
　成　績　一　覧　表　
【上位入賞記録】 20th

順位 記	 	 	 	 録 チーム名 備	 	 	 	 	 	 考

優勝 ２°１９′１４″ 埼玉県 館澤･橋本(龍)･設楽(悠)･小山(直)･小笹･斉藤(龍)･服部(翔)

２位 ２°１９′３８″ 宮城県 奈良･小野(友)･村山(紘)･中村(大)･三浦(洋)･鈴木(浩)･村山(謙)

３位 ２°２０′１９″ 東京都 斉藤(寛)･池田(一)･髙橋･山田(滉)･片西･谷萩･設楽(啓)

４位 ２°２０′２５″ 群馬県 塩尻･森田(瑛)･滑･西山(和)･清水･大澤･戸田

５位 ２°２０′２７″ 鹿児島県 田中(龍太)･矢野(陽)･大六野･中村(幸)･永山･志水･市田

６位 ２°２０′４１″ 福岡県 鬼塚･藤上･高井･有馬･江口･津田･酒井

７位 ２°２０′４５″ 兵庫県 福田･中尾(大)･北村･苗村･森田(智)･坂元･中谷(圭)

８位 ２°２０′４８″ 長崎県 坂口(裕)･冨永(裕)･井上(大)･江島･金子･竹田(拓)･出岐

【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″ 鬼　塚　翔　太 福岡 大牟田高

	 ｵﾆﾂｶ ｼｮｳﾀ 	 

第２区 (	 3.0㎞) ８′３９″ 橋　本　　　龍 埼玉 毛呂山川角中

	 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 	 

第３区 (	 8.5㎞) ２４′０４″ 菊　地　賢　人 北海道 コニカミノルタ

	 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ [F2]：ふるさと出場

第４区 (	 5.0㎞) １４′１３″ 小　山　直　城 埼玉 松山高

	 ｺﾔﾏ ﾅｵｷ 	 

第５区 (	 8.5㎞) ２４′３２″ 三　浦　洋　希 宮城 東北高

	 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 	 

第６区 (	 3.0㎞) ８′４１″ 坂　元　祐　喜 兵庫 加古川山手中

	 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ

第７区 (13.0㎞) ３７′２８″ 出　岐　雄　大 長崎 中国電力

	 ﾃﾞｷ ﾀｹﾋﾛ [F1]：ふるさと出場

【優秀選手賞】

選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

出　岐　雄　大 長崎 中国電力 第７区 ３７′２８″ 	 

ﾃﾞｷ ﾀｹﾋﾛ [F1]：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

三　浦　洋　希 宮城 東北高 第５区 ２４′３２″ 	 

ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 	 

【ジュニアＢ優秀選手賞】

選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

橋　本　　　龍 埼玉 毛呂山川角中 第２区 ８′３８″ 	 

ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 	 

【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

埼玉県 北　村　亮　祐 大　澤　陽　祐 生　方　基　之

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ ｵｵｻﾜ ﾖｳｽｹ ｳﾌﾞｶﾀ ﾓﾄﾕｷ

【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 晴れ 6.5	 ℃ 62	 ％ 東南東 0.7	 m/s 	 

平和公園 12:00 晴れ 9.0	 ℃ 42	 ％ 東南東 1.2	 m/s 	 

平和公園 12:30 晴れ 9.5	 ℃ 42	 ％ 東南東 0.8	 m/s スタート

第１中継所 12:37 晴れ 9.0	 ℃ 60	 ％ 	 

第２中継所 12:40 晴れ 5.8	 ℃ 53	 ％ 	 

平和公園 13:00 曇り 9.0	 ℃ 54	 ％ 東南東 0.9	 m/s 	 

第３中継所 13:10 晴れ 11.0	 ℃ 40	 ％ 	 

第４中継所 13:30 曇り 10.0	 ℃ 62	 ％ 	 

第５中継所 13:45 晴れ 8.0	 ℃ 53	 ％ 	 

第６中継所 14:05 晴れ 11.8	 ℃ 53	 ％ 	 

平和公園 14:00 曇り 10.5	 ℃ 57	 ％ 南東 0.9	 m/s 	 

平和公園 14:49 曇り 8.5	 ℃ 54	 ％ 南南東 0.3	 m/s フィニッシュ

平和公園 15:00 曇り 8.5	 ℃ 54	 ％ 南南東 0.4	 m/s 	 

審判長 竹�林�良�典 総　務 東�川�安�雄

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 


