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

【一般男女混合の部】
順位

タイム

No

チーム名

1

43分27秒 537

いわたボクシングク
ラブ

2

43分31秒 501

小笠教員S

3

46分54秒 527

新茶ﾏﾗｿﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ・
みかん

4

47分04秒 522

キャタラーＲＣ②

5

47分18秒 509

ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞＫ－ＦＩＴ
Ａ

6

48分33秒 535 矢崎計器陸上部Ａ

7

49分25秒 528

掛一Ａ

8

49分44秒 533

チーム田辺

9

49分46秒 529

掛一Ｂ

10

49分47秒 524

ＵＣＤ friends

11

50分32秒 534

高南のんびり走りま
しょうＡ

12

50分41秒 521 袋井北小教員連合

13

51分02秒 504

花椿ファクトリー汐
留A

14

51分27秒 520

Ｒ＆Ｔ

15

51分53秒 502

ＷＹ＋ＷＳ

16

53分08秒 536

伊達方陸上部

OPN 53分21秒 *515

中央小職員Ｂ

17

53分55秒 523

18

54分12秒 514

ＵＣＤ family

さよなら

平成

※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)
高田 大介
【2】 13分04秒
(2) 13分04秒
大塚 桂一郎
【1】 13分00秒
(1) 13分00秒
岩本 征大
【4】 13分27秒
(4) 13分27秒
白山 陽大
【7】 14分42秒
(7) 14分42秒
吉田 智宏
【8】 14分44秒
(8) 14分44秒
森口 祐也
【9】 15分41秒
(9) 15分41秒
大石 遼河
【5】 14分18秒
(5) 14分18秒
田辺 大智
【14】 16分21秒
(14) 16分21秒
伊藤 弘祐
【21】 17分35秒
(21) 17分35秒
鷲山 智久
【12】 16分13秒
(12) 16分13秒
牧野 誠三
【3】 13分16秒
(3) 13分16秒
春日 健之介
【6】 14分25秒
(6) 14分25秒
水森 豊福
【10】 15分51秒
(10) 15分51秒
兵藤 友亮
【20】 17分21秒
(20) 17分21秒
曽我 英樹
【15】 16分25秒
(15) 16分25秒
山﨑 勝之
【16】 16分54秒
(16) 16分54秒

第２区
(2.26km)
太田 由美
【1】 22分01秒
(1) 8分57秒
大石 ますみ
【2】 22分18秒
(2) 9分18秒
福田 千鶴子
【4】 24分00秒
(11) 10分33秒
小原 恵津子
【6】 24分28秒
(5) 9分46秒
吉田 千恵
【7】 24分43秒
(7) 9分59秒
松浦 智恵美
【8】 25分54秒
(8) 10分13秒
石田 祐子
【9】 25分57秒
(21) 11分39秒
田辺 藍
【12】 27分19秒
(15) 10分58秒
松浦 美帆
【15】 27分54秒
(9) 10分19秒
永渕 一美
【17】 28分22秒
(22) 12分09秒
野本 貴子
【5】 24分07秒
(13) 10分51秒
岡本 みゆき
【3】 23分47秒
(3) 9分22秒
笹木 千春
【13】 27分22秒
(20) 11分31秒
川久保 依美
【11】 27分14秒
(6) 9分53秒
山本 淳子
【10】 26分54秒
(10) 10分29秒
小出 沙奈美
【21】 29分08秒
(24) 12分14秒

