交通安全 第６５回 岡崎市民駅伝競走大会【計25.1km】
一般男子Ⅱ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表
ﾅﾝﾊﾞｰ

チ ー ム 名

1

1:34:14

173

Ｍ＆３９

2

1:34:46

248

ＮＡＫＡＮＥＧＵＭＩ（Ｊｅ）

3

1:35:40

160

矢作中ＯＢ

4

1:35:54

153

あいさつおもいやりいまがたいせつ

5

1:35:55

171

愛知学泉Ｇ−ＤＡＳＨ

6

1:36:36

235

マルサンアイ ひとつ上のＲＵＮクラブＡ

7

1:36:57

198

岡崎共立病院リハビリ

8

1:36:59

234

中部電力岡崎Ｂ

9

1:37:28

213

岡崎市従労組

10

1:37:59

151

チーム常磐東

11

1:38:19

197

変人会

12

1:38:23

164

トラスコ中山株式会社

13

1:38:42

158

走るの大好き

14

1:38:58

156

アンデンＲＣ

15

1:39:08

183

OTU（岡崎市小中学校教職員組合）

16

1:39:22

227

ロイヤルＳＰ２

17

1:40:26

206

岡崎北高校ＯＢ Ｅ

18

1:40:27

159

チームＭ 知明・奈菜 結婚記念大会

Print : 2014/01/19 13:04:51

[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・一般男子Ⅱ・中学生女子 AM１０：００スタート]
[高校女子・一般女子 AM１０：３０スタート]
１区（６.３ｋｍ）
山田 大輔
0:21:34 <1>
21:34 (1)
三浦 智貴
0:23:22 <19>
23:22 (19)
平岩 武
0:22:15 <6>
22:15 (6)
内田 恵司
0:21:48 <3>
21:48 (3)
横田 正
0:22:42 <10>
22:42 (10)
野末 雅仁
0:21:56 <4>
21:56 (4)
岸上 裕
0:25:10 <48>
25:10 (48)
荒木 正巳
0:23:25 <22>
23:25 (22)
杉山 寛
0:24:22 <36>
24:22 (36)
畔栁 守宏
0:23:21 <17>
23:21 (17)
荒木 正則
0:24:34 <39>
24:34 (39)
池上 元規
0:23:15 <14>
23:15 (14)
八ヶ代 光彦
0:23:29 <25>
23:29 (25)
岩田 幸廣
0:22:28 <8>
22:28 (8)
鈴木 慶輝
0:23:42 <27>
23:42 (27)
森川 和哉
0:23:07 <13>
23:07 (13)
深津 章文
0:25:31 <55>
25:31 (55)
杉浦 昌弘
0:23:45 <28>
23:45 (28)

２区（３.１ｋm）
杣山 浩樹
0:34:56 <6>
13:22 (36)
石井 孝憲
0:36:37 <20>
13:15 (34)
大見 英明
0:34:32 <3>
12:17 (9)
酒井 政人
0:34:18 <1>
12:30 (15)
菊地 輝
0:36:09 <15>
13:27 (38)
堀 和紀
0:34:19 <2>
12:23 (11)
砂畑 翼
0:37:47 <31>
12:37 (18)
渡辺 恵理子
0:36:57 <23>
13:32 (39)
桑原 周作
0:36:10 <16>
11:48 (5)
柴田 知宏
0:34:40 <5>
11:19 (3)
松岡 康仁
0:35:24 <10>
10:50 (1)
坂本 寛幸
0:36:41 <21>
13:26 (37)
織田 隼人
0:36:00 <13>
12:31 (16)
島袋 怜
0:35:18 <8>
12:50 (23)
加藤 周司
0:37:28 <29>
13:46 (51)
坪井 美佐紀
0:36:48 <22>
13:41 (46)
伊藤 真知子
0:40:22 <68>
14:51 (76)
小久保 一真
0:36:13 <17>
12:28 (13)
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３区（５.７ｋm）
石嶋 智顕
0:55:55 <3>
20:59 (9)
浦田 尚義
0:56:29 <5>
19:52 (2)
岩附 幸介
0:55:53 <2>
21:21 (16)
長坂 剛
0:55:45 <1>
21:27 (18)
鶴田 一輝
0:56:55 <8>
20:46 (5)
水谷 大輔
0:56:32 <6>
22:13 (33)
石原 直樹
0:58:38 <18>
20:51 (6)
野口 善二
0:58:35 <17>
21:38 (22)
藤木 琢也
0:57:24 <12>
21:14 (14)
太田 巧
0:57:36 <14>
22:56 (43)
小川 智
0:56:28 <4>
21:04 (11)
田中 徹
0:57:56 <15>
21:15 (15)
山田 隆人
0:56:55 <7>
20:55 (8)
金城 唯広
0:58:21 <16>
23:03 (45)
丸尾 健太
0:57:08 <9>
19:40 (1)
河合 慶弥
0:58:44 <19>
21:56 (26)
足立 昌彌
1:01:46 <43>
21:24 (17)
赤尾 稔
1:00:16 <28>
24:03 (63)

2014年1月19日

※ <上段通過>
(下段区間)

４区（３.０ｋm）

５区（３.６ｋm）

６区（３.４ｋm）

山下 良成
1:06:46 <1>
10:51 (5)
鈴木 雅浩
1:06:56 <2>
10:27 (1)
平岩 靖弘
1:06:58 <3>
11:05 (9)
松井 雅弘
1:07:54 <5>
12:09 (36)
今村 亮介
1:09:18 <11>
12:23 (48)
石川 剛士
1:08:24 <6>
11:52 (27)
伊藤 悠祐
1:10:05 <15>
11:27 (13)
松田 亮介
1:09:56 <14>
11:21 (10)
伊海 洋介
1:08:46 <8>
11:22 (12)
青山 和敏
1:09:20 <12>
11:44 (23)
田中 良彦
1:08:51 <9>
12:23 (48)
眞行 佑介
1:10:58 <20>
13:02 (67)
山本 桂生
1:09:06 <10>
12:11 (38)
松永 拓也
1:10:35 <17>
12:14 (41)
近藤 康雄
1:08:38 <7>
11:30 (16)
鈴木 拓也
1:10:56 <18>
12:12 (39)
中西 大樹
1:13:51 <40>
12:05 (33)
子安 知洋
1:12:34 <31>
12:18 (45)

