交通安全 第７０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
◇ 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

1:37:13 32

六ツ美北中学校Ａ

1:37:25 7

竜海中学校Ａ

3

1:37:55 9

葵中学校Ａ

4

1:38:04 5

南中学校Ａ

1:38:30 21

矢作中学校Ａ

1:38:38 1

甲山中学校Ａ

1:38:52 3

美川中学校Ａ

1:39:29 35

翔南中学校Ａ

1:39:52 11

城北中学校Ａ

1
2

5

6
7

8
9

10 1:40:05 23

六ツ美中学校Ａ

11 1:40:10 28

竜南中学校Ａ

12 1:40:17 13

福岡中学校Ａ

13 1:41:12 26

新香山中学校Ａ

14 1:42:15 15

東海中学校Ａ

15 1:42:29 2

甲山中学校Ｂ

16 1:43:33 25

矢作北中学校

Print ：2019/01/20 13:12:12

１区 (４.０km)
正重

天

0:12:02 <1>
12:02 (1)
伊藤 稔基

0:12:44 <10>
12:44 (10)
下村 悠斗

0:12:52 <11>
12:52 (11)
西嶋 弘将

0:12:26 <5>
12:26 (5)
榊原 寛也

0:12:26 <4>
12:26 (4)
南

怜生

0:12:31 <8>
12:31 (8)
池沢 悠矢

0:12:18 <3>
12:18 (3)
天野 啓太

0:12:27 <6>
12:27 (6)
鶴田 燿也

0:12:27 <7>
12:27 (7)
大辺 陽輝

0:12:43 <9>
12:43 (9)
髙山 瑞士

0:12:15 <2>
12:15 (2)
柴田 開陸

0:13:10 <14>
13:10 (14)
柴田 翔太

0:13:19 <19>
13:19 (19)
兵頭 拓真

0:13:28 <21>
13:28 (21)
三浦 拓馬

0:13:16 <17>
13:16 (17)
髙畑

蓮

0:13:08 <13>
13:08 (13)

下段：区間タイム･（順位）

２区 (２.２km)

３区 (３.４km)

４区 (３.１km)

鈴木 隆之介

松浦 光希

犬丸 誠也

0:19:09 <1>
07:07 (5)
杉田 晃大

0:19:29 <2>
06:45 (1)
川上

晃

0:19:50 <10>
06:58 (2)
上田 琉久

0:19:48 <9>
07:22 (11)
渡邉 晴紀

0:19:34 <4>
07:08 (6)
髙橋 京佑

0:19:33 <3>
07:02 (4)
山村 颯太

0:19:36 <5>
07:18 (8)
田辺 創太

0:19:43 <8>
07:16 (7)
永井

塁

0:20:03 <11>
07:36 (24)
城地 颯大

0:19:41 <7>
06:58 (2)
小野

宙

0:19:40 <6>
07:25 (14)
山﨑 琉生

0:20:36 <14>
07:26 (15)
加藤 翔磨

0:20:37 <15>
07:18 (8)
村田 依駿

0:21:00 <19>
07:32 (19)
柴田

２０１９年１月２０日

AM10:00ｽﾀｰﾄ]
[高校女子・一般女子・一般男子Ⅱ AM10:35～ｽﾀｰﾄ]
上段：通過タイム･<順位>

陸

0:20:44 <16>
07:28 (17)
阿部 泰典

0:20:32 <13>
07:24 (13)

