伴樹

古賀 大基

内藤 響貴

横田 正

0:19:50 <11>
19:50 (11)

0:33:24 <17>
13:34 (30)

0:57:18 <15>
23:54 (24)

1:12:38 <19>
15:20 (40)

1:21:57 <21>
09:19 (19)

1:49:44 <15>
27:47 (13)

成瀬 雅俊

奥村 周平

亀井 俊宏

八田 康裕

0:19:19
19:19

<7>
(7)

0:19:55 <12>
19:55 (12)

蜂須賀 久晴

0:34:19 <19>
14:24 (44)
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0:57:53 <16>
23:34 (19)

田中 淳

中根 修

豊田 啓貴

1:11:37 <16>
1:21:40 <19>
1:49:48 <16>
13:44 (19)
10:03 (38)
28:08 (18)
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】 [中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子
◇ 一般男子Ⅰ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表

ﾅﾝﾊﾞｰ

チーム名

17 1:49:52 117

ＴＲＩＳＴＥＬＬＡ

18 1:50:22 116

岡崎市役所 Ａ

19 1:50:39 121

中部電力Ａ

20 1:50:40 113

細川走友会Ｂ

21 1:50:59 120

甲山乃風

22 1:51:52 153

ひとつ上のＲＵＮクラブ 豆乳Ａ

23 1:52:12 118

フタバ産業 Ａ

24 1:52:16 126

フタバ産業 Ｂ

25 1:52:31 139

消防署Ｂ

26 1:52:37 108

チーム能見

27 1:53:45 125

奏功快

28 1:53:57 137

カリツー岡崎＋ゼブラ

29 1:54:16 123

ＯＴＵ（岡崎市小中学校教職員組合）
団結

30 1:54:51 146

入江

31 1:55:00 150

ＷＥＳＴ

32 1:55:54 140

ＲＵＮＲＵＮ乱世
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２０１８年１月２１日

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 (６.２km)

２区 (３.４km)

３区 (６.３km)

４区 (３.８km)

５区 (２.４km)

６区 (７.７km)

中川 大輔

成田 延久

嶋崎 善文

末吉 克城

渡邊 倫弘

宮坂 和宜

0:19:42
19:42

0:31:42 <8>
12:00 (11)

0:54:25 <9>
22:43 (14)

1:08:28 <10>
14:03 (25)

1:17:22 <10>
08:54 (12)

1:49:52 <17>
32:30 (37)

藤野 晋爾

新家 孝義

桑原 周作

松田 克美

佐野 光男

久永 啓介

0:22:26 <31>
22:26 (31)

0:35:37 <30>
13:11 (25)

0:59:45 <29>
24:08 (26)

1:13:14 <25>
13:29 (17)

1:22:25 <22>
09:11 (16)

1:50:22 <18>
27:57 (15)

倉地 拓斗

岩瀬 龍太

野村 昇希

櫻田 賢悟

北原 圭介

伊藤 一樹

0:21:49 <27>
21:49 (27)

0:34:36 <22>
12:47 (22)

0:58:14 <17>
23:38 (21)

1:11:34 <15>
13:20 (13)

1:20:58 <17>
09:24 (25)

1:50:39 <19>
29:41 (25)

井上 将行

内野 隆一

伊藤 康仁

福徳 利則

秋田 徹

0:22:22 <30>
22:22 (30)

0:34:38 <23>
12:16 (15)

0:58:15 <19>
23:37 (20)

1:11:41 <17>
13:26 (15)

1:20:04 <13>
08:23 (6)

1:50:40 <20>
30:36 (30)

石川 大介

清水 貴弘

金田 昂大

榊原 大樹

渡邉 元太

竹下 翔

0:20:09 <13>
20:09 (13)

0:35:18 <28>
15:09 (47)

0:59:48 <31>
24:30 (33)

1:13:26 <26>
13:38 (18)

1:22:44 <24>
09:18 (18)

1:50:59 <21>
28:15 (19)

花角 優太

渡邉 勇太

水谷 大輔

石川 剛士

野末 雅仁

0:34:46 <25>
13:52 (35)

1:00:36 <33>
25:50 (44)

1:14:38 <30>
14:02 (24)

1:24:39 <30>
10:01 (37)

1:51:52 <22>
27:13 (12)

新家 淳太

舟波 直希

0:58:50 <23>
24:09 (27)

1:12:41 <21>
13:51 (22)

<9>
(9)

西村 聡

0:20:54 <18>
20:54 (18)
鈴木 泰輝

0:22:03 <28>
22:03 (28)
加藤 健二

0:21:11 <22>
21:11 (22)

粂 哲也

0:34:41 <24>
12:38 (20)
長坂 誠

宮下 英之

山本 健

小島 仁

阿南 誠

藤原 輝和

1:22:54 <26>
10:13 (39)