田中 大資
1:20:57 <2>
14:11 (19)
反保 秀明
1:19:39 <1>
12:43 (2)
間瀬 浩司
1:21:25 <3>
14:27 (28)
長坂 健
1:22:26 <4>
14:32 (29)
山本 健太
1:22:49 <8>
13:31 (6)
渡辺 勇太
1:22:29 <5>
14:05 (17)
井上 紘志
1:23:36 <11>
13:31 (6)
黒木 康仁
1:23:34 <10>
13:38 (9)
吉岡 政明
1:22:31 <6>
13:45 (11)
大山 剛平
1:24:04 <12>
14:44 (36)
大崎 博司
1:24:12 <13>
15:21 (55)
尾田 隆旭
1:24:32 <15>
13:34 (8)
佐野 拓也
1:23:02 <9>
13:56 (14)
岩原 隆直
1:25:59 <19>
15:24 (58)
槌田 進一
1:22:49 <7>
14:11 (19)
早川 卓弥
1:25:17 <17>
14:21 (26)
石山 良太
1:26:15 <21>
12:24 (1)
神村 幸治
1:26:26 <22>
13:52 (13)

畔柳 強
1:34:14 <1>
13:17 (5)
兵藤 正武
1:34:46 <2>
15:07 (48)
太田 周平
1:35:40 <3>
14:15 (25)
山内 勇吾
1:35:54 <4>
13:28 (8)
小田嶋 拓也
1:35:55 <5>
13:06 (4)
村松 大地
1:36:36 <6>
14:07 (20)
永原 巧
1:36:57 <7>
13:21 (6)
天野 雄也
1:36:59 <8>
13:25 (7)
神谷 進
1:37:28 <9>
14:57 (43)
中根 拓哉
1:37:59 <10>
13:55 (15)
舘 和人
1:38:19 <11>
14:07 (20)
常深 祥平
1:38:23 <12>
13:51 (14)
中島 真哉
1:38:42 <13>
15:40 (59)
高橋 義宏
1:38:58 <14>
12:59 (3)
石川 利博
1:39:08 <15>
16:19 (76)
中村 俊貴
1:39:22 <16>
14:05 (18)
佐藤 亮太
1:40:26 <17>
14:11 (23)
牧原 昌樹
1:40:27 <18>
14:01 (16)

Official Timer & Result By Lap SYSTEM

交通安全 第６５回 岡崎市民駅伝競走大会【計25.1km】
一般男子Ⅱ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表
ﾅﾝﾊﾞｰ

チ ー ム 名

19

1:40:49

250

チーム カーク

20

1:40:54

203

岡崎市医師会 ルーズソックス

21

1:40:59

244

ＪＡあいち三河

22

1:41:03

180

六ッ美中部学区セレクト

23

1:41:07

199

24

1:41:11

172

走・行・棟！(三世) ｆｒｏｍ三菱自動車工
業
岡崎特別支援学校

25

1:41:14

200

北斗病院

26

1:41:16

165

スズケンＯＲＣ

27

1:41:25

214

ＴＥＡＭ ＧＲＥＥＮ ＨＩＬＬ

28

1:41:33

162

岡崎中総ＲＣ梅

29

1:41:57

239

30

1:41:59

225

チーム 火の用心（我ら東消防署本署の
消防士）
チームみそパパ

31

1:42:25

168

ジムジム（岡崎市小中学校事務職員）

32

1:42:28

174

チームサザエさん（カツオは杉田商店）

33

1:42:31

176

岡崎医療刑務所

34

1:42:32

243

超人志願

35

1:42:48

246

ＮＡＫＡＮＥＧＵＭＩ（じぇ）

36

1:43:14

187

矢作・梅園・広幡幼稚園ＰＴＡ

Print : 2014/01/19 13:04:51

[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・一般男子Ⅱ・中学生女子 AM１０：００スタート]
[高校女子・一般女子 AM１０：３０スタート]
１区（６.３ｋｍ）
小林 祐希
0:25:42 <59>
25:42 (59)
兼子 武士
0:25:26 <54>
25:26 (54)
天野 大輔
0:23:23 <20>
23:23 (20)
岡本 雅登
0:22:27 <7>
22:27 (7)
大杉 幸司
0:23:22 <18>
23:22 (18)
木村 政俊
0:26:14 <68>
26:14 (68)
阿部 宏樹
0:23:19 <16>
23:19 (16)
浅井 雅浩
0:25:45 <60>
25:45 (60)
岡本 祐輝
0:23:25 <21>
23:25 (21)
佐藤 貴久
0:26:42 <78>
26:42 (78)
鈴木 琢也
0:26:35 <74>
26:35 (74)
小口 正樹
0:26:36 <75>
26:36 (75)
野村 照吾
0:23:59 <31>
23:59 (31)
中田 郁也
0:23:49 <30>
23:49 (30)
渡辺 直
0:25:48 <63>
25:48 (63)
北原 幹也
0:22:38 <9>
22:38 (9)
伊藤 直樹
0:23:15 <15>
23:15 (15)
鈴木 清正
0:24:20 <35>
24:20 (35)

２区（３.１ｋm）
伊藤 寛隆
0:39:57 <61>
14:15 (62)
深津 里砂
0:40:23 <69>
14:57 (80)
三浦 達也
0:36:05 <14>
12:42 (22)
志賀 敏弘
0:34:32 <4>
12:05 (6)
山下 慶治
0:37:02 <24>
13:40 (45)
長尾 健太郎
0:39:09 <52>
12:55 (25)
小畑 知博
0:38:34 <42>
15:15 (88)
福田 喜史
0:38:22 <39>
12:37 (18)
赤瀬 晴奈
0:38:48 <45>
15:23 (90)
山岡 郁雄
0:37:52 <32>
11:10 (2)
兵藤 史章
0:39:35 <57>
13:00 (28)
羽切 幸司
0:40:12 <65>
13:36 (42)
田村 佳奈
0:41:31 <76>
17:32 (104)
柴田 学
0:36:14 <18>
12:25 (12)
小野田 幸治
0:38:26 <41>
12:38 (20)
矢田 敏起
0:35:19 <9>
12:41 (21)
藤吉 俊希
0:34:58 <7>
11:43 (4)
杉浦 佳子
0:38:46 <44>
14:26 (69)
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３区（５.７ｋm）
滝上 浩基
1:01:09 <34>
21:12 (12)
冨田 幹太
1:01:00 <33>
20:37 (4)
中野 雄介
0:59:19 <21>
23:14 (48)
志賀 康仁
1:02:28 <53>
27:56 (101)
荻上 和久
0:59:24 <22>
22:22 (34)
宮崎 史章
1:01:10 <35>
22:01 (28)
清水 公貴
1:01:41 <40>
23:07 (46)
桜井 孝明
1:00:10 <25>
21:48 (23)
佐藤 諒
1:00:56 <32>
22:08 (31)
鳥居 哲博
0:59:56 <24>
22:04 (29)
水越 正人
1:02:26 <52>
22:51 (37)
藤吉 俊希
1:00:38 <30>
20:26 (3)
安江 正道
1:03:28 <63>
21:57 (27)
伊藤 敏朗
0:57:26 <13>
21:12 (12)
可児 英夫
1:01:18 <36>
22:52 (40)
岩瀬 昌史
0:57:08 <10>
21:49 (24)
宮澤 孝裕
0:59:31 <23>
24:33 (76)
沓名 史憲
1:02:16 <50>
23:30 (52)