0:30:16 <1>
11:07 (4)
十河 拓平

0:40:34 <1>
10:18 (3)
樋口 智哉

0:30:33 <2>
11:04 (2)
稲吉 廉太

0:41:20 <5>
10:47 (14)
近藤 晴弥

0:30:54 <5>
11:04 (2)
太田 悠斗

0:41:16 <3>
10:22 (4)
細川 祥吾

0:30:39 <3>
10:51 (1)
加藤 瑞暁

0:41:02 <2>
10:23 (6)
藤井 智規

0:31:14 <9>
11:40 (16)
本間 脩規

0:41:27 <7>
10:13 (1)
上野 友己

0:30:56 <7>
11:23 (7)
稲垣 登唯

0:41:18 <4>
10:22 (4)
問川 琉貴

0:30:49 <4>
11:13 (5)
荒木 信哉

0:41:27 <6>
10:38 (9)
明末 陸斗

0:31:18 <10>
11:35 (11)
村井 佑崇

0:41:58 <11>
10:40 (12)
三宅 大紀

0:31:37 <11>
11:34 (10)
酒井吾 桂之

0:31:05 <8>
11:24 (8)
朝岡 柊斗

0:41:53 <10>
10:16 (2)
熱海 琢人

0:41:41 <9>
10:36 (8)
波多野 裕也

0:30:54 <6>
11:14 (6)
中村 結太

0:41:38 <8>
10:44 (13)
後藤 大和

0:32:13 <13>
11:37 (13)
井上 蒼太

0:42:45 <13>
10:32 (7)
土田 涼太

0:32:05 <12>
11:28 (9)
山口 朔矢

0:42:43 <12>
10:38 (9)
倉橋 秀太

0:32:36 <16>
11:36 (12)
城殿 一頼

0:43:48 <19>
11:12 (23)
安田 悠人

0:32:23 <14>
11:39 (15)
杉下 遥人

0:43:16 <15>
10:53 (18)
神谷

0:32:38 <17>
12:06 (23)

歩

0:43:29 <16>
10:51 (16)
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５区 (３.２km)
鶴田

颯

0:51:06 <1>
10:32 (3)
村田 悠悟

0:51:53 <4>
10:33 (4)
小瀬 瑞貴

0:51:50 <3>
10:34 (5)
杉山

耀

0:51:14 <2>
10:12 (1)
佐藤 奨馬

0:52:23 <8>
10:56 (14)
佐々木竜太

0:52:01 <5>
10:43 (7)
後藤 眞登

0:52:13 <6>
10:46 (9)
梅村 旺河

0:52:51 <11>
10:53 (10)
外﨑 倖希

0:52:47 <10>
10:54 (12)
足立 謙成

0:52:17 <7>
10:36 (6)
牧園 孟士

0:52:31 <9>
10:53 (10)
野村 凌玖

0:53:12 <12>
10:27 (2)
中尾 龍希

0:53:46 <13>
11:03 (18)
小島 颯太

0:54:31 <17>
10:43 (7)
本田 竜馬

0:54:28 <15>
11:12 (20)
舘田 拳斗

0:54:30 <16>
11:01 (15)

６区 (４.０km)

７区 (２.２km)

８区 (４.３km)

９区 (３.４km)

佐川 博也

洞口 快斗

相地 一夢

渡辺 凜斗

1:03:28 <1>
12:22 (2)
松浦 志龍

1:04:38 <3>
12:45 (4)
河野 温喜

1:04:10 <2>
12:20 (1)
鶴田

暁

1:04:39 <4>
13:25 (13)
伊藤 圭吾

1:04:58 <5>
12:35 (3)
手塚 啓介

1:05:00 <6>
12:59 (9)
今泉 伯斗

1:05:02 <7>
12:49 (5)
相川 大翔

1:05:52 <11>
13:01 (10)
伊藤 一喜

1:05:42 <9>
12:55 (8)
松本 浩志

1:05:44 <10>
13:27 (14)
樋口 耕平

1:05:24 <8>
12:53 (6)
串田 陸輔

1:06:06 <12>
12:54 (7)
深津 悠太

1:07:18 <13>
13:32 (16)
加藤

錠

1:07:53 <15>
13:22 (12)
家田 開人

1:08:08 <18>
13:40 (19)
岩附 優斗

1:07:58 <16>
13:28 (15)

1:10:53 <1>
07:25 (3)
畑中 真彦

1:12:05 <3>
07:27 (4)
尾崎 友哉

1:11:55 <2>
07:45 (16)
安部 拓実

1:12:07 <4>
07:28 (6)
佐藤 稜馬

1:12:25 <6>
07:27 (4)
稲垣 暢堂

1:12:07 <5>
07:07 (1)
池沢 凌矢

1:12:41 <7>
07:39 (12)
兼子 巽圭

1:13:34 <11>
07:42 (15)
太田 智也

1:13:05 <9>
07:23 (2)
犬塚 曹太

1:13:17 <10>
07:33 (9)
島岡 壱地

1:13:01 <8>
07:37 (10)
青山 忠詠

1:13:52 <12>
07:46 (17)
木附 凌太

1:14:59 <13>
07:41 (13)
鎌倉 大輝

1:15:45 <16>
07:52 (19)
椎葉 大智

1:15:36 <14>
07:28 (6)
姫子松 柾

1:15:57 <17>
07:59 (24)

