
【リザルト】

1周の距離 : 約 1.5km

タイム トップ差

3時間リレーマラソン　男子の部
スタート時刻 :12:30
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周回数順位 No. 【上】チーム名・【下】都道府県　　　/　　　チームメンバー

1 610 0:002:59:56.30大宮32連隊 37恒吉 奨/高柴 玲央/山根 明大/桐原 将史

埼玉県 /山崎 雄大

2 625 -1 Lap2:58:10.90札南駅伝部OB 36成瀬 拓也/生駒 佑人/福嶋 篤

北海道

3 624 -1 Lap2:59:29.90習志野公務員ﾁｰﾑ 36吉原　昌宏/新垣　勝裕/川原　紳/黒澤　旭

埼玉県 /茂垣　雄大/柳田　儀宣

4 617 -5 Lap2:55:21.10んだべぇラン 32向後 隼平/荒井 大樹/湯田 和樹/斎藤 大也

福島県 /阿久津 忠寛/渡部 良太

5 621 -5 Lap2:59:45.70MGCチームG 32下川 敬輔/梅津 僚太郎/山田 翔/浜中 諒

千葉県 /熊沢 優音/田所 弘晃/小松 晃樹

6 602 -7 Lap2:58:04.40ＡＣ我妻 30荒井 勇喜/島田 温彦

宮城県

7 619 -7 Lap2:59:05.40ザカニシエンタ 30大湊 将斗/西坂 祐樹/大森 望/石川 亮

神奈川県 /安江 弘樹/小野 雄貴

8 622 -8 Lap2:55:23.20チームいちがん 29松本 朋之/古澤 卓二/渡邉 信也/石川 隆行

福島県 /日下 文明/大澤 正人/田原 仁浩/齋藤 聡

9 620 -9 Lap2:56:04.20マイネット 28黛 昂憲/上原 仁/井桁 謙二/春石 涼太

東京都 /堀越 一希/神田 尚彦

10 611 -11 Lap2:55:52.90ちぇあ～ず 26横手 大輔/佐藤 勝宏/伊藤 章俊/穐葉 誠哉

千葉県 /梅田 勲

11 616 -11 Lap2:59:22.60Toddler 26清水 直輝/小澤 哲夫/岡 勇人/丸山 博史

東京都 /廣田 恭樹/笠野 孝雄

12 628 -11 Lap2:59:24.40駿チーム青二才 26庄司 健太/大渕 涼介/石川 祥汰/岡田 大我

熊本県 /神谷 樹生/杉浦 慶太/根井 征輝/今堀 駿

13 609 -12 Lap2:56:54.20チームくりはら 25栗原 隆/高岡 聖/阪井 雅之/小久保 竜佑

 静岡県

14 630 -12 Lap2:57:48.30teamミユ毛 25福島 友紀/小澤 孝規/飯山 誠/伊藤 弘明

埼玉県 /矢内 大介/高橋 恭輔/小川 大貴

15 618 -12 Lap2:58:19.90チームＧＳ 25賀口 陽介/目黒 達生/嶋村 正信/石橋 広一

千葉県 /岩村 嘉雄/黒坂 裕之

16 627 -12 Lap2:58:27.70駿チーム師匠 25菅原 堅太/長利 銀二/山本 敏雄/宮田 和浩

熊本県 /河角 健実/羽鳥 直/源川 真成/二階堂 義雄

17 601 -12 Lap2:58:46.00慶應MDP 25渕上 貴広/及川 満

大阪府

18 608 -12 Lap2:58:53.30チーム風間 25風間 浩孝/立花 伸一/花村 直樹/大澤 聖史

 静岡県

19 604 -12 Lap2:59:49.30元田マラソンA 25元田　貴志/加藤　陽三/青木　陽一

広島県

20 615 -13 Lap2:51:48.30AEC Bチーム 24宮川　大和/高橋　慶/大川　紘平/瑞慶村　幸彦

東京都 /藤本　健一/福田　滋

21 605 -13 Lap2:52:50.60元田マラソンC 24中原　功策/大野　宇洋/片岡　晃太朗

福岡県

22 612 -13 Lap2:57:47.00チーム須和田 24鈴木 修/石井 喜身/関 修治/宮内 洋一

千葉県 /田中　康介/竹内 光司/松本 祥平

23 606 -13 Lap2:58:26.30MEITEI 24青木 邦彦/若井 勝也/阿部 浩介

24 607 -14 Lap2:52:08.10チーム田村 23田村 康治/大竹 秀/小林 貢/伊藤 勝廣

山口県
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周回数順位 No. 【上】チーム名・【下】都道府県　　　/　　　チームメンバー

25 614 -14 Lap2:52:51.00AEC Aチーム 23金城　知広/入田　隆/西村　顕志/清水　勝也

沖縄県 /中尾　吉晴/原田　典明

26 623 -14 Lap2:53:41.80岡山トヨタA 23今井 英行/神田 正智/菊池 景太/福武 誠

岡山県 /加藤 修義/多田 明智/大久保 順哉

27 613 -20 Lap1:57:57.60でんでん猿さん 17町田 元/村上 大介/圓城 康輔/松尾 昇武

大阪府 /綛谷 元浩

603 -37 Lap中丸くん 0中丸 隆之/