
　成　績　一　覧　表　
【上位入賞記録】 21th

順位 記    録 チーム名 備      考
優勝 ２°２０′１２″ 愛知県 長谷川・大上・田中(秀)・三輪(軌)・青木・葛西・山本(修)
２位 ２°２０′４３″ 広島県
３位 ２°２０′５９″ 埼玉県 館澤・円谷・設楽(啓)・三井・中村(大)・関口(雄)・服部(翔)
４位 ２°２１′０３″ 静岡県 太田・小澤・木村(慎)・渡邉(奏)・荻野・鈴木(創)・佐藤(悠)
５位 ２°２１′０９″ 長野県 名取・松崎・春日・井上(錬)・關・米山・矢野(圭)
６位 ２°２１′１７″ 福島県 遠藤(日)・中澤・住吉・相澤・阿部(弘)・大塚(稜)・圓井
７位 ２°２１′５０″ 群馬県 横川・大澤(佑)・塩尻・千明・茂原・新井(大)・戸田

８位 ２°２１′５０″ 福岡県 鬼塚・下迫田・高井・米満・舟津(彰)・島﨑・吉元

【区間優勝者】
区　間  （㎞） 記　　 録 選　手　名 チーム名 所　属　／　備　考
第１区 ( 7.0㎞) ２０′０４″ 遠　藤　日　向 福島 学法石川高

 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ  
第２区 ( 3.0㎞) ８′３８″ 大　澤　佑　介 群馬 広沢中

 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ  
第３区 ( 8.5㎞) ２４′３９″ 田　中　秀　幸 愛知 トヨタ自動車

 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ  
第４区 ( 5.0㎞) １４′１７″ 三　輪　軌　道 愛知 愛知高

 ﾐﾜ ﾉﾘﾐﾁ  
第５区 ( 8.5㎞) ２４′２１″ 關　　　颯　人 長野 佐久長聖高

 ｾｷ ﾊﾔﾄ  
第６区 ( 3.0㎞) ８′４７″ 関　口　雄　大 埼玉 桜中

 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ  

第７区 (13.0㎞) ３７′５６″ 茂　木　圭次郎 東京 旭化成
 ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ [F]：ふるさと出場

【優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

茂　木　圭次郎 東京 旭化成 第７区 ３７′５６″  
ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ [F]：ふるさと出場

【ジュニアＡ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

關　　　颯　人 長野 佐久長聖高 第５区 ２４′２１″  
ｾｷ ﾊﾔﾄ  

【ジュニアＢ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

大　澤　佑　介 群馬 広沢中 第２区 ８′３８″  
ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ  

【優勝チーム監督・コーチ賞】
チーム名 監　督　名 コ ー チ 名 コ ー チ 名 備　　考

愛知県 佐　藤　敏　信 小　田　和　利 松　井　昭　宏
ｻﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ ﾏﾂｲ ｱｷﾋﾛ

【気象状況】
　場　所 時 刻 天 候 温　 度 湿   度 風　向 風　速 備　 　考
平和公園 11:00 曇り 2.0 ℃ 64 ％ 東南東 6.9 m/s  
平和公園 12:00 曇り 1.5 ℃ 62 ％ 南東 6.3 m/s  
平和公園 12:30 曇り 1.0 ℃ 62 ％ 東南東 1.8 m/s スタート
第１中継所 12:35 晴れ 0.4 ℃ 80 ％  
第２中継所 12:43 曇り 2.0 ℃ 64 ％  
平和公園 13:00 曇り 1.0 ℃ 62 ％ 東南東 1.2 m/s  
第３中継所 13:07 曇り 4.0 ℃ 67 ％  
第４中継所 13:30 雪 1.0 ℃ 62 ％  
第５中継所 13:53 曇り 0.0 ℃ 70 ％  
第６中継所 14:05 晴れ -0.2 ℃   
平和公園 14:00 晴れ 1.0 ℃ 65 ％ 東南東 0.9 m/s  
平和公園 14:50 曇り 1.0 ℃ 65 ％ 南東 1.6 m/s フィニッシュ
平和公園 15:00 曇り 1.0 ℃ 64 ％ 南東 1.6 m/s  

審判長 東　川　安　雄 総　務 河　野　裕　二

  
  
  

  
  

  