1:25:49 <1>
14:56 (12)
西野

成

1:26:26 <2>
14:21 (2)
田村 脩翔

1:26:43 <4>
14:48 (8)
天野 威風

1:26:27 <3>
14:20 (1)
竹田 大輔

1:27:08 <6>
14:43 (6)
畔栁

陽

1:27:01 <5>
14:54 (11)
浅井 駿佑

1:27:19 <7>
14:38 (4)
小久保 和輝

1:28:18 <10>
14:44 (7)
中保

勲

1:27:56 <8>
14:51 (10)
秋葉 湧斗

1:28:33 <12>
15:16 (15)
太田 智也

1:28:12 <9>
15:11 (14)
桑田 駿介

1:28:27 <11>
14:35 (3)
田上 楓人

1:29:37 <13>
14:38 (4)
林

秀吉

1:30:35 <14>
14:50 (9)
山上 峻汰

1:30:39 <15>
15:03 (13)
辻

陽介

1:31:24 <16>
15:27 (20)

1:37:13 <1>
11:24 (5)
山口 浩崇

1:37:25 <2>
10:59 (1)
中山

楓

1:37:55 <3>
11:12 (3)
澤村 一稀

1:38:04 <4>
11:37 (9)
松本 拓斗

1:38:30 <5>
11:22 (4)
矢野

碧

1:38:38 <6>
11:37 (9)
番 ひろ希

1:38:52 <7>
11:33 (7)
藤田 凱吏

1:39:29 <8>
11:11 (2)
倉橋 希空

1:39:52 <9>
11:56 (16)
齋藤 大地

1:40:05 <10>
11:32 (6)
鴨川 哲平

1:40:10 <11>
11:58 (17)
宇野 快人

1:40:17 <12>
11:50 (12)
沖

京介

1:41:12 <13>
11:35 (8)
安達 隆志

1:42:15 <14>
11:40 (11)
大塚 登生

1:42:29 <15>
11:50 (12)
山本 幹人

1:43:33 <16>
12:09 (21)

Official Timer & Result BY LAPSYSTEM

交通安全 第７０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
◇ 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 1:44:05 18

常磐中学校Ａ

18 1:44:16 8

竜海中学校Ｂ

19 1:44:58 20

岩津中学校

20 1:45:22 22

矢作中学校Ｂ

21 1:45:31 6

南中学校Ｂ

22 1:45:59 33

六ツ美北中学校Ｂ

23 1:47:19 10

葵中学校Ｂ

24 1:47:42 29

竜南中学校Ｂ

25 1:48:21 4

美川中学校Ｂ

26 1:48:44 34

額田中学校

27 1:48:54 36

翔南中学校Ｂ

28 1:49:10 27

新香山中学校Ｂ

29 1:49:33 30

北中学校Ａ

30 1:50:13 16

東海中学校Ｂ

31 1:50:17 24

六ツ美中学校Ｂ

32 1:51:16 14

福岡中学校Ｂ

Print ：2019/01/20 13:12:13

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)

田中 涼雅

中根 隆裕

太田 翔平

野田 雄誠

0:13:43 <27>
13:43 (27)

0:21:18 <25>
07:35 (22)

0:32:56 <18>
11:38 (14)

0:43:46 <18>
10:50 (15)

本田 丈一郎

國府田 海大

山本 航之介

岡田 流希哉

0:13:03 <12>
13:03 (12)

0:20:21 <12>
07:18 (8)

0:32:25 <15>
12:04 (22)

0:43:16 <14>
10:51 (16)

