平成３1年１月27日（日）

第６回 掛川市城下町駅伝競走大会

氏名
【A】通過タイム
（B）区間タイム

【一般男子の部】
順位

タイム

No

チーム名

1

37分11秒 317

掛川市消防本部

2

39分36秒 315

上屋敷区

3

40分34秒 342

五明区

4

41分11秒 312

流星

5

42分29秒 310

秋葉路陸上部Ａ

6

43分16秒 361

森町走友会Ｅ

7

43分52秒 349

キャタラーＲＣ①

8

43分53秒 387

カタン

9

44分21秒 368

栃沢ＲＣ

10

45分26秒 324

掛川警察署Ａチー
ム

11

46分04秒 340

平八

12

46分39秒 370

磐田警察署Ｂ

13

46分42秒 378

桜が丘中学校教職
員チーム

14

46分49秒 381

★桜木1980★

15

47分01秒 355

掛川ＦＤ火災予防

16

47分08秒 323 土方おやじ足軽隊

17

47分11秒 372

磐田警察署Ｄ

18

47分12秒 341

SABOU

19

47分31秒 326

掛川警察署Ｃチー
ム

※機種依存文字は代替文字へ置換しております。

第１区
(3.85km)
染葉 涼馬
【1】 12分43秒
(1) 12分43秒
上野 友和
【3】 13分15秒
(3) 13分15秒
朝平 啄真
【5】 13分30秒
(5) 13分30秒
戸塚 亮
【2】 13分11秒
(2) 13分11秒
小坂 光輝
【4】 13分20秒
(4) 13分20秒
友田 貴久
【6】 13分45秒
(6) 13分45秒
榛村 祐人
【10】 14分36秒
(10) 14分36秒
大石 伊織
【7】 13分54秒
(7) 13分54秒
安達 学
【19】 15分51秒
(19) 15分51秒
中村 晃己
【9】 14分34秒
(9) 14分34秒
蔦保 佳伸
【30】 16分24秒
(30) 16分24秒
清水 淳哉
【32】 16分26秒
(32) 16分26秒
芹澤 賢蔵
【35】 16分32秒
(35) 16分32秒
戸塚 和人
【21】 15分56秒
(21) 15分56秒
枝村 公一
【13】 14分51秒
(13) 14分51秒
永田 秀夫
【36】 16分33秒
(36) 16分33秒
須藤 大樹
【24】 15分59秒
(24) 15分59秒
杉山 隆太
【11】 14分37秒
(11) 14分37秒
鈴木 智貴
【16】 15分39秒
(16) 15分39秒

第２区
(2.26km)
金田 嘉介
【1】 20分27秒
(2) 7分44秒
大槻 裕之
【2】 20分46秒
(1) 7分31秒
松浦 庸介
【4】 21分43秒
(6) 8分13秒
小林 尚貴
【3】 21分15秒
(4) 8分04秒
山本 浩
【5】 21分53秒
(8) 8分33秒
柴田 武洋
【6】 22分56秒
(14) 9分11秒
尾上 亮太
【8】 23分15秒
(9) 8分39秒
萩田 立樹
【9】 23分22秒
(18) 9分28秒
中根 昌
【12】 24分00秒
(5) 8分09秒
小林 隆太
【7】 23分02秒
(7) 8分28秒
早川 光一
【22】 25分57秒
(21) 9分33秒
小出 ?弘
【16】 25分17秒
(10) 8分51秒
鈴木 亘
【17】 25分28秒
(11) 8分56秒
原埼 友裕
【40】 26分53秒
(54) 10分57秒
花村 芳樹
【13】 24分58秒
(37) 10分07秒
松本 隆弘
【35】 26分35秒
(34) 10分02秒
石原 正規
【18】 25分30秒
(19) 9分31秒
山本 絢也
【11】 23分56秒
(15) 9分19秒
森 聖史
【14】 25分02秒
(16) 9分23秒