1:52:12 <23>
29:18 (24)

金澤 太哉

池田 匡

1:22:31 <23>
09:43 (32)

1:52:16 <24>
29:45 (26)

0:34:23 <20>
13:12 (26)

0:58:33 <20>
24:10 (29)

1:12:48 <24>
14:15 (28)

坂口 祐輔

今村 雄亮

安藤 寿道

0:23:08 <36>
23:08 (36)

0:36:15 <33>
13:07 (24)

1:00:46 <34>
24:31 (34)

1:14:43 <31>
13:57 (23)

1:23:29 <27>
08:46 (9)

1:52:31 <25>
29:02 (22)

瀬戸口 宏

細江 孝章

杉浦 健介

増田 正宏

伊藤 将吾

内山 佳秀

0:20:49 <17>
20:49 (17)

0:32:29 <12>
11:40 (9)

0:55:30 <11>
23:01 (15)

1:08:49 <11>
13:19 (12)

1:17:46 <11>
08:57 (14)

1:52:37 <26>
34:51 (46)

柴尾 智哉

梅村 典秀

1:21:37 <18>
09:31 (29)

1:53:45 <27>
32:08 (33)

渡辺 靖博

齊藤 敦

1:12:40 <20>
15:35 (43)

1:24:00 <29>
11:20 (47)

1:53:57 <28>
29:57 (27)

田中 勇至

加藤 周司

近藤 康雄

1:10:52 <13>
14:46 (32)

1:20:33 <15>
09:41 (31)

1:54:16 <29>
33:43 (44)

中根 肇

深谷 聡明

0:23:49 <42>
23:49 (42)
明村 将知

0:20:55 <19>
20:55 (19)
青山 将太朗

0:20:47 <16>
20:47 (16)
石川 悟

0:22:55 <34>
22:55 (34)
高木 俊希

三浦 誠

0:36:18 <34>
12:29 (19)
火島 謙

0:33:16 <16>
12:21 (17)
向 孝太

0:34:47 <26>
14:00 (38)
遠藤 彰

0:36:24 <35>
13:29 (28)
馬場 亮太朗

近藤 孝行

0:59:41 <28>
23:23 (17)
村越 好晴

0:57:05 <14>
23:49 (23)
石川 駿

0:56:06 <12>
21:19 (7)
片山 耕大

0:59:28 <26>
23:04 (16)
大場 真

岩崎 進

1:12:06 <18>
12:25 (5)
熊本 睦

遠藤 豪

前田 将

井上 卓哉

宮﨑 亮太

伊勢呂 順慶

1:14:56 <33>
15:28 (42)

1:25:37 <34>
10:41 (44)

1:54:51 <30>
29:14 (23)

坂野 文昭

竹内 崇博

中村 文彦

0:21:41 <25>
21:41 (25)

0:35:15 <27>
13:34 (30)

1:01:28 <36>
26:13 (47)

1:14:30 <29>
13:02 (9)

1:24:48 <31>
10:18 (40)

1:55:00 <31>
30:12 (28)

下畑 圭右

安達 佑哉

奥村 挙史

池田 奨悟

荒武 瑞貴

中野 凌

0:58:38 <22>
24:28 (32)

1:14:44 <32>
1:25:04 <32>
1:55:54 <32>
16:06 (46)
10:20 (41)
30:50 (31)
Official Timer & Result BY LAPSYSTEM

0:20:39 <15>
20:39 (15)

0:34:10 <18>
13:31 (29)
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交通安全 第６９回 岡崎市民駅伝競走大会【計２９.８ｋｍ】 [中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子
◇ 一般男子Ⅰ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表

ﾅﾝﾊﾞｰ

チーム名

33 1:55:55 111

チーム黒王

34 1:57:11 124

矢作中ＯＢ

35 1:57:24 114

ＯＨたけちゃん’Ｓ

36 1:57:57 129

アンデンＲＣ

37 1:58:26 128

ジムジム（岡崎市小中学校事務職
員）

38 1:58:52 145

岡崎共立病院リハビリテーション部

39 1:59:05 136

カリツー岡崎 Ｂ

40 2:00:10 144

チームかいと

41 2:00:48 149

Ｅｎｊｏｙランナーず

42 2:01:01 143

ひすい薬局＋香山

43 2:01:18 141

走るの大好き

44 2:01:22 138

ＹＹＹ ランナーズ Ａ

45 2:02:39 148

あいさつおもいやりいまがたいせつＡ

46 2:03:07 147

真伝ＢＡ

47 2:09:48 134

チームサザエさん（カツオは杉田商
店）

48 2:12:48 122

ピンクパンサー
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２０１８年１月２１日

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 (６.２km)