河隅 祥葵

0:13:29 <22>
13:29 (22)
犬塚 陸斗

0:13:16 <16>
13:16 (16)
水越 健仁

0:13:51 <28>
13:51 (28)
西田 拓実

0:13:37 <25>
13:37 (25)
安井 佑太郎

0:13:39 <26>
13:39 (26)
藤田

陣

0:13:36 <24>
13:36 (24)
皆瀬 勇治

0:13:33 <23>
13:33 (23)
鈴木 結平太

0:13:26 <20>
13:26 (20)
林

隆斗

0:14:39 <36>
14:39 (36)
水越

楓

0:13:12 <15>
13:12 (15)
大津 龍星

0:14:09 <32>
14:09 (32)
鈴木 亨之輔

0:13:53 <30>
13:53 (30)
大竹 航世

0:13:52 <29>
13:52 (29)
高木 翔大

0:14:11 <34>
14:11 (34)

石川 拳次

加藤 フミヤ

是枝 希広

0:21:11 <21>
07:42 (25)

0:32:58 <19>
11:47 (17)

大久保 楓也

細井 奏太郎

0:21:27 <26>
08:11 (34)

0:33:15 <22>
11:48 (18)

榎本 拓馬

0:21:14 <22>
07:23 (12)
田中 亮伍

0:21:07 <20>
07:30 (18)
中谷

２０１９年１月２０日

AM10:00ｽﾀｰﾄ]
[高校女子・一般女子・一般男子Ⅱ AM10:35～ｽﾀｰﾄ]
上段：通過タイム･<順位>

諒

0:21:14 <23>
07:35 (22)
河原 大慶

0:21:35 <28>
07:59 (31)
木林 凌大

0:20:59 <18>
07:26 (15)
天野 凌槙

0:21:16 <24>
07:50 (26)
鈴木 大雅

0:22:30 <35>
07:51 (27)
井原 崚汰

0:20:45 <17>
07:33 (20)
青井 琳彗

0:21:43 <29>
07:34 (21)
飯塚 蒼央

0:21:45 <31>
07:52 (28)
葛西 太陽

0:21:44 <30>
07:52 (28)
中根 拓海

0:22:05 <32>
07:54 (30)

青井 慎太郎

0:33:07 <20>
11:53 (19)
海野 瑛良

0:44:08 <20>
11:10 (22)
吉本 空斗

0:44:22 <23>
11:07 (20)
比嘉 仁哉

0:43:46 <17>
10:39 (11)
柴田 恭佑

0:33:15 <23>
12:08 (24)
太田 翔輝

0:44:11 <21>
10:56 (19)
佐々木 一龍

0:33:11 <21>
11:57 (20)
林 鼓太朗

0:44:20 <22>
11:09 (21)
濱崎 新成

0:34:20 <30>
12:45 (30)
大澤 颯斗

0:45:43 <30>
11:23 (27)
池本 和哉

0:33:19 <24>
12:20 (26)
兵藤 央弥

0:44:50 <24>
11:31 (28)
大藪 孔明

0:34:00 <28>
12:44 (29)
園部 泰生

0:45:42 <29>
11:42 (32)
白井 悠翔

0:34:42 <32>
12:12 (25)
西之野 晴斗

0:33:33 <25>
12:48 (31)
水口 貴斗

0:45:59 <31>
11:17 (25)
池添 聖矢

0:45:28 <28>
11:55 (33)
中根 祐哉

0:33:40 <26>
11:57 (20)
倉橋 賢太

0:45:02 <25>
11:22 (26)
竹川 修右

0:34:36 <31>
12:51 (32)
米津 空冴

0:46:42 <32>
12:06 (35)
城間 龍奨

0:34:07 <29>
12:23 (28)
宮田 流空

0:45:20 <26>
11:13 (24)
福田 貴久

0:35:05 <33>
13:00 (34)

0:46:43 <33>
11:38 (30)
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５区 (３.２km)
畔栁

颯

0:54:48 <18>
11:02 (16)
吉田 龍海

0:54:10 <14>
10:54 (12)
山田 陸輝

0:55:10 <19>
11:02 (16)
渡邊 喜良也

0:55:26 <20>
11:04 (19)
太田 怜汰郎

0:55:37 <21>
11:51 (32)
今村 匠汰

0:55:52 <22>
11:41 (25)
宍戸 海斗

0:56:25 <25>
12:05 (35)
宮野 太希

0:57:32 <31>
11:49 (31)
原

巧

0:56:23 <24>
11:33 (23)
青山 賢真

0:57:23 <29>
11:41 (25)
田中 倫太郎

0:57:25 <30>
11:26 (22)
藤井 功充

0:57:09 <27>
11:41 (25)
櫻井 稜也

0:56:20 <23>
11:18 (21)
伊藤 史也

0:58:37 <33>
11:55 (34)
渡邉 悠斗

0:57:07 <26>
11:47 (30)
小山 雄也

0:58:22 <32>
11:39 (24)