第３区
(1.43km)
松本 康正
【1】 24分55秒
(1) 4分28秒
坂元 信幸
【2】 25分49秒
(4) 5分03秒
小沢 広典
【4】 27分01秒
(8) 5分18秒
鈴木 啓太
【3】 26分48秒
(18) 5分33秒
小松 浩一
【5】 27分15秒
(10) 5分22秒
田中 僚祐
【6】 28分10秒
(7) 5分14秒
松下 大和
【7】 28分16秒
(3) 5分01秒
平野 吉貢
【9】 29分01秒
(20) 5分39秒
中根 舜介
【10】 29分22秒
(10) 5分22秒
勝見 京介
【8】 28分20秒
(8) 5分18秒
加藤 博文
【19】 31分37秒
(21) 5分40秒
伊藤 憲廣
【12】 30分24秒
(5) 5分07秒
宮崎 直哉
【18】 31分36秒
(39) 6分08秒
村松 達久
【36】 33分01秒
(39) 6分08秒
浅井 宏次郎
【15】 31分01秒
(35) 6分03秒
縣 宏典
【26】 32分16秒
(22) 5分41秒
山下 一哉
【13】 30分30秒
(2) 5分00秒
村井 達郎
【11】 30分10秒
(43) 6分14秒
松本 梓
【16】 31分03秒
(32) 6分01秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
宮城 昴祈
【1】 37分11秒
(1) 12分16秒
森田 尚史
【2】 39分36秒
(3) 13分47秒
松浦 徹
【3】 40分34秒
(2) 13分33秒
大石 浩亮
【4】 41分11秒
(5) 14分23秒
中山 喜智
【5】 42分29秒
(15) 15分14秒
松澤 勇
【6】 43分16秒
(12) 15分06秒
東 了平
【7】 43分52秒
(18) 15分36秒
萩田 春樹
【8】 43分53秒
(8) 14分52秒
伊藤 元晶
【9】 44分21秒
(10) 14分59秒
田村 瞭太郎
【10】 45分26秒
(40) 17分06秒
相場 啓嗣
【11】 46分04秒
(7) 14分27秒
大橋 雄太
【12】 46分39秒
(22) 16分15秒
角皆 優介
【13】 46分42秒
(12) 15分06秒
杉山 清
【14】 46分49秒
(4) 13分48秒
市瀬 成吾
【15】 47分01秒
(20) 16分00秒
永田 俊浩
【16】 47分08秒
(8) 14分52秒
林 晃大
【17】 47分11秒
(26) 16分41秒
松村 昌広
【18】 47分12秒
(35) 17分02秒
清水 崇雅
【19】 47分31秒
(24) 16分28秒
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平成３1年１月27日（日）