2014年1月19日

※ <上段通過>
(下段区間)

４区（３.０ｋm）

５区（３.６ｋm）

６区（３.４ｋm）

奥西 健太
1:12:13 <26>
11:04 (8)
倉品 直希
1:13:16 <36>
12:16 (43)
三浦 弘晶
1:11:01 <21>
11:42 (20)
田中 政幸
1:14:15 <46>
11:47 (24)
早川 右真
1:10:56 <19>
11:32 (17)
楠本 喜久
1:12:31 <29>
11:21 (10)
遠藤 雄佑
1:13:08 <34>
11:27 (13)
小原 徹也
1:11:46 <23>
11:36 (19)
今井 優樹
1:12:24 <28>
11:28 (15)
鈴木 貴博
1:11:50 <24>
11:54 (28)
佐野 雄一
1:13:59 <41>
11:33 (18)
阿形 繁治
1:13:28 <37>
12:50 (63)
神谷 幹司
1:15:24 <56>
11:56 (30)
蒲野 昌志
1:09:39 <13>
12:13 (40)
羽根 廉人
1:13:49 <39>
12:31 (54)
宇野 正浩
1:07:48 <4>
10:40 (2)
山内 一夫
1:11:33 <22>
12:02 (32)
小林 功
1:14:05 <42>
11:49 (26)

河瀬 尚
1:26:29 <23>
14:16 (23)
山本 裕樹
1:26:32 <25>
13:16 (4)
兵藤 優
1:26:10 <20>
15:09 (51)
志賀 為仁
1:27:34 <32>
13:19 (5)
大井 孝史
1:25:32 <18>
14:36 (31)
岩附 友樹
1:28:49 <42>
16:18 (76)
坂下 航
1:27:05 <29>
13:57 (15)
宮元 豪一
1:27:11 <30>
15:25 (59)
森光 史
1:26:32 <24>
14:08 (18)
古井 一郎
1:26:45 <26>
14:55 (41)
山本 健吾
1:27:45 <34>
13:46 (12)
石井 伴和
1:28:10 <37>
14:42 (34)
白柳 智康
1:28:08 <36>
12:44 (3)
原田 隆志
1:24:31 <14>
14:52 (40)
野中 敦司
1:28:48 <41>
14:59 (46)
杉浦 太輔
1:26:48 <27>
19:00 (103)
明石 暁
1:27:26 <31>
15:53 (69)
舩山 哲
1:28:23 <39>
14:18 (24)

鈴木 一成
1:40:49 <19>
14:20 (27)
野澤 稔
1:40:54 <20>
14:22 (28)
村上 敏孝
1:40:59 <21>
14:49 (39)
篠原 洋平
1:41:03 <22>
13:29 (9)
吉武 大
1:41:07 <23>
15:35 (55)
濱田 省吾
1:41:11 <24>
12:22 (1)
太田 成則
1:41:14 <25>
14:09 (22)
上刎 正臣
1:41:16 <26>
14:05 (18)
米澤 篤士
1:41:25 <27>
14:53 (41)
井土 進五
1:41:33 <28>
14:48 (37)
山﨑 裕之
1:41:57 <29>
14:12 (24)
小林 幸洋
1:41:59 <30>
13:49 (13)
小林 友太郎
1:42:25 <31>
14:17 (26)
山本 益雄
1:42:28 <32>
17:57 (94)
成田 康二
1:42:31 <33>
13:43 (12)
加藤 寿則
1:42:32 <34>
15:44 (62)
中根 史明
1:42:48 <35>
15:22 (52)
清野 裕之
1:43:14 <36>
14:51 (40)

Official Timer & Result By Lap SYSTEM

交通安全 第６５回 岡崎市民駅伝競走大会【計25.1km】
一般男子Ⅱ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表
ﾅﾝﾊﾞｰ

チ ー ム 名

37

1:43:18

154

十六銀行 岡崎支店

38

1:43:25

195

消防署Ｃ

39

1:43:26

167

岡崎ニューグランドホテル

40

1:43:44

192

ＴＥＡＭ ＣＯＲＥＳＡ

41

1:43:46

181

伊賀北中部

42

1:43:48

182

チームかいと

43

1:43:50

163

岡崎中総ＲＣ藤

44

1:44:01

229

チームメッセンジャー

45

1:44:14

170

細川学区体育委員

46

1:44:33

218

ＭＲＤＡ ＥＫＩＤＥＮ部

47

1:44:34

193

コーターズ

48

1:44:37

247

ＮＡＫＡＮＥＧＵＭＩ（ジェ）

49

1:45:25

254

岡崎警察署Ａ

50

1:45:30

157

チームときなん

51

1:45:56

215

岩津消防団

52

1:46:08

169

丸栄工業株式会社

53

1:46:35

155

岡崎繊維青年クラブ

54

1:46:40

188

車の中央＆現評
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[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・一般男子Ⅱ・中学生女子 AM１０：００スタート]
[高校女子・一般女子 AM１０：３０スタート]
１区（６.３ｋｍ）
宮川 賢司
0:23:30 <26>
23:30 (26)
熊谷 教道
0:26:34 <73>
26:34 (73)
水野 真宏
0:21:45 <2>
21:45 (2)
今村 雄亮
0:22:49 <12>
22:49 (12)
加藤 文彦
0:26:19 <70>
26:19 (70)
太田 守夫
0:24:52 <41>
24:52 (41)
松葉 和明
0:24:10 <33>
24:10 (33)
亀山 佳隆
0:25:03 <43>
25:03 (43)
山田 秀和
0:24:53 <42>
24:53 (42)
國光 和宏
0:25:08 <46>
25:08 (46)
大橋 央生
0:25:14 <50>
25:14 (50)
牛田 隆史
0:25:13 <49>
25:13 (49)
里中 淳
0:26:01 <64>
26:01 (64)
近藤 敏治
0:21:58 <5>
21:58 (5)
鈴木 英貴
0:22:45 <11>
22:45 (11)
高木 隆次
0:25:46 <61>
25:46 (61)
蜂須賀 大
0:25:21 <53>
25:21 (53)
松田 好道
0:24:50 <40>
24:50 (40)