６区 (４.０km)

７区 (２.２km)

８区 (４.３km)

９区 (３.４km)

盛 耕太朗

近藤 佳典

柿木 祐人

田畑 諒介

1:08:06 <17>
13:18 (11)
平川 雄大

1:07:49 <14>
13:39 (18)
髙畑 莞治

1:09:20 <20>
14:10 (25)
近田 一耀

1:09:27 <21>
14:01 (24)
髙柳

柊

1:09:18 <19>
13:41 (20)
西脇 希海

1:09:29 <22>
13:37 (17)
守屋 佑紀

1:10:17 <23>
13:52 (22)
鳥居 拓馬

1:11:56 <29>
14:24 (28)
吉田 歩希

1:10:18 <24>
13:55 (23)
藤田 一輝

1:11:06 <25>
13:43 (21)
浜島

樹

1:11:50 <28>
14:25 (29)
志知 竣太

1:11:21 <27>
14:12 (26)
大城 泰雅

1:11:12 <26>
14:52 (32)
稲吉

健

1:13:16 <32>
14:39 (30)
渡邉 悠聖

1:12:48 <31>
15:41 (37)
大林 航也

1:13:24 <33>
15:02 (34)

1:16:19 <18>
08:13 (26)
判治 孝哉

1:15:38 <15>
07:49 (18)
森下 来哉

1:17:13 <22>
07:53 (20)
竹田 優作

1:17:04 <20>
07:37 (10)
大谷 剛毅

1:17:11 <21>
07:53 (20)
金武 大跳

1:16:59 <19>
07:30 (8)
長谷川 蓮

1:18:22 <23>
08:05 (25)
杉本 侑月

1:19:37 <28>
07:41 (13)
鈴木 駿也

1:19:12 <24>
08:54 (35)
倉橋 知大

1:19:27 <25>
08:21 (29)
齋藤 清大

1:20:13 <29>
08:23 (31)
貝沼 良祐

1:19:36 <27>
08:15 (27)
火島 裕輝

1:19:32 <26>
08:20 (28)
宇野 颯人

1:21:13 <32>
07:57 (23)
伊藤 英太

1:21:10 <31>
08:22 (30)
鍛示 天蔵

1:21:48 <33>
08:24 (32)

1:31:41 <17>
15:22 (18)
川端 陸斗

1:32:11 <18>
16:33 (27)
西岡 孝介

1:32:33 <20>
15:20 (17)
平山 春幸

1:32:31 <19>
15:27 (20)
杉浦 真悟

1:32:37 <21>
15:26 (19)
竹内 僚汰

1:33:55 <22>
16:56 (31)
春原

陸

1:34:42 <23>
16:20 (26)
大塚 巧貴

1:35:52 <25>
16:15 (24)
服部 駿也

1:36:31 <28>
17:19 (36)
小畑 和士

1:35:22 <24>
15:55 (23)
柳田 那智

1:36:29 <27>
16:16 (25)
岩堀 良駕

1:36:26 <26>
16:50 (30)
伴

武徳

1:36:33 <29>
17:01 (35)
太田 啓斗

1:37:47 <31>
16:34 (28)
落合

蓮

1:38:10 <32>
17:00 (33)
松井 颯大

1:38:48 <33>
17:00 (33)

1:44:05 <17>
12:24 (22)
酒井 功樹

1:44:16 <18>
12:05 (19)
大原 朋弥

1:44:58 <19>
12:25 (23)
桑鶴 颯也

1:45:22 <20>
12:51 (31)
櫻井 日陽

1:45:31 <21>
12:54 (32)
蓮尾 和行

1:45:59 <22>
12:04 (18)
森川 友貴

1:47:19 <23>
12:37 (28)
三浦 凪翔

1:47:42 <24>
11:50 (12)
岡安 航大

1:48:21 <25>
11:50 (12)
白井 敬二

1:48:44 <26>
13:22 (35)
宮田 怜緒真

1:48:54 <27>
12:25 (23)
山本 夢大

1:49:10 <28>
12:44 (30)
吉田 唯斗

1:49:33 <29>
13:00 (33)
鳥居 詩音

1:50:13 <30>
12:26 (25)
小椎尾 大樹

1:50:17 <31>
12:07 (20)
杉浦 京弥

1:51:16 <32>
12:28 (26)
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交通安全 第７０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
◇ 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