２区 (３.４km)

３区 (６.３km)

４区 (３.８km)

５区 (２.４km)

６区 (７.７km)

河合 健吾

河合 晃平

的山 篤史

柴田 将也

永田 昂大

外山 晴矢

0:24:20 <46>
24:20 (46)

0:39:00 <46>
14:40 (45)

1:03:19 <44>
24:19 (30)

1:18:07 <43>
14:48 (33)

1:27:37 <38>
09:30 (27)

1:55:55 <33>
28:18 (20)

間瀬 浩司

平岩 靖弘

太田 周平

平岩 武

岩附 幸助

岩本 響

0:22:17 <29>
22:17 (29)

0:34:25 <21>
12:08 (14)

0:58:51 <24>
24:26 (31)

1:14:06 <28>
15:15 (39)

1:23:49 <28>
09:43 (32)

1:57:11 <34>
33:22 (43)

笠岡 崇史

竹尾 英郎

大竹 由浩

仲嶺 朝則

鈴木 英志

手島 泰広

0:25:05 <50>
25:05 (50)

0:37:10 <38>
12:05 (12)

0:59:34 <27>
22:24 (12)

1:16:21 <37>
16:47 (48)

1:29:37 <47>
13:16 (54)

1:57:24 <35>
27:47 (13)

岩田 幸廣

近藤 利光

間瀬 正弘

青木 雅司

石田 大介

金城 唯広

0:23:04 <35>
23:04 (35)

0:37:08 <37>
14:04 (39)

1:02:49 <42>
25:41 (40)

1:17:44 <39>
14:55 (35)

1:27:39 <40>
09:55 (35)

1:57:57 <36>
30:18 (29)

佐藤 亮太

杉本 圭輔

0:24:40 <47>
24:40 (47)

0:39:20 <48>
14:40 (45)

藤井 京夢

福田 大二郎

小林 友太郎

野村 照吾

杉田 雅

安江 正道

1:02:02 <40>
22:42 (13)

1:15:49 <35>
13:47 (20)

1:26:13 <36>
10:24 (43)

1:58:26 <37>
32:13 (34)

平沢 祐樹

中野 隆造

伊藤 悠祐

永原 巧

1:03:43 <45>
26:13 (47)

1:18:04 <42>
14:21 (30)

1:27:37 <38>
09:33 (30)

1:58:52 <38>
31:15 (32)

古澤 洋平

竹元 優士

1:26:12 <35>
09:19 (19)

1:59:05 <39>
32:53 (39)

0:24:02 <43>
24:02 (43)

0:37:30 <39>
13:28 (27)

神取 宣之

新實 貴宏

0:24:13 <45>
24:13 (45)

0:38:19 <43>
14:06 (40)

1:01:57 <39>
23:38 (21)

1:16:53 <38>
14:56 (36)

古屋 龍一

長神 義弘

田辺 茂樹

太田 守夫

0:23:42 <41>
23:42 (41)

0:37:39 <40>
13:57 (36)

1:01:36 <37>
23:57 (25)

1:15:23 <34>
13:47 (20)

1:26:49 <37>
11:26 (49)

2:00:10 <40>
33:21 (42)

石川 雄基

附柴 寛規

戸田 敦士

羽根 啓介

椎谷 和浩

森 淳

武 文達

井手口 利幸

小柳津 周之

神谷 忠弘

0:23:28 <38>
23:28 (38)

0:37:40 <41>
14:12 (41)

1:01:49 <38>
24:09 (27)

1:17:50 <40>
16:01 (45)

1:27:40 <41>
09:50 (34)

2:00:48 <41>
33:08 (41)

宮武 優真

小原 徹也

福田 善史

大森 良樹

服部 研介

岩本 幸也

0:21:20 <23>
21:20 (23)

0:35:19 <29>
13:59 (37)

1:01:01 <35>
25:42 (42)

1:15:51 <36>
14:50 (34)

1:25:06 <33>
09:15 (17)

2:01:01 <42>
35:55 (49)

山本 桂生

織田 隼人

山田 隆人

1:28:55 <45>
09:22 (24)

2:01:18 <43>
32:23 (35)

佐野 拓也

平岩 力

八ケ代 光彦

0:23:30 <39>
23:30 (39)

0:39:00 <47>
15:30 (49)

1:03:52 <46>
24:52 (35)

1:19:33 <48>
15:41 (44)

武知 省悟

太田 芳宏

井原 宏典

伊藤 和祥

0:24:04 <44>
24:04 (44)

0:37:41 <42>
13:37 (32)

1:02:39 <41>
24:58 (36)

1:18:02 <41>
15:23 (41)

1:28:22 <44>
10:20 (41)