２区（３.１ｋm）
齋藤 大樹
0:35:59 <12>
12:29 (14)
田中 憲司
0:38:53 <47>
12:19 (10)
松島 ゆき
0:36:37 <19>
14:52 (77)
猪股 康彦
0:35:45 <11>
12:56 (26)
鈴木 直幸
0:39:57 <62>
13:38 (44)
天野 格良
0:38:41 <43>
13:49 (55)
安達 俊秀
0:37:53 <33>
13:43 (49)
佐藤 大基
0:37:11 <26>
12:08 (7)
成瀬 義人
0:38:02 <37>
13:09 (30)
加藤 伸一
0:40:09 <64>
15:01 (81)
林原 淳起
0:38:56 <49>
13:42 (48)
立野 貴浩
0:37:21 <27>
12:08 (7)
神谷 啓一
0:38:53 <46>
12:52 (24)
滝本 昌代
0:37:09 <25>
15:11 (83)
尾野藤 星一
0:38:55 <48>
16:10 (97)
山本 亜季子
0:39:34 <56>
13:48 (53)
蜂須賀 章絵
0:40:33 <70>
15:12 (84)
宝木 勝朗
0:39:00 <50>
14:10 (60)
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３区（５.７ｋm）
杉山 雅孝
1:00:33 <29>
24:34 (77)
遠海 康弘
1:03:25 <61>
24:32 (75)
三浦 晃裕
1:00:15 <27>
23:38 (57)
金澤 俊晃
0:57:22 <11>
21:37 (21)
山中 章弘
1:02:04 <45>
22:07 (30)
吉田 裕吏
1:00:13 <26>
21:32 (19)
原田 修
1:02:18 <51>
24:25 (72)
佐藤 健一
1:01:20 <37>
24:09 (65)
山本 一平
1:02:06 <46>
24:04 (64)
沖中 和見
1:03:33 <65>
23:24 (50)
川中 昇
1:01:47 <44>
22:51 (37)
加納 秀章
0:59:14 <20>
21:53 (25)
淺川 泰志
1:01:44 <41>
22:51 (37)
野村 侑生
1:01:28 <39>
24:19 (69)
大井 教史
1:02:29 <54>
23:34 (55)
松谷 薫
1:03:16 <58>
23:42 (58)
高田 正男
1:01:27 <38>
20:54 (7)
糸川 充浩
1:02:12 <48>
23:12 (47)

2014年1月19日

※ <上段通過>
(下段区間)

４区（３.０ｋm）

５区（３.６ｋm）

６区（３.４ｋm）

安田 顕久
1:13:13 <35>
12:40 (58)
内藤 雅士
1:15:20 <54>
11:55 (29)
畔柳 裕吏
1:13:34 <38>
13:19 (75)
清水 隆志
1:10:28 <16>
13:06 (68)
森本 高広
1:15:22 <55>
13:18 (74)
林 彰久
1:12:44 <32>
12:31 (54)
松本 浩
1:14:06 <43>
11:48 (25)
天野 慎介
1:14:29 <47>
13:09 (70)
近藤 将人
1:12:58 <33>
10:52 (6)
神埼 祥司
1:16:28 <62>
12:55 (64)
中野 葵
1:15:00 <49>
13:13 (72)
山崎 啓二
1:12:33 <30>
13:19 (75)
藤田 隆伸
1:14:08 <44>
12:24 (50)
安藤 徳明
1:12:11 <25>
10:43 (3)
柴田 耕平
1:15:14 <53>
12:45 (60)
板倉 康史
1:15:40 <58>
12:24 (50)
蜂須賀 隆之
1:17:16 <67>
15:49 (103)
渡辺 和弘
1:16:22 <61>
14:10 (91)

波多野 一輝
1:27:38 <33>
14:25 (27)
清永 恭行
1:29:01 <44>
13:41 (10)
太田 大樹
1:28:15 <38>
14:41 (33)
佐野 光男
1:24:42 <16>
14:14 (21)
吉川 隆夫
1:30:09 <49>
14:47 (38)
真田 英太郎
1:28:07 <35>
15:23 (57)
竹内 祐介
1:29:04 <46>
14:58 (45)
柴田 和宏
1:29:25 <47>
14:56 (43)
稲垣 孝治
1:29:46 <48>
16:48 (82)
荻野 幸二
1:32:01 <64>
15:33 (62)
平岡 良太
1:30:31 <52>
15:31 (61)
渡邉 徹二
1:29:01 <43>
16:28 (79)
桐生 大也
1:29:03 <45>
14:55 (41)
北村 翼
1:26:53 <28>
14:42 (34)
加納 卓也
1:31:34 <58>
16:20 (78)
花井 敦志
1:30:12 <50>
14:32 (29)
魚地 秀治
1:31:13 <56>
13:57 (15)
長谷部 範幸
1:31:47 <61>
15:25 (59)

渡邊 剛志
1:43:18 <37>
15:40 (59)
長坂 繁希
1:43:25 <38>
14:24 (30)
赤木 卓也
1:43:26 <39>
15:11 (49)
加藤 之久
1:43:44 <40>
19:02 (106)
梅山 光広
1:43:46 <41>
13:37 (10)
小島 裕樹
1:43:48 <42>
15:41 (61)
佐藤 善彦
1:43:50 <43>
14:46 (36)
落合 祐樹
1:44:01 <44>
14:36 (35)
柴田 雅典
1:44:14 <45>
14:28 (34)
山内 裕司
1:44:33 <46>
12:32 (2)
早瀬 友洋
1:44:34 <47>
14:03 (17)
竹川 朋秀
1:44:37 <48>
15:36 (57)
市川 裕貴
1:45:25 <49>
16:22 (77)
丸尾 光司
1:45:30 <50>
18:37 (104)
中根 隆二
1:45:56 <51>
14:22 (28)
荒木 鉄也
1:46:08 <52>
15:56 (68)
牧野 嗣弘
1:46:35 <53>
15:22 (52)
光持 敏美
1:46:40 <54>
14:53 (41)