33 1:51:21 17

河合中学校

34 1:52:27 19

常磐中学校Ｂ

35 1:54:21 31

北中学校Ｂ

36 1:54:27 12

城北中学校Ｂ

37 1:57:57 37

愛知教育大学附属
岡崎中学校

Print ：2019/01/20 13:12:13

下段：区間タイム･（順位）

１区 (４.０km)

２区 (２.２km)

山本 悠輝

畔栁 欄虎

0:13:18 <18>
13:18 (18)
河津 風舞

0:14:11 <33>
14:11 (33)
竹内 悦晶

0:14:35 <35>
14:35 (35)
鈴木 志思

0:14:06 <31>
14:06 (31)
鈴木 康生

0:18:18 <37>
18:18 (37)

0:21:30 <27>
08:12 (35)
畔栁

航

0:22:12 <34>
08:01 (32)
近藤 玲矢

0:22:52 <36>
08:17 (36)
井上

元

0:22:07 <33>
08:01 (32)
藤野

２０１９年１月２０日

AM10:00ｽﾀｰﾄ]
[高校女子・一般女子・一般男子Ⅱ AM10:35～ｽﾀｰﾄ]
上段：通過タイム･<順位>

瞬

0:26:58 <37>
08:40 (37)

３区 (３.４km)
鷲山

蓮

0:33:51 <27>
12:21 (27)
塚本

大

４区 (３.１km)

５区 (３.２km)

６区 (４.０km)

７区 (２.２km)

８区 (４.３km)

天野 隼人

倉橋 琉生

近藤 優成

近藤 広弥

畔栁 天馬

0:45:25 <27>
11:34 (29)
市川 直杜

0:35:05 <34>
12:53 (33)
河東 誠一郎

0:36:48 <36>
13:56 (37)
森川 悠吏

0:47:18 <34>
12:13 (36)
伊藤 守生

0:48:26 <36>
11:38 (30)
小野田 悠陽

0:35:21 <35>
13:14 (36)
稲吉 孝明

0:47:22 <35>
12:01 (34)
武冨 正治

0:40:06 <37>
13:08 (35)

0:53:04 <37>
12:58 (37)
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0:57:10 <28>
11:45 (29)
伊東 悠太

0:59:10 <35>
11:52 (33)
藤嶋 海聖

1:00:43 <36>
12:17 (36)
後藤 宏弥

0:59:03 <34>
11:41 (25)
齋藤 應太朗

1:06:01 <37>
12:57 (37)

1:12:01 <30>
14:51 (31)
田中 聡真

1:14:23 <35>
15:13 (35)
橋本 裕太

1:16:12 <36>
15:29 (36)
竹内 健人

1:14:04 <34>
15:01 (33)
大崎 湧斗

1:20:23 <37>
14:22 (27)

1:20:42 <30>
08:41 (33)
中根 優太

1:23:16 <35>
08:53 (34)
永谷

天

1:24:07 <36>
07:55 (22)
片桐 蒼司

1:22:59 <34>
08:55 (36)
朝岡 巧成

1:30:07 <37>
09:44 (37)

1:37:41 <30>
16:59 (32)
森田 凌矢

1:39:08 <34>
15:52 (22)
大下 凛空

1:40:47 <35>
16:40 (29)
大戸

望

1:41:47 <36>
18:48 (37)
小鳥居 寛一郎

1:45:26 <37>
15:19 (16)

９区 (３.４km)
加納

亮

1:51:21 <33>
13:40 (37)
青山 紘大

1:52:27 <34>
13:19 (34)
伊藤 暖明人

1:54:21 <35>
13:34 (36)
福谷 太輝

1:54:27 <36>
12:40 (29)
舩山

歩

1:57:57 <37>
12:31 (27)
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