第３区
(1.43km)
杉山 貴子
【1】 27分53秒
(2) 5分52秒
渕上 文美
【2】 28分38秒
(4) 6分20秒
安藤 由佳理
【4】 31分05秒
(15) 7分05秒
富田 美翔
【6】 31分11秒
(8) 6分43秒
有海 朱音
【5】 31分10秒
(6) 6分27秒
望月 悠依
【7】 31分37秒
(1) 5分43秒
宗野 幸紀
【9】 33分05秒
(17) 7分08秒
本松 明日香
【11】 33分46秒
(6) 6分27秒
中野 亜美
【15】 34分43秒
(12) 6分49秒
菅沼 加寿子
【16】 35分19秒
(14) 6分57秒
鈴木 由美
【8】 32分33秒
(33) 8分26秒
八木 彩花
【3】 30分33秒
(9) 6分46秒
神田 羽瑠菜
【10】 33分44秒
(5) 6分22秒
岩辺 麻由美
【13】 34分36秒
(24) 7分22秒
小泉 由美
【12】 33分59秒
(15) 7分05秒
石川 圭記
【18】 35分55秒
(10) 6分47秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
伊藤 富士男
【1】 43分27秒
(4) 15分34秒
原田 典明
【2】 43分31秒
(2) 14分53秒
石上 剛
【3】 46分54秒
(5) 15分49秒
照屋 タダシ
【4】 47分04秒
(6) 15分53秒
山崎 裕一郎
【5】 47分18秒
(8) 16分08秒
中西 弘樹
【6】 48分33秒
(11) 16分56秒
坂部 暢之
【7】 49分25秒
(9) 16分20秒
本松 大喜
【8】 49分44秒
(7) 15分58秒
大石 敬太
【9】 49分46秒
(3) 15分03秒
角皆 智史
【10】 49分47秒
(1) 14分28秒
大重 達哉
【11】 50分32秒
(19) 17分59秒
牧内 拓也
【12】 50分41秒
(29) 20分08秒
今泉 卓也
【13】 51分02秒
(13) 17分18秒
小林 和哉
【14】 51分27秒
(10) 16分51秒
杉本 克巳
【15】 51分53秒
(18) 17分54秒
榛葉 英大
【16】 53分08秒
(12) 17分13秒

【OPN】 16分14秒 【OPN】 27分08秒 【OPN】 33分23秒 【OPN】 53分21秒
(OPN) 16分14秒 (OPN) 10分54秒 (OPN) 6分15秒 (OPN) 19分58秒
牧野 大輔
森下 奈津美
松井 瑠美
岡本 識史
【28】 18分15秒
【18】 28分54秒
【19】 36分03秒
【17】 53分55秒
(28) 18分15秒
(12) 10分39秒
(18) 7分09秒
(17) 17分52秒
永井 潤
高橋 沙織
榑林 佑季
安田 透
【27】 18分14秒
【22】 29分16秒
【21】 36分41秒
【18】 54分12秒
(27) 18分14秒
(16) 11分02秒
(26) 7分25秒
(16) 17分31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

【一般男女混合の部】
順位

タイム

No

チーム名

19

54分23秒 526

新茶ﾏﾗｿﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ・
キウイ

20

55分41秒 512

優武空手 Ｂ

21

55分52秒 511

優武空手 Ａ

22

56分27秒 519

掛二っこ

23

56分27秒 525

掛川市生涯学習協
働推進課Ｂ

OPN 56分29秒 *508

キョｰちゃんズ

24

56分50秒 507

城北ミカ茶んズＢ

25

56分56秒 510

磐田見付北ｸﾗﾌﾞｽ
ﾎﾟｰﾂ少年団

26

57分11秒 530

Ｏ．Ｍ．Ｋ．

27

58分26秒 516

チーム桃ちゃん

28

58分31秒 539

ひいらぎやwithド
リーム

29

58分49秒 518

ＪＸＰＴteamＢ

30

59分55秒 538

チームＴＫＹ

311時間00分24秒532

絆 磐田Ｂ

321時間01分34秒506

331時間01分58秒503

341時間02分00秒531

351時間02分41秒517

361時間12分21秒505

城北ミカ茶んズＡ
花椿ファクトリー掛
川
掛川市消防団・遠
藤健太郎
ＪＸＰＴteamＡ
花椿ファクトリー汐
留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)
鈴木 始夫
【17】 17分05秒
(17) 17分05秒
山上 涼
【18】 17分14秒
(18) 17分14秒
狩野 光広
【25】 18分11秒
(25) 18分11秒
児島 裕人
【26】 18分13秒
(26) 18分13秒
片山 能志晴
【30】 19分35秒
(30) 19分35秒

第２区
(2.26km)
八木 彩子
【16】 28分18秒
(18) 11分13秒
水野 昌美
【24】 30分24秒
(27) 13分10秒
岩崎 智実
【27】 31分32秒
(29) 13分21秒
野上 りつ子
【14】 27分53秒
(4) 9分40秒
河村 百恵
【28】 31分48秒
(23) 12分13秒

第３区
(1.43km)
岡庭 由実子
【17】 35分44秒
(27) 7分26秒
長門 温子
【23】 37分33秒
(18) 7分09秒
鈴木 ちえみ
【24】 37分43秒
(3) 6分11秒
伊藤 萌花
【14】 34分41秒
(11) 6分48秒
松浦 沙衣
【27】 38分59秒
(20) 7分11秒