2:01:22 <44>
33:00 (40)

鈴木 絢也

長屋 則幸

村瀬 剛

1:28:08 <43>
09:58 (36)

2:02:39 <45>
34:31 (45)

長坂 剛

山内 勇吾

長坂 健

0:22:32 <32>
22:32 (32)

0:36:50 <36>
14:18 (43)

1:02:57 <43>
26:07 (46)

1:18:10 <44>
15:13 (37)

戸苅 秀徳

村澤 哲也

杉浦 秀治

水野 征次

0:24:51 <49>
24:51 (49)

0:38:34 <45>
13:43 (33)

1:04:09 <47>
25:35 (39)

1:19:22 <46>
15:13 (37)

中田 郁也

蒲野 昌志

伊藤 敏郎

0:24:47 <48>
24:47 (48)

0:40:52 <50>
16:05 (50)

1:06:19 <49>
25:27 (37)

國場 政博

横山 誠

0:23:19 <37>
23:19 (37)

0:38:30 <44>
15:11 (48)
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榊原 宏

河西 靖

後藤 建

鈴木 俊夫

1:30:42 <48>
11:20 (47)

2:03:07 <46>
32:25 (36)

鳥居 邦宏

原田 隆志

1:23:08 <49>
16:49 (49)

1:34:03 <49>
10:55 (45)

2:09:48 <47>
35:45 (48)

中北 仁志

宇野 圭祐

川村 行且

山本 光男

1:04:18 <48>
25:48 (43)

1:18:46 <45>
1:27:41 <42>
2:12:48 <48>
14:28 (31)
08:55 (13)
45:07 (54)
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蒲野 真

交通安全 第６９回 岡崎市民駅伝競走大会【計２９.８ｋｍ】 [中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・中学生女子
◇ 一般男子Ⅰ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表

ﾅﾝﾊﾞｰ

チーム名

49 2:13:42 127

ＪＡあいち三河

50 2:14:15 154

トーエネック ブルーサンダー

51 2:18:32 130

岡崎城西高校教員

52 2:22:02 132

チームＫＡＴＳＵＹＡ

53 2:26:07 152

康生界隈酔人社

DNF

133

Print ：2018/01/21 13:20:52

駿速Ｈａｍａｄａ ２３

２０１８年１月２１日

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 (６.２km)

２区 (３.４km)

３区 (６.３km)

４区 (３.８km)

５区 (２.４km)

６区 (７.７km)

平岩 篤弥

天野 大輔

中野 雄介

谷川 純規

山本 芳樹

倉橋 伸太朗

0:18:43
18:43

0:31:22 <7>
12:39 (21)

0:59:47 <30>
28:25 (50)

1:19:31 <47>
19:44 (54)

1:29:01 <46>
09:30 (27)

2:13:42 <49>
44:41 (53)

野村 真司

竹内 光一

石濱 勝久

白石 晃一

佐藤 竜也

廣瀬 直正

0:21:45 <26>
21:45 (26)

0:41:36 <51>
19:51 (54)

1:07:17 <50>
25:41 (40)

1:24:33 <50>
17:16 (51)

1:36:10 <50>
11:37 (50)

2:14:15 <50>
38:05 (50)

国本 考史

兵藤 正郡

夏目 裕暢

加藤 千博

今泉 明敏

石原 圭輔

0:27:07 <53>
27:07 (53)

0:44:32 <53>
17:25 (52)

1:16:01 <53>
31:29 (53)

1:33:22 <53>
17:21 (52)

1:45:56 <53>
12:34 (52)

2:18:32 <51>
32:36 (38)

上村 幸裕

辻村 直樹

都築 慎治

氷室 勝也

廣井 裕次

鈴木 勝彦

0:26:30 <52>
26:30 (52)

0:40:44 <49>
14:14 (42)

1:11:12 <51>
30:28 (51)

1:28:16 <51>
17:04 (50)

1:40:52 <51>
12:36 (53)

2:22:02 <52>
41:10 (51)

富澤 元貴

鈴木 尚登

佐野 祥吾

牧野 弘児

近藤 祐司

梨山 将弘

0:25:13 <51>
25:13 (51)

0:43:46 <52>
18:33 (53)

1:15:06 <52>
31:20 (52)

1:31:46 <52>
16:40 (47)

1:42:47 <52>
11:01 (46)

2:26:07 <53>
43:20 (52)

榎本 健人

鈴木 敏矢

安江 高志

齊藤 真二

石原 裕也

浜崎 正和

0:37:45 <54>
37:45 (54)

0:54:07 <54>
16:22 (51)

<2>
(2)
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<0>
(0)

<0>
18:03 (53)

<0>
11:44 (51)

<0>
35:25 (47)
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