第６回 掛川市城下町駅伝競走大会

氏名
【A】通過タイム
（B）区間タイム

【一般男子の部】
順位

タイム

No

チーム名

20

47分31秒 321

城西中老ランニング
倶楽部

21

47分54秒 377

ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞＫ－ＦＩＴ
Ｂ

22

48分02秒 360

桜木ＲＣ

23

48分28秒 303

ロッカフェラーレーシ
ング

24

48分35秒 356

ターサーズ

25

48分46秒 371

磐田警察署Ｃ

26

48分57秒 369

磐田警察署Ａ

27

49分00秒 345

掛二っこ

28

49分15秒 385

TTYY

29

49分17秒 331

中部電力浜岡原発
Ａチーム

30

49分25秒 392

チームＹＭＳＳ

31

49分30秒 327 楽走会総務企画部

32

49分38秒 350

キャタラーRC③

33

50分00秒 338

掛川市生涯学習協
働推進課Ａ

34

50分09秒 313

ターザン部

35

50分15秒 362

新茶ﾏﾗｿﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ・
りんご

36

50分21秒 388

TEAM ぽんこつ

37

50分25秒 352

キャタラーＲＣ⑤

38

50分25秒 380

高南のんびり走りま
しょうＢ

※機種依存文字は代替文字へ置換しております。

第１区
(3.85km)
大橋 聡
【29】 16分23秒
(29) 16分23秒
鈴木 謙太
【15】 15分29秒
(15) 15分29秒
中村 篤史
【37】 16分35秒
(37) 16分35秒
今駒 和哉
【22】 15分58秒
(22) 15分58秒
三宅 秀幸
【14】 15分11秒
(14) 15分11秒
松井 秀樹
【33】 16分27秒
(33) 16分27秒
渡邉 萩人
【23】 15分59秒
(23) 15分59秒
長谷川 翔理
【12】 14分48秒
(12) 14分48秒
小林 和哉
【61】 17分32秒
(61) 17分32秒
北村 忠
【65】 17分51秒
(65) 17分51秒
佐野 新太郎
【48】 16分54秒
(48) 16分54秒
清水 将利
【27】 16分03秒
(27) 16分03秒
稲森 健太
【44】 16分49秒
(44) 16分49秒
宇賀神 元毅
【31】 16分24秒
(31) 16分24秒
石山 貴久
【18】 15分47秒
(18) 15分47秒
皆川 秀逸
【51】 17分01秒
(51) 17分01秒
國分 孝師
【39】 16分38秒
(39) 16分38秒
増田 進矢
【55】 17分15秒
(55) 17分15秒
坂口 敦規
【58】 17分23秒
(58) 17分23秒

第２区
(2.26km)
山口 暁士
【28】 26分17秒
(30) 9分54秒
吉村 秀文
【24】 26分01秒
(48) 10分32秒
榛村 俊男
【38】 26分42秒
(37) 10分07秒
浅原 宏基
【15】 25分02秒
(13) 9分04秒
小澤 祐哉
【26】 26分08秒
(54) 10分57秒
鈴木 光輝
【36】 26分35秒
(39) 10分08秒
中川 諒亮
【34】 26分32秒
(49) 10分33秒
萩田 歩
【10】 23分51秒
(12) 9分03秒
古橋 智洋
【19】 25分32秒
(3) 8分00秒
大塚 温久
【48】 27分31秒
(25) 9分40秒
杉本 博司
【39】 26分46秒
(29) 9分52秒
久田 大健
【43】 27分07秒
(57) 11分04秒
稲田 成哉
【29】 26分24秒
(22) 9分35秒
寺田 翔之介
【27】 26分14秒
(27) 9分50秒
植草 雄治
【23】 26分00秒
(42) 10分13秒
新間 栄寿
【30】 26分28秒
(17) 9分27秒
江間 亮輔
【56】 28分27秒
(70) 11分49秒
星野 将
【47】 27分29秒
(43) 10分14秒
小澤 亮介
【45】 27分21秒
(32) 9分58秒

第３区
(1.43km)
山崎 貴哉
【38】 33分06秒
(61) 6分49秒
藤井 晴彦
【20】 31分44秒
(24) 5分43秒
堀内 武敏
【27】 32分18秒
(19) 5分36秒
中山 宏正
【14】 30分34秒
(16) 5分32秒
橋本 勇輝
【17】 31分33秒
(12) 5分25秒
大川原 正佳
【29】 32分24秒
(27) 5分49秒
竹内 裕太郎
【25】 32分13秒
(22) 5分41秒
田中 和彦
【24】 31分56秒
(85) 8分05秒
粂田 康友
【32】 32分32秒
(68) 7分00秒
新井 信吾
【47】 33分52秒
(46) 6分21秒
弓桁 昌良
【31】 32分31秒
(25) 5分45秒
川嶋 正広
【51】 34分10秒
(69) 7分03秒
原田 崇弘
【30】 32分31秒
(38) 6分07秒
佐藤 高
【21】 31分46秒
(16) 5分32秒
村田 勝己
【35】 32分55秒
(65) 6分55秒
田宮 照久
【28】 32分22秒
(30) 5分54秒
國分 勇志
【58】 35分08秒
(57) 6分41秒
溝口 大輔
【34】 32分38秒
(6) 5分09秒
齋藤 禎也
【40】 33分09秒
(26) 5分48秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
利根川 茂
【20】 47分31秒
(6) 14分25秒
中山 和寛
【21】 47分54秒
(21) 16分10秒
石川 典邦
【22】 48分02秒
(19) 15分44秒
窪野 隆将
【23】 48分28秒
(56) 17分54秒
鍵山 博一
【24】 48分35秒
(35) 17分02秒
月見里 尚史
【25】 48分46秒
(23) 16分22秒
渡邉 尚輝
【26】 48分57秒
(28) 16分44秒
北 諒介
【27】 49分00秒
(37) 17分04秒
佐野 優
【28】 49分15秒
(27) 16分43秒
和田 知之
【29】 49分17秒
(17) 15分25秒
森 高洋
【30】 49分25秒
(33) 16分54秒
山内 弘幸
【31】 49分30秒
(16) 15分20秒
伊藤 豪人
【32】 49分38秒
(42) 17分07秒
菅原 雄太
【33】 50分00秒
(61) 18分14秒
大場 渉
【34】 50分09秒
(44) 17分14秒
山本 佳之
【35】 50分15秒
(55) 17分53秒
上野 祐斗
【36】 50分21秒
(14) 15分13秒
池部 雅俊
【37】 50分25秒
(54) 17分47秒
太田 充
【38】 50分25秒
(47) 17分16秒
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平成３1年１月27日（日）