【OPN】 17分25秒 【OPN】 29分34秒 【OPN】 38分15秒
(OPN) 17分25秒 (OPN) 12分09秒 (OPN) 8分41秒
横山 裕紀
荒木 彩香
松井 未夜子
【34】 21分21秒
【29】 32分15秒
【28】 39分32秒
(34) 21分21秒
(14) 10分54秒
(23) 7分17秒
西田 勇吾
絹村 裕子
落合 里圭
【11】 15分54秒
【20】 29分07秒
【20】 36分18秒
(11) 15分54秒
(28) 13分13秒
(20) 7分11秒
浅場 翔太郎
加藤 理恵
安間 実里
【24】 17分55秒
【25】 30分55秒
【25】 37分47秒
(24) 17分55秒
(26) 13分00秒
(13) 6分52秒
佐竹 啓彰
寺田 桃子
花村 愛
【29】 18分49秒
【31】 32分57秒
【30】 40分20秒
(29) 18分49秒
(34) 14分08秒
(25) 7分23秒
三島 真浩
苅田 知里
岩附 由佳
【13】 16分14秒
【23】 30分09秒
【26】 38分44秒
(13) 16分14秒
(33) 13分55秒
(35) 8分35秒
亀淵 陽太
岡本 幸子
山本 美紅
【23】 17分54秒
【26】 31分31秒
【29】 39分37秒
(23) 17分54秒
(31) 13分37秒
(30) 8分06秒
嶋岡 拓哉
藤田 ひなの
押川 由紀子
【19】 17分17秒
【30】 32分53秒
【31】 41分06秒
(19) 17分17秒
(36) 15分36秒
(31) 8分13秒
平野 盛弘
豊田 千草
渡邉 佑希子
【33】 21分15秒
【33】 33分43秒
【34】 42分00秒
(33) 21分15秒
(25) 12分28秒
(32) 8分17秒
宇佐美 大輔
池田 紀子
善當 愛
【31】 20分10秒
【34】 33分54秒
【32】 41分09秒
(31) 20分10秒
(32) 13分44秒
(22) 7分15秒
菅野 代悟
平井 杏樹
岡本 果南
【22】 17分51秒
【19】 29分01秒
【22】 36分59秒
(22) 17分51秒
(17) 11分10秒
(29) 7分58秒
鈴木 智彦
長谷川 有里
雪山 早紀
【35】 21分48秒
【32】 33分03秒
【33】 41分30秒
(35) 21分48秒
(19) 11分15秒
(34) 8分27秒
中道 涼
齋藤 弘江
本多 恵
【32】 20分55秒
【35】 34分29秒
【35】 42分26秒
(32) 20分55秒
(30) 13分34秒
(28) 7分57秒
山本 義雄
大橋 千織
山崎 真弓
【36】 22分41秒
【36】 38分12秒
【36】 48分03秒
(36) 22分41秒
(35) 15分31秒
(36) 9分51秒

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
和田 尚幸
【19】 54分23秒
(24) 18分39秒
北嶋 宏丞
【20】 55分41秒
(21) 18分08秒
高木 博之
【21】 55分52秒
(22) 18分09秒
西﨑 久和
【22】 56分27秒
(34) 21分46秒
石山 和史
【23】 56分27秒
(15) 17分28秒
【OPN】 56分29秒
(OPN) 18分14秒
中野 慎也
【24】 56分50秒
(13) 17分18秒
中村 公泰
【25】 56分56秒
(33) 20分38秒
萩原 卓也
【26】 57分11秒
(27) 19分24秒
渥美 仁
【27】 58分26秒
(20) 18分06秒
古川 智也
【28】 58分31秒
(28) 19分47秒
西海 征志
【29】 58分49秒
(26) 19分12秒
藤本 博章
【30】 59分55秒
(25) 18分49秒
久保田 和典
【31】 1時間00分24秒

(23) 18分24秒
永田 和輝
【32】 1時間01分34秒

(31) 20分25秒
小林 涼太
【33】 1時間01分58秒

(36) 24分59秒
遠藤 健太郎
【34】 1時間02分00秒

(32) 20分30秒
半澤 貴和
【35】 1時間02分41秒

(30) 20分15秒
売市 勝史
【36】 1時間12分21秒

(35) 24分18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

【一般男女混合の部】
順位

タイム

No

チーム名

DNS

-

513

秋葉路陸上部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)
仲市 敦
【-】 (-) -

第２区
(2.26km)
名倉 佳代子
【-】 (-) -

第３区
(1.43km)
山本 沙織
【-】 (-) -

【凡例】
A：通過順位
B：区間順位
第４区
(3.84km)
大塚 栄章
【-】 (-) -
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