
　成　績　一　覧　表　
【上位入賞記録】 22th

順位 記    録 チーム名 備      考
優勝 ２°１９′０９″ 長野県 中谷(雄)・石川(晃)・春日・本間・名取・眞田(稜)・上野
２位 ２°１９′２８″ 福岡県 岩室・石田(洸)・鬼塚・森川・竹元・杉・押川
３位 ２°２０′３１″ 愛知県 蝦夷森・服部(凱)・山口(浩)・関口(雄)・梶川(由)・馬場・神野
４位 ２°２０′３７″ 京都府 清水(颯)・諸冨・川端(千)・渕田・吉田(匠)・荒堀・一色(志)
５位 ２°２０′５１″ 静岡県 池田(耀)・鈴木(芽)・梶原・眞田(翼)・小野寺・柳原・下田
６位 ２°２１′０３″ 群馬県 西山(和)・伊井・戸田・髙橋(光)・千明・北村・塩尻
７位 ２°２１′１８″ 東京都 菅原・安部・大隅・宍倉・武田・石塚・髙木

８位 ２°２１′２９″ 新潟県 横山・丸山・服部(弾)・布川(稀)・岸本・長橋・畔上

【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′１４″ 塩　澤　稀　夕 三重 伊賀白鳳高

 ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ  
第２区 ( 3.0㎞) ８′２０″ 林　田　洋　翔 長崎 桜が原中

区間新記録 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ  
第３区 ( 8.5㎞) ２４′２３″ 鬼　塚　翔　太 福岡 東海大

 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ  
第４区 ( 5.0㎞) １４′２５″ 本　間　敬　大 長野 佐久長聖高

 ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ  
２４′１９″ 齋　藤　　　椋 秋田 秋田工高

第５区 ( 8.5㎞)  ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ  
２４′１９″ 名　取　燎　太 長野 佐久長聖高

 ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ  
第６区 ( 3.0㎞) ８′２９″ 松　山　和　希 栃木 大田原中

区間新記録 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ  

第７区 (13.0㎞) ３７′４３″ 設　楽　悠　太 埼玉 Ｈｏｎｄａ
 ｼﾀﾗ ﾕｳﾀ  

【優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

鬼　塚　翔　太 福岡 東海大 第３区 ２４′２３″  
ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ  

【ジュニアＡ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

塩　澤　稀　夕 三重 伊賀白鳳高 第１区 ２０′１４″  
ｼｵｻﾞﾜ ｷｾｷ  

【ジュニアＢ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

林　田　洋　翔 長崎 桜が原中 第２区 ８′２０″ 区間新記録
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ  

松　山　和　希 栃木 大田原中 第６区 ８′２９″ 区間新記録
ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ  

【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

長野県 高見澤　　　勝 牛　山　通　高 帯　刀　秀　幸
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾙ ｳｼﾔﾏ ﾐﾁﾀｶ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ

【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 8.6 ℃ 46.8 ％ 南西 0.5 m/s  
平和公園 12:00 曇り 7.5 ℃ 63.0 ％ 西北西 1.1 m/s  
平和公園 12:30 晴れ 7.4 ℃ 50.6 ％ 西 0.8 m/s スタート
第１中継所 12:35 曇り 7.3 ℃ 57.0 ％  
第２中継所 12:47 晴れ 9.2 ℃ 36.0 ％  
平和公園 13:00 晴れ 8.2 ℃ 44.0 ％ 北西 1.2 m/s  
第３中継所 13:07 晴れ 8.0 ℃ 59.0 ％  
第４中継所 13:22 曇り 8.0 ℃ 33.0 ％  
第５中継所 13:40 曇り 7.0 ℃ 64.0 ％  
第６中継所 14:01 晴れ 10.1 ℃ 50.0 ％  
平和公園 14:00 晴れ 7.0 ℃ 49.2 ％ 西北西 1.6 m/s  
平和公園 14:49 晴れ 5.5 ℃ 77.4 ％ 北北西 0.6 m/s フィニッシュ
平和公園 15:00 晴れ 4.9 ℃ 63.9 ％ 西北西 1.2 m/s  

審判長 東　川 安　雄 総　務 河 野　裕　二

  
  
  

  
  

  