第６回 掛川市城下町駅伝競走大会

氏名
【A】通過タイム
（B）区間タイム

【一般男子の部】
順位

タイム

No

チーム名

39

50分29秒 383

中部電力(株)掛川
営業所Ｂ

40

50分57秒 304

久保連団

41

51分01秒 307

クラブ藤井Ｂ

42

51分13秒 357

権現

43

51分22秒 328 楽走会経済建設部

44

51分23秒 319

OPN 51分32秒 *375

45

51分34秒 308

ＫＡＷＡＳＡＫＩ Ａ

成滝

クラブ藤井Ｃ

OPN 51分38秒 *394 The Four Stooges

46

51分49秒 351

キャタラーＲＣ④

47

51分56秒 318

西陸Ｆｉｖｅ－Ｏ

48

52分07秒 390

中遠ガス１３Ａ

49

52分10秒 329

血反吐を吐くまで走
る

50

52分10秒 347

ちはま～ず

51

52分11秒 330

中央小職員Ａ

52

52分15秒 325

掛川警察署Ｂチー
ム

53

52分17秒 376

トッパン・フォームズ
東海

OPN 52分18秒 *346

54

52分24秒 314

掛二っこ

ＴＥＡＭさきがけ

※機種依存文字は代替文字へ置換しております。

第１区
(3.85km)
小林 龍太朗
【45】 16分51秒
(45) 16分51秒
三谷 真史
【41】 16分40秒
(41) 16分40秒
大石 伸章
【38】 16分36秒
(38) 16分36秒
高林 洋文
【8】 14分30秒
(8) 14分30秒
石津 誠人
【53】 17分09秒
(53) 17分09秒
中山 太希
【20】 15分51秒
(20) 15分51秒

第２区
(2.26km)
杉浦 啓史
【42】 27分03秒
(41) 10分12秒
宇山 裕章
【33】 26分31秒
(28) 9分51秒
渥美 隼人
【57】 28分31秒
(71) 11分55秒
鈴木 隆文
【20】 25分33秒
(56) 11分03秒
松田 賢都
【44】 27分13秒
(35) 10分04秒
近藤 悦徳
【21】 25分37秒
(26) 9分46秒

第３区
(1.43km)
大原 圭二郎
【45】 33分40秒
(54) 6分37秒
花村 耕一
【37】 33分03秒
(50) 6分32秒
中村 孝治
【49】 33分57秒
(13) 5分26秒
宮木 祐弥
【22】 31分49秒
(44) 6分16秒
廣瀬 良祐
【41】 33分14秒
(32) 6分01秒
秋山 真哉
【23】 31分53秒
(44) 6分16秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
原田 将秀
【39】 50分29秒
(32) 16分49秒
大橋 裕
【40】 50分57秒
(56) 17分54秒
青木 隆征
【41】 51分01秒
(37) 17分04秒
小林 涼太
【42】 51分13秒
(76) 19分24秒
山本 啓介
【43】 51分22秒
(60) 18分08秒
佐藤 鐘太
【44】 51分23秒
(77) 19分30秒

