
　成　績　一　覧　表　
【上位入賞記録】

順位 記    録 チーム名 備      考
優勝 ２°１９′２０″ 長野県 髙森・名取・上野・藤木・春日・相馬・矢野(圭)
２位 ２°１９′５５″ 埼玉県 内田・松尾(晃)・設楽(啓)・小黒・竹下・工藤・服部(翔)
３位 ２°１９′５６″ 群馬県 塩尻・西山(和)・戸田・小林(聖)・清水(歓)・清水(崚)・阿久津
４位 ２°１９′５８″ 長崎県 坂口・原田・馬場・小田(智)・向・山本(航)・木滑
５位 ２°２０′０５″ 宮崎県 廣末(卓)・亀鷹・田口(雅)・河野(誉)・河野(敢)・重留・廣末(香)
６位 ２°２０′１６″ 福島県 車田・遠藤(日)・今井(憲)・戸澤・高本・鈴木(顕)・星
７位 ２°２０′１７″ 三重県 中畑・塩澤・山口(祥)・廣瀬・近藤(聖)・市川(唯)・中村(匠)

８位 ２°２０′１９″ 福岡県 堀・大保・高井・鬼塚・吉田(亮)・香山・黒木

【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′１１″ 堀　　　龍　彦 福岡 大牟田高

 ﾎﾘ ﾀﾂﾋｺ  
第２区 ( 3.0㎞) ８′３０″ 西　山　和　弥 群馬 伊勢崎一中

 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ  
第３区 ( 8.5㎞) ２３′４９″ 上　野　裕一郎 長野 ＤｅＮＡ

 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ [F]：ふるさと出場
第４区 ( 5.0㎞) １４′３２″ 坂　本　大　志 鹿児島 鶴翔高

 ｻｶﾓﾄ ﾀｲｼ  
第５区 ( 8.5㎞) ２４′４３″ 向　　　晃　平 長崎 鎮西学院高

 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ  
第６区 ( 3.0㎞) ８′３８″ 小野寺　　　悠 静岡 小山中

 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙｶ  

第７区 (13.0㎞) ３７′２８″ 矢　野　圭　吾 長野 日本体育大
 ﾔﾉ ｹｲｺﾞ  

【優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

矢　野　圭　吾 長野 日本体育大 第７区 ３７′２８″  
ﾔﾉ ｹｲｺﾞ  

【ジュニアＡ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

向　　　晃　平 長崎 鎮西学院高 第５区 ２４′４３″  
ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ  

【ジュニアＢ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

西　山　和　弥 群馬 伊勢崎一中 第２区 ８′３０″  
ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾔ  

【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 今　村　善　紀
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾙ ｳｼﾔﾏ ﾐﾁﾀｶ ｲﾏﾑﾗ ﾖｼｷ

【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 雪 5.0 ℃ 61 ％ 東 0.7 m/s  
平和公園 12:00 曇り 5.5 ℃ 77 ％ 東南東 0.4 m/s  
平和公園 12:30 曇り 7.5 ℃ 65 ％ 東南東 0.7 m/s スタート
第１中継所 12:37 晴れ 5.9 ℃ 85 ％  
第２中継所 12:40 曇り 5.7 ℃ 68 ％  
平和公園 13:00 曇り 7.5 ℃ 67 ％ 北 0.7 m/s  
第３中継所 13:08 曇り 9.1 ℃ 60 ％  
第４中継所 13:24 曇り 5.5 ℃ 69 ％  
第５中継所 13:43 曇り 4.0 ℃ 83 ％  
第６中継所 13:56 曇り 6.1 ℃ 85 ％  
平和公園 14:00 雨 5.5 ℃ 70 ％ 東 0.4 m/s  
平和公園 14:49 曇り 5.5 ℃ 70 ％ 東 0.0 m/s フィニッシュ
平和公園 15:00 曇り 5.5 ℃ 70 ％ 東 0.5 m/s  

審判長 竹　林　良　典 総　務 東 川　安　雄

  

  
  

  
  
  