Official Timer & Result By Lap SYSTEM

交通安全 第６５回 岡崎市民駅伝競走大会【計25.1km】
一般男子Ⅱ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表
ﾅﾝﾊﾞｰ

チ ー ム 名

55

1:46:48

231

テレビ愛知ＲＣといろ

56

1:46:51

212

おやじらんなーず

57

1:47:04

240

岡崎税務署Ａ

58

1:47:11

179

ＹＹＹランナーズ

59

1:47:19

185

県立農業大学校 チーム農

60

1:47:34

224

マイアミランナーズ

61

1:47:37

211

三菱自工ＢＲＴ-冬

62

1:47:48

189

岡崎城西高校教員

63

1:47:51

255

岡崎警察署Ｂ

64

1:48:10

217

ロイヤルＳＰ

65

1:48:13

194

ＪＰ岡崎スマイルズ

66

1:48:42

220

ネオシティ岡崎Ｂ

67

1:48:42

207

レンテック大敬

68

1:48:46

245

カリツー岡崎Ｂ

69

1:48:55

219

ネオシティ岡崎Ａ

70

1:48:55

252

シーテックＡ

71

1:49:55

152

カムラッド

72

1:50:00

257

隠れ家
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[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・一般男子Ⅱ・中学生女子 AM１０：００スタート]
[高校女子・一般女子 AM１０：３０スタート]
１区（６.３ｋｍ）
早瀬 裕章
0:24:28 <38>
24:28 (38)
横山 博幸
0:27:23 <84>
27:23 (84)
中納 基貴
0:25:34 <58>
25:34 (58)
伊藤 和祥
0:26:59 <80>
26:59 (80)
池田 直樹
0:26:37 <76>
26:37 (76)
浅賀 健資
0:27:49 <87>
27:49 (87)
蓮佛 良弘
0:24:23 <37>
24:23 (37)
国本 考史
0:26:18 <69>
26:18 (69)
足立 達信
0:26:37 <77>
26:37 (77)
野村 征夫
0:26:31 <72>
26:31 (72)
大河原 健太郎
0:25:06 <44>
25:06 (44)
吉村 直也
0:25:19 <52>
25:19 (52)
平松 健一郎
0:25:17 <51>
25:17 (51)
渡辺 靖博
0:25:48 <62>
25:48 (62)
猪原 浩光
0:25:07 <45>
25:07 (45)
福村 雅史
0:28:26 <91>
28:26 (91)
松田 克美
0:23:26 <23>
23:26 (23)
河合 惇
0:23:28 <24>
23:28 (24)

２区（３.１ｋm）
成田 拓夫
0:37:43 <30>
13:15 (34)
小久保 聖也
0:41:17 <75>
13:54 (57)
久米 政三
0:39:57 <60>
14:23 (66)
近藤 雅樹
0:41:15 <74>
14:16 (63)
豊田 侑汰
0:40:13 <66>
13:36 (42)
内田 香保里
0:43:01 <88>
15:12 (84)
山口 慎司
0:37:57 <35>
13:34 (41)
格清 隆則
0:40:06 <63>
13:48 (53)
浅井 淳児
0:41:50 <80>
15:13 (86)
大山 浩史
0:39:06 <51>
12:35 (17)
今泉 治
0:39:16 <53>
14:10 (60)
寺村 英司
0:39:44 <59>
14:25 (67)
土屋 勇人
0:40:44 <71>
15:27 (91)
竹内 章
0:39:32 <55>
13:44 (50)
粟生 隆之
0:38:13 <38>
13:06 (29)
杉原 和久
0:41:38 <77>
13:12 (33)
金山 祐紀
0:37:59 <36>
14:33 (71)
三浦 奈苗
0:39:36 <58>
16:08 (96)
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３区（５.７ｋm）
白川 靖男
1:00:38 <31>
22:55 (42)
中根 和博
1:04:49 <75>
23:32 (53)
桒原 秀和
1:03:29 <64>
23:32 (53)
倉橋 一嘉
1:04:29 <74>
23:14 (48)
酒井 則彦
1:05:04 <76>
24:51 (81)
小柳 直希
1:05:46 <79>
22:45 (36)
宮波 一男
1:02:08 <47>
24:11 (66)
ザッカリー
1:02:15 <49>
22:09 (32)
堀立 若余
1:03:25 <62>
21:35 (20)
内藤 康光
1:02:59 <56>
23:53 (62)
小柳津 徳俊
1:03:01 <57>
23:45 (59)
平澤 雅敏
1:03:36 <66>
23:52 (61)
八木 俊治
1:01:44 <42>
21:00 (10)
火島 謙
1:03:47 <67>
24:15 (67)
高橋 裕二
1:03:22 <59>
25:09 (84)
犬塚 圭司
1:06:42 <82>
25:04 (83)
辻村 正人
1:02:34 <55>
24:35 (78)
近藤 浩二
1:03:24 <60>
23:48 (60)

2014年1月19日

※ <上段通過>
(下段区間)

４区（３.０ｋm）

５区（３.６ｋm）

６区（３.４ｋm）

藤城 辰也
1:12:20 <27>
11:42 (20)
星野 直仁
1:17:20 <68>
12:31 (54)
佐波 秀真
1:15:28 <57>
11:59 (31)
平川 好巳
1:17:55 <71>
13:26 (78)
佐藤 皓紀
1:17:09 <66>
12:05 (33)
小野 晃伸
1:18:08 <76>
12:22 (46)
山崎 真嗣
1:16:20 <60>
14:12 (92)
夏目 裕暢
1:14:56 <48>
12:41 (59)
芝田 健
1:15:08 <50>
11:43 (22)
吉岡 辰夫
1:16:39 <63>
13:40 (83)
飯田 宏治
1:15:11 <51>
12:10 (37)
片岡 達宏
1:16:43 <64>
13:07 (69)
中村 信博
1:15:13 <52>
13:29 (80)
永田 優一
1:18:23 <77>
14:36 (94)
西田 雅文
1:16:10 <59>
12:48 (62)
大屋 功将
1:18:49 <79>
12:07 (35)
加藤 正充
1:17:56 <72>
15:22 (101)
星野 大輔
1:14:12 <45>
10:48 (4)