【OPN】 15分26秒 【OPN】 24分39秒 【OPN】 31分40秒 【OPN】 51分32秒
(OPN) 15分26秒 (OPN) 9分13秒
(OPN) 7分01秒 (OPN) 19分52秒
松浦 成寿
足立 和嗣
市川 雅史
坂部 充
【46】 16分53秒
【52】 27分59秒
【52】 34分28秒
【45】 51分34秒
(46) 16分53秒
(59) 11分06秒
(49) 6分29秒
(40) 17分06秒
【OPN】 18分05秒 【OPN】 28分48秒 【OPN】 35分07秒 【OPN】 51分38秒
(OPN) 18分05秒 (OPN) 10分43秒 (OPN) 6分19秒 (OPN) 16分31秒
増田 暁彦
森下 大輔
川上 貴裕
後藤 貴志
【70】 18分23秒
【51】 27分55秒
【50】 34分05秒
【46】 51分49秒
(70) 18分23秒
(20) 9分32秒
(42) 6分10秒
(52) 17分44秒
坂部 章
増田 充浩
赤堀 真人
村松 真人
【57】 17分19秒
【46】 27分28秒
【54】 34分43秒
【47】 51分56秒
(57) 17分19秒
(40) 10分09秒
(75) 7分15秒
(43) 17分13秒
平井 涼介
原田 翔午
鈴木 拓矢
及川 潤
【25】 16分02秒
【32】 26分31秒
【33】 32分37秒
【48】 52分07秒
(25) 16分02秒
(47) 10分29秒
(37) 6分06秒
(77) 19分30秒
石田 悠祐
岩本 健吾
大池 俊介
袴田 直人
【17】 15分43秒
【25】 26分07秒
【42】 33分16秒
【49】 52分10秒
(17) 15分43秒
(45) 10分24秒
(73) 7分09秒
(70) 18分54秒
塩澤 耕平
宇佐美 侑輝
中山 豊
深田 剛矢
【47】 16分53秒
【31】 26分30秒
【44】 33分28秒
【50】 52分10秒
(47) 16分53秒
(23) 9分37秒
(66) 6分58秒
(69) 18分42秒
甲賀 健大
金原 義明
永井 和典
内山 林太郎
【43】 16分47秒
【55】 28分25秒
【59】 35分31秒
【51】 52分11秒
(43) 16分47秒
(65) 11分38秒
(70) 7分06秒
(25) 16分40秒
荒巻 淳
佐野 文哉
堀江 佑輔
森 悠亮
【34】 16分28秒
【50】 27分41秒
【39】 33分08秒
【52】 52分15秒
(34) 16分28秒
(60) 11分13秒
(14) 5分27秒
(73) 19分07秒
新谷 善紀
鈴見 哲
大石 聖也
田中 智章
【50】 17分00秒
【54】 28分15秒
【55】 34分47秒
【53】 52分17秒
(50) 17分00秒
(61) 11分15秒
(50) 6分32秒
(49) 17分30秒
【OPN】 17分02秒 【OPN】 28分21秒 【OPN】 35分40秒 【OPN】 52分18秒
(OPN) 17分02秒 (OPN) 11分19秒 (OPN) 7分19秒 (OPN) 16分38秒
森口 弘茂
小笠原 克広
岡田 聡
藤田 侑也
【42】 16分41秒
【37】 26分37秒
【43】 33分28秒
【54】 52分24秒
(42) 16分41秒
(31) 9分56秒
(64) 6分51秒
(71) 18分56秒
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平成３1年１月27日（日）