中岡 龍平
1:28:24 <40>
16:04 (72)
横山 雅治
1:31:35 <60>
14:15 (22)
岩崎 充弘
1:30:48 <54>
15:20 (54)
榊原 宏
1:32:44 <66>
14:49 (39)
岡本 稔生
1:32:16 <65>
15:07 (50)
椙田 康照
1:32:46 <67>
14:38 (32)
清水 豊
1:31:06 <55>
14:46 (37)
加藤 強
1:31:49 <62>
16:53 (83)
柳 伸治
1:31:55 <63>
16:47 (81)
岩月 雅章
1:31:35 <59>
14:56 (43)
加藤 真次
1:30:25 <51>
15:14 (53)
衛藤 香
1:34:17 <73>
17:34 (94)
丹羽 潤一郎
1:30:34 <53>
15:21 (55)
古澤 洋平
1:33:23 <71>
15:00 (49)
増田 義二
1:33:11 <70>
17:01 (87)
岩附 豊治
1:33:07 <69>
14:18 (24)
北村 和哉
1:34:11 <72>
16:15 (75)
五十嵐 善紀
1:31:32 <57>
17:20 (91)

鈴木 訓幸
1:46:48 <55>
18:24 (101)
鈴木 洋人
1:46:51 <56>
15:16 (50)
谷口 祐一
1:47:04 <57>
16:16 (74)
太田 芳宏
1:47:11 <58>
14:27 (33)
伊藤 真二
1:47:19 <59>
15:03 (46)
藤井 雅浩
1:47:34 <60>
14:48 (37)
杉山 賢一
1:47:37 <61>
16:31 (84)
堺 創一
1:47:48 <62>
15:59 (71)
郡元 秀弥
1:47:51 <63>
15:56 (68)
野村 昌弘
1:48:10 <64>
16:35 (85)
鈴木 輝久
1:48:13 <65>
17:48 (93)
象坪 久太朗
1:48:42 <66>
14:25 (31)
毛利 真
1:48:42 <67>
18:08 (97)
岡田 幸雄
1:48:46 <68>
15:23 (54)
天野 裕二
1:48:55 <69>
15:44 (62)
山本 琢也
1:48:55 <70>
15:48 (65)
林 正明
1:49:55 <71>
15:44 (62)
福田 晃三
1:50:00 <72>
18:28 (102)

Official Timer & Result By Lap SYSTEM

交通安全 第６５回 岡崎市民駅伝競走大会【計25.1km】
一般男子Ⅱ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表
ﾅﾝﾊﾞｰ

チ ー ム 名

73

1:50:02

186

県立農業大学校 チーム大

74

1:50:26

256

岡崎市下水道場

75

1:50:35

166

ＷＯＲＫ ＳＴＵＤＩＯ

76

1:51:18

210

三菱自工ＢＲＴ-秋

77

1:51:32

238

みあい養護学校職員Ａ

78

1:51:41

178

ＴＲ６９３ Ｂ

79

1:51:55

204

愛知県土地家屋調査士会岡崎支部

80

1:52:19

196

チーム「がんばっぺ、東北！」

81

1:53:02

190

フタバ産業 岡崎・技術Ｂ

82

1:53:15

202

あいさつおもいやりいまがたいせつＣ

83

1:53:25

216

東山ＯＪ会駅伝部

84

1:53:33

208

三菱自工ＢＲＴ-春

85

1:53:53

230

四ツ葉の会

86

1:54:03

253

シーテックＢ

87

1:54:26

161

あしたば

88

1:54:31

223

太田油脂株式会社

89

1:55:14

236

マルサンアイ ひとつ上のＲＵＮクラブＢ

90

1:55:16

226

真伝ＢＢ
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[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・一般男子Ⅱ・中学生女子 AM１０：００スタート]
[高校女子・一般女子 AM１０：３０スタート]
１区（６.３ｋｍ）
成田 孝則
0:29:06 <98>
29:06 (98)
岡田 久
0:23:46 <29>
23:46 (29)
山本 圭佑
0:25:10 <47>
25:10 (47)
磯部 慎一
0:24:07 <32>
24:07 (32)
中野 広貴
0:24:18 <34>
24:18 (34)
米谷 和益
0:28:49 <96>
28:49 (96)
児玉 真二
0:26:54 <79>
26:54 (79)
新家 直彦
0:26:08 <67>
26:08 (67)
加藤 渉
0:29:45 <102>
29:45 (102)
鈴木 絢也
0:26:07 <66>
26:07 (66)
大野 一成
0:25:34 <57>
25:34 (57)
太田 宙希
0:26:02 <65>
26:02 (65)
中野 響己
0:28:18 <90>
28:18 (90)
杉浦 嘉保
0:28:58 <97>
28:58 (97)
田中 智博
0:27:39 <85>
27:39 (85)
川澄 哲也
0:27:01 <81>
27:01 (81)
小嶋 真吾
0:27:44 <86>
27:44 (86)
近藤 昌
0:29:23 <101>
29:23 (101)

２区（３.１ｋm）
加藤 大樹
0:42:38 <86>
13:32 (39)
山﨑 光
0:38:26 <40>
14:40 (73)
山本 知央
0:40:47 <72>
15:37 (92)
五十嵐 康之
0:37:54 <34>
13:47 (52)
高橋 新吾
0:37:28 <28>
13:10 (31)
鈴木 琢磨
0:41:48 <78>
12:59 (27)
清水 範和
0:42:07 <84>
15:13 (86)
大山 尚毅
0:40:49 <73>
14:41 (74)
近藤 和輝
0:42:56 <87>
13:11 (32)
中嶋 麻里
0:42:17 <85>
16:10 (97)
清水 久悦
0:40:18 <67>
14:44 (75)
永瀬 豪志
0:41:48 <78>
15:46 (94)
村田 里美
0:44:56 <101>
16:38 (100)
門野 智明
0:43:23 <93>
14:25 (67)
松本 朋子
0:41:58 <82>
14:19 (64)
岩谷 香
0:43:58 <97>
16:57 (103)
加藤 浩子
0:43:01 <89>
15:17 (89)
杉浦 輝基
0:43:04 <91>
13:41 (46)
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３区（５.７ｋm）
高平 将弥
1:05:36 <78>
22:58 (44)
青山 健哉
1:05:10 <77>
26:44 (94)
安部 雄一
1:05:58 <80>
25:11 (86)
山崎 航
1:04:03 <69>
26:09 (92)
井上 諒
1:04:07 <70>
26:39 (93)
井町 圭孝
1:04:23 <73>
22:35 (35)
原田 伸太郎
1:07:56 <88>
25:49 (91)
松下 幸樹
1:04:17 <72>
23:28 (51)
田邊 雅俊
1:07:20 <85>
24:24 (71)
兵藤 元昭
1:09:03 <94>
26:46 (95)
杉浦 健一
1:03:55 <68>
23:37 (56)
佐々木 恭兵
1:06:57 <83>
25:09 (84)
中澤 恵
1:07:50 <87>
22:54 (41)
吉田 涼
1:07:45 <86>
24:22 (70)
河村 賢昭
1:07:14 <84>
25:16 (87)
平田 晃太朗
1:11:07 <99>
27:09 (99)
鈴木 貴之
1:10:02 <96>
27:01 (98)
井口 浩伸
1:08:44 <93>
25:40 (89)