第６回 掛川市城下町駅伝競走大会

氏名
【A】通過タイム
（B）区間タイム

【一般男子の部】
順位

タイム

No

チーム名

55

52分41秒 309

クラブ藤井Ｄ

56

52分46秒 337

新 友琴堂

57

53分00秒 335

掛川信用金庫野球
部Ｂ

58

53分18秒 333 ヤマハの魔法使い

59

53分18秒 354

キャタラーＲＣ⑧

60

53分19秒 367

チーム工技

61

53分26秒 395

チームＴＫＳ

62

53分36秒 302

飛鳥走遊会

63

53分37秒 386

矢崎島田

64

53分43秒 306

クラブ藤井Ａ

65

53分59秒 301

チーム方ノ橋

66

54分46秒 358

協和 Ａ

OPN 54分50秒 *311 今年も出場６回目

67

55分27秒 379

藤枝マスターズ陸上
クラブ

68

55分42秒 365

ＣＲ１１

69

56分07秒 373

絆 磐田Ａ

70

56分12秒 334

掛川信用金庫野球
部Ａ

71

56分20秒 336

掛北中からだつくり
部

72

56分26秒 305

Ｔ－４

※機種依存文字は代替文字へ置換しております。

第１区
(3.85km)
足立 剛大
【28】 16分05秒
(28) 16分05秒
山田 雄司
【26】 16分03秒
(26) 16分03秒
松浦 琢弥
【59】 17分26秒
(59) 17分26秒
八木 啓仁
【40】 16分38秒
(40) 16分38秒
糟谷 知弘
【52】 17分05秒
(52) 17分05秒
岩堀 弘
【54】 17分10秒
(54) 17分10秒
荒沢 崇斗
【63】 17分37秒
(63) 17分37秒
滝山 広透
【76】 19分08秒
(76) 19分08秒
青島 秀之
【62】 17分35秒
(62) 17分35秒
平岩 一樹
【66】 18分00秒
(66) 18分00秒
松井 裕之
【49】 17分00秒
(49) 17分00秒
田形 将太郎
【74】 18分43秒
(74) 18分43秒

第２区
(2.26km)
高橋 佑承
【41】 26分58秒
(52) 10分53秒
兼子 善太
【68】 30分01秒
(86) 13分58秒
上野 剛奨
【60】 29分04秒
(65) 11分38秒
久嶋 一樹
【49】 27分32秒
(53) 10分54秒
太田 貴也
【62】 29分19秒
(78) 12分14秒
長井 志剛
【61】 29分06秒
(72) 11分56秒
渡辺 貴紀
【63】 29分21秒
(69) 11分44秒
有村 正嗣
【64】 29分42秒
(50) 10分34秒
福代 健一
【75】 30分45秒
(82) 13分10秒
後藤 孝仁
【67】 29分57秒
(74) 11分57秒
植田 昌樹
【58】 28分56秒
(72) 11分56秒
稲葉 岳彦
【70】 30分08秒
(63) 11分25秒

第３区
(1.43km)
桑野 美智世
【46】 33分45秒
(60) 6分47秒
甲賀 英敏
【61】 36分02秒
(32) 6分01秒
鈴木 聖也
【57】 34分56秒
(29) 5分52秒
沖 拓矢
【53】 34分38秒
(70) 7分06秒
高野 英雄
【62】 36分04秒
(58) 6分45秒
藤本 悟史
【60】 35分44秒
(55) 6分38秒
石山 隆
【67】 36分39秒
(78) 7分18秒
永野 幸彦
【65】 36分31秒
(61) 6分49秒
勝間田 徹
【68】 36分50秒
(36) 6分05秒
田中 洋平
【64】 36分29秒
(50) 6分32秒
建部 寛
【56】 34分52秒
(31) 5分56秒
米倉 慧
【63】 36分17秒
(41) 6分09秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
松本 淳
【55】 52分41秒
(71) 18分56秒
村松 元気
【56】 52分46秒
(28) 16分44秒
原田 竜司
【57】 53分00秒
(59) 18分04秒
和田 行弘
【58】 53分18秒
(68) 18分40秒
大竹 友章
【59】 53分18秒
(44) 17分14秒
杉山 浩隆
【60】 53分19秒
(51) 17分35秒
太田 衛
【61】 53分26秒
(30) 16分47秒
山本 佳彦
【62】 53分36秒
(39) 17分05秒
橋本 和則
【63】 53分37秒
(30) 16分47秒
藤井 和幸
【64】 53分43秒
(44) 17分14秒
大井 丈司
【65】 53分59秒
(73) 19分07秒
小柳津 悠貴
【66】 54分46秒
(66) 18分29秒

【OPN】 18分04秒 【OPN】 28分06秒 【OPN】 35分07秒 【OPN】 54分50秒
(OPN) 18分04秒 (OPN) 10分02秒 (OPN) 7分01秒 (OPN) 19分43秒
鈴木 俊行
隅 章二
遠藤 幸男
鈴木 正登
【67】 18分02秒
【71】 30分10秒
【69】 37分09秒
【67】 55分27秒
(67) 18分02秒
(77) 12分08秒
(67) 6分59秒
(62) 18分18秒
杉村 亮太
大村 豪宣
横山 雅明
村松 良彦
【83】 20分24秒
【76】 31分00秒
【76】 38分17秒
【68】 55分42秒
(83) 20分24秒
(51) 10分36秒
(76) 7分17秒
(48) 17分25秒
東原 亮
伊東 宥朔
中村 彰史
千葉 幸喜
【81】 20分13秒
【74】 30分29秒
【72】 37分42秒
【69】 56分07秒
(81) 20分13秒
(44) 10分16秒
(74) 7分13秒
(65) 18分25秒
堀内 宗宜
片山 益孝
安間 翔太
村瀬 量一
【64】 17分45秒
【78】 31分05秒
【77】 38分28秒
【70】 56分12秒
(64) 17分45秒
(83) 13分20秒
(80) 7分23秒
(52) 17分44秒
萩田 駿
増田 陽一
由井原 佑
松下 佳史
【72】 18分32秒
【73】 30分29秒
【82】 39分23秒
【71】 56分20秒
(72) 18分32秒
(74) 11分57秒
(88) 8分54秒
(34) 16分57秒
小栗 貴之
鈴木 利和
田上 恵介
塚本 竜大
【86】 22分14秒
【87】 34分37秒
【87】 41分22秒
【72】 56分26秒
(86) 22分14秒
(80) 12分23秒
(58) 6分45秒
(11) 15分04秒
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平成３1年１月27日（日）

第６回 掛川市城下町駅伝競走大会

氏名
【A】通過タイム
（B）区間タイム

【一般男子の部】
順位

タイム

No

チーム名

73

56分34秒 363

新茶ﾏﾗｿﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ・
バナナ

74

57分25秒 348

創世会

OPN 57分32秒 *322

西東石油

75

57分53秒 353

76

58分08秒 366 チームWAKUWAKU

77

58分18秒 343 サポステかけがわＡ

78

58分21秒 332

中部電力浜岡原発
Ｂチーム

79

58分28秒 320

ＫＡＷＡＳＡＫＩ B

OPN 58分30秒 *382

キャタラーＲＣ⑥

中部電力(株)掛川
営業所Ａ

80

58分34秒 339

81

58分48秒 344 サポステかけがわＢ

82

59分14秒 316

磐田見付北ｸﾗﾌﾞｽ
ﾎﾟｰﾂ少年団

83

59分40秒 384

Gas One

84

59分57秒 393

メガヒッツ

851時間00分28秒389

861時間01分23秒364

871時間02分43秒359

881時間03分32秒391

DNS

-

374

ＪＸＰＴteamＣ

小ターザン部
中央小PTAあいさつ
でむかえ隊
協和 Ｂ

中遠ガスＬＰＧ

絆 磐田Ｃ

※機種依存文字は代替文字へ置換しております。

第１区
(3.85km)
伊藤 喜文
【68】 18分09秒
(68) 18分09秒
小沼 秀朗
【82】 20分23秒
(82) 20分23秒

第２区
(2.26km)
松下 友一
【66】 29分51秒
(68) 11分42秒
嶺岡 慎吾
【80】 31分40秒
(62) 11分17秒

第３区
(1.43km)
松浦 真
【70】 37分17秒
(81) 7分26秒
藤原 正光
【79】 39分06秒
(81) 7分26秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
数原 正行
【73】 56分34秒
(75) 19分17秒
山本 裕三
【74】 57分25秒
(64) 18分19秒