2014年1月19日

※ <上段通過>
(下段区間)

４区（３.０ｋm）

５区（３.６ｋm）

６区（３.４ｋm）

酒井 謙悟
1:18:04 <74>
12:28 (52)
濱田 安通
1:17:46 <69>
12:36 (57)
岩野 克哉
1:18:45 <78>
12:47 (61)
谷澤 修
1:18:00 <73>
13:57 (87)
杉田 敏範
1:17:03 <65>
12:56 (65)
出来田 義幸
1:17:51 <70>
13:28 (79)
西田 考宏
1:20:25 <85>
12:29 (53)
朝倉 哲
1:18:06 <75>
13:49 (85)
小笠原 政樹
1:22:04 <87>
14:44 (96)
村瀬 剛
1:23:10 <94>
14:07 (90)
高木 幸一
1:19:34 <82>
15:39 (102)
田中 眞二
1:19:56 <83>
12:59 (66)
足立 英
1:18:52 <80>
11:02 (7)
清水 俊佑
1:20:07 <84>
12:22 (46)
蟹江 大樹
1:22:23 <89>
15:09 (99)
太田 健介
1:23:24 <96>
12:17 (44)
村田 雄貴
1:23:15 <95>
13:13 (72)
近藤 敏浩
1:22:56 <92>
14:12 (92)

齋藤 巧弥
1:35:00 <74>
16:56 (85)
林 直輝
1:36:01 <80>
18:15 (99)
加藤 敏
1:35:17 <75>
16:32 (80)
岩本 隼人
1:35:41 <77>
17:41 (95)
水野 慶太
1:33:01 <68>
15:58 (70)
林 大治
1:35:18 <76>
17:27 (93)
本間 芳樹
1:36:05 <81>
15:40 (66)
橋口 義彦
1:38:39 <89>
20:33 (106)
柏 佳佑
1:37:03 <84>
14:59 (46)
中永 展之
1:38:09 <86>
14:59 (46)
杉山 繁克
1:35:48 <78>
16:14 (74)
大橋 安弘
1:36:15 <82>
16:19 (77)
山本 和也
1:36:46 <83>
17:54 (97)
鈴村 太平
1:35:56 <79>
15:49 (68)
岩瀬 広夫
1:38:01 <85>
15:38 (64)
谷村 善行
1:38:34 <87>
15:10 (52)
福田 哲也
1:39:26 <91>
16:11 (73)
水島 雄大
1:38:34 <88>
15:38 (64)

近藤 辰彦
1:50:02 <73>
15:02 (44)
成瀬 晋
1:50:26 <74>
14:25 (31)
惟村 三樹夫
1:50:35 <75>
15:18 (51)
山根 諒真
1:51:18 <76>
15:37 (58)
岸尾 修
1:51:32 <77>
18:31 (103)
天野 由貴男
1:51:41 <78>
16:23 (78)
山内 良仁
1:51:55 <79>
15:50 (67)
新家 孝義
1:52:19 <80>
13:40 (11)
千賀 正徳
1:53:02 <81>
15:59 (71)
及部 貴信
1:53:15 <82>
15:06 (47)
中島 明
1:53:25 <83>
17:37 (92)
中田 一平
1:53:33 <84>
17:18 (90)
本多 克典
1:53:53 <85>
17:07 (89)
河合 駿
1:54:03 <86>
18:07 (96)
丹羽 雄大
1:54:26 <87>
16:25 (79)
夏目 武彦
1:54:31 <88>
15:57 (70)
坂本 秀夫
1:55:14 <89>
15:48 (65)
中根 正和
1:55:16 <90>
16:42 (86)

Official Timer & Result By Lap SYSTEM

交通安全 第６５回 岡崎市民駅伝競走大会【計25.1km】
一般男子Ⅱ部
順位

総合記録

種目別記録結果一覧表
ﾅﾝﾊﾞｰ

チ ー ム 名

91

1:55:55

251

岡高陸上部ＯＢ-Ｚ

92

1:56:26

177

岡崎市福祉事業団（福祉の村）

93

1:56:48

222

岡崎市福祉事業団（ＯＦＪ）

94

1:57:40

228

ＰｒｏｊｅｃｔＸ＋１

95

1:58:32

191

岡崎資源回収協同組合

96

1:58:41

221

チーム高島や

97

1:58:57

175

チームサザエさん（ワカメも杉田商店）

98

1:59:05

232

テレビ愛知ＲＣメリ夫

99

2:00:11

205

チームＫＡＴＳＵＹＡ

100

2:01:24

184

税理士会 岡崎支部

101

2:02:19

201

あいさつおもいやりいまがたいせつＢ

102

2:03:45

249

趣庵

103

2:05:08

209

三菱自工ＢＲＴ-夏

104

2:06:32

237

コマニー 三河営業所

105

2:09:00

241

岡崎税務署Ｂ

106

2:12:19

242

岡崎税務署Ｃ

233

テレビ愛知ＲＣピカチュー

DNF

Print : 2014/01/19 13:04:51

[中学生男子・高校男子・一般男子Ⅰ・一般男子Ⅱ・中学生女子 AM１０：００スタート]
[高校女子・一般女子 AM１０：３０スタート]
１区（６.３ｋｍ）
柴田 訓
0:29:17 <100>
29:17 (100)
新井 栄作
0:28:08 <89>
28:08 (89)
市川 博
0:28:30 <93>
28:30 (93)
西崎 昌良
0:27:17 <83>
27:17 (83)
佐久間 新
0:28:28 <92>
28:28 (92)
中江 佳伸以
0:28:37 <94>
28:37 (94)
鳥居 邦宏
0:30:02 <105>
30:02 (105)
桑田 耕匠
0:25:32 <56>
25:32 (56)
辻村 直樹
0:29:55 <103>
29:55 (103)
平岩 邦明
0:30:12 <106>
30:12 (106)
長屋 則幸
0:26:24 <71>
26:24 (71)
溝口 和幸
0:28:43 <95>
28:43 (95)
木村 幸仁
0:27:57 <88>
27:57 (88)
山内 正昭
0:29:07 <99>
29:07 (99)
中江 良太
0:30:14 <107>
30:14 (107)
小林 洋輔
0:30:01 <104>
30:01 (104)
中西 諒平
0:27:10 <82>
27:10 (82)

２区（３.１ｋm）
佐野 幸浩
0:44:12 <99>
14:55 (79)
伊藤 紗央里
0:44:15 <100>
16:07 (95)
高田 有理
0:43:32 <95>
15:02 (82)
杉浦 友彦
0:45:21 <102>
18:04 (107)
新實 真武
0:43:03 <90>
14:35 (72)
相川 誠司
0:43:09 <92>
14:32 (70)
畔栁 加容子
0:43:53 <96>
13:51 (56)
小倉 啓輔
0:39:30 <54>
13:58 (58)
本田 晴美
0:45:36 <104>
15:41 (93)
伊藤 浩
0:47:07 <106>
16:55 (102)
丸山 順子
0:44:04 <98>
17:40 (105)
井坂 翔
0:45:24 <103>
16:41 (101)
桜井 裕巳
0:41:57 <81>
14:00 (59)
鈴木 紀久
0:43:28 <94>
14:21 (65)
伊藤 巳奈
0:46:37 <105>
16:23 (99)
栗田 有美
0:48:00 <107>
17:59 (106)
斎藤 健志
0:42:03 <83>
14:53 (78)
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2014年1月19日

※ <上段通過>
(下段区間)

３区（５.７ｋm）

４区（３.０ｋm）

５区（３.６ｋm）

６区（３.４ｋm）

野村 顕史
1:08:43 <91>
24:31 (74)
石原 健二
1:08:44 <92>
24:29 (73)
成瀬 貴之
1:08:08 <89>
24:36 (79)
鈴木 正通
1:10:47 <98>
25:26 (88)
横山 忠男
1:10:16 <97>
27:13 (100)
横畑 裕
1:08:11 <90>
25:02 (82)
荻野 真市
1:13:00 <101>
29:07 (102)
酒井 辰行
1:04:09 <71>
24:39 (80)
山崎 実
1:12:36 <100>
27:00 (97)
岩原 健
1:14:04 <103>
26:57 (96)
山下 浩太郎
1:09:47 <95>
25:43 (90)
井坂 領斗
1:17:47 <105>
32:23 (106)
長屋 善之
1:18:18 <106>
36:21 (107)
伊達 貴史
1:13:15 <102>
29:47 (103)
田中 康太
1:17:12 <104>
30:35 (104)
松野 和彦
1:18:35 <107>
30:35 (104)
石井 邦房
1:06:20 <81>
24:17 (68)

山本 成良
1:22:43 <91>
14:00 (88)
川澄 裕行
1:22:40 <90>
13:56 (86)
池田 博
1:22:08 <88>
14:00 (88)
鈴沖 直人
1:23:02 <93>
12:15 (42)
新實 勝二
1:23:35 <97>
13:19 (75)
鳥居 奨
1:21:44 <86>
13:33 (82)
原田 稔
1:26:43 <99>
13:43 (84)
森 一貴
1:18:59 <81>
14:50 (97)
氷室 勝也
1:27:45 <100>
15:09 (99)
松井 寛人
1:28:57 <101>
14:53 (98)
浅田 健嗣
1:25:44 <98>
15:57 (104)
鈴木 雅史
1:30:58 <103>
13:11 (71)
藤崎 明
1:31:47 <104>
13:29 (80)
岩下 和也
1:29:16 <102>
16:01 (105)
森永 良雄
1:31:55 <105>
14:43 (95)
内田 明
1:35:08 <106>
16:33 (106)
桐山 洋介
<0>
(0)

沖 恭弘
1:39:46 <93>
17:03 (88)
蓑宮 雅之
1:39:36 <92>
16:56 (85)
市原 康司
1:40:31 <96>
18:23 (100)
森田 連長
1:40:16 <95>
17:14 (90)
神谷 清孝
1:42:57 <98>
19:22 (105)
森 昌司
1:39:08 <90>
17:24 (92)
蒲野 真
1:42:27 <97>
15:44 (67)
今井 智久
1:40:05 <94>
21:06 (107)
鈴木 勝彦
1:43:46 <99>
16:01 (71)
加治佐 照幸
1:44:34 <101>
15:37 (63)
高橋 一真
1:43:58 <100>
18:14 (98)
酒井 直樹
1:48:43 <104>
17:45 (96)
山本 信之
1:48:40 <103>
16:53 (83)
吉峯 一成
1:48:34 <102>
19:18 (104)
林 文典
1:50:40 <105>
18:45 (101)
西川 紀之
1:53:57 <106>
18:49 (102)
加藤 稔
<0>
17:07 (89)

松井 佑允
1:55:55 <91>
16:09 (73)
杉浦 荘太郎
1:56:26 <92>
16:50 (87)
羽田 純一朗
1:56:48 <93>
16:17 (75)
真田 智英
1:57:40 <94>
17:24 (91)
柴田 守男
1:58:32 <95>
15:35 (55)
大山 浩志
1:58:41 <96>
19:33 (107)
稲垣 伸隆
1:58:57 <97>
16:30 (83)
村瀬 充
1:59:05 <98>
19:00 (105)
長谷川 徹
2:00:11 <99>
16:25 (79)
大宮 龍幸
2:01:24 <100>
16:50 (87)
矢野 健太郎
2:02:19 <101>
18:21 (99)
井坂 真吾
2:03:45 <102>
15:02 (44)
栗原 正敏
2:05:08 <103>
16:28 (82)
上田 秀久
2:06:32 <104>
17:58 (95)
伊藤 雅史
2:09:00 <105>
18:20 (98)
髙橋 孝彰
2:12:19 <106>
18:22 (100)
伊藤 嘉章
<999>
16:26 (81)

Official Timer & Result By Lap SYSTEM