【OPN】 17分40秒 【OPN】 30分32秒 【OPN】 36分48秒 【OPN】 57分32秒
(OPN) 17分40秒 (OPN) 12分52秒 (OPN) 6分16秒 (OPN) 20分44秒
八木 涼太
吉田 和矢
平田 健一
内藤 裕章
【73】 18分34秒
【69】 30分06秒
【66】 36分32秒
【75】 57分53秒
(73) 18分34秒
(64) 11分32秒
(48) 6分26秒
(84) 21分21秒
有村 和也
後藤 英樹
川合 俊也
市瀬 太良
【87】 22分26秒
【85】 33分30秒
【83】 40分05秒
【76】 58分08秒
(87) 22分26秒
(57) 11分04秒
(53) 6分35秒
(58) 18分03秒
大石 寛樹
大場 貴太
村上 直慈
服部 健人
【56】 17分15秒
【59】 28分56秒
【74】 37分49秒
【77】 58分18秒
(56) 17分15秒
(67) 11分41秒
(87) 8分53秒
(80) 20分29秒
榎尾 一秀
永田 哲也
増田 邦之
中野 晶生
【69】 18分13秒
【79】 31分12秒
【75】 37分50秒
【78】 58分21秒
(69) 18分13秒
(81) 12分59秒
(55) 6分38秒
(81) 20分31秒
市川 裕紀
加藤 雅人
増田 直道
山本 正吾
【75】 18分54秒
【83】 32分53秒
【84】 40分10秒
【79】 58分28秒
(75) 18分54秒
(87) 13分59秒
(76) 7分17秒
(62) 18分18秒
【OPN】 15分48秒 【OPN】 31分06秒 【OPN】 38分10秒
(OPN) 15分48秒 (OPN) 15分18秒 (OPN) 7分04秒
小林 敏正
三原 亮祐
国定 奨
【71】 18分27秒
【53】 28分05秒
【48】 33分56秒
(71) 18分27秒
(24) 9分38秒
(28) 5分51秒
佐藤 康広
曽根 武男
遠藤 風男
【78】 20分03秒
【72】 30分28秒
【73】 37分46秒
(78) 20分03秒
(46) 10分25秒
(78) 7分18秒
吉田 博行
小林 一茂
佐野 孝典
【80】 20分12秒
【82】 32分14秒
【86】 40分38秒
(80) 20分12秒
(76) 12分02秒
(86) 8分24秒
山下 雄平
野村 三智也
髙山 陽一郎
【60】 17分31秒
【65】 29分45秒
【71】 37分26秒
(60) 17分31秒
(78) 12分14秒
(83) 7分41秒
神谷 直希
森下 訓史
鈴木 琢
【77】 19分59秒
【84】 33分19秒
【85】 40分26秒
(77) 19分59秒
(83) 13分20秒
(72) 7分07秒
望月 克哉
夏目 真悟
三浦 永慎
【79】 20分07秒
【86】 33分49秒
【81】 39分20秒
(79) 20分07秒
(85) 13分42秒
(15) 5分31秒
武藤 喜洋
齊藤 栄一
武藤 匡哉
【88】 23分02秒
【88】 37分29秒
【88】 43分52秒
(88) 23分02秒
(88) 14分27秒
(47) 6分23秒
長島 大典
原田 実
毛木 真幸
【85】 21分42秒
【81】 31分47秒
【78】 38分37秒
(85) 21分42秒
(36) 10分05秒
(63) 6分50秒
杉山 克幸
大窪 良太
神谷 直弘
【84】 21分04秒
【77】 31分04秒
【80】 39分08秒
(84) 21分04秒
(33) 10分00秒
(84) 8分04秒
大沼 秀人
沖田 圭太郎
石田 尚久
【-】 【-】 【-】 (-) (-) (-) -

【OPN】 58分30秒
(OPN) 20分20秒
中川原 友弥
【80】 58分34秒
(88) 24分38秒
柳澤 裕亮
【81】 58分48秒
(82) 21分02秒
宮崎 文辰
【82】 59分14秒
(67) 18分36秒
荒木 永佳
【83】 59分40秒
(85) 22分14秒
廣岡 健吾
【84】 59分57秒
(79) 19分31秒
月山 良亮
【85】 1時間00分28秒

(83) 21分08秒
西郷 航太
【86】 1時間01分23秒

(50) 17分31秒
山本 剛
【87】 1時間02分43秒

(86) 24分06秒
井上 大資
【88】 1時間03分32秒

(87) 24分24秒
片井 悠太
【-】 (-) -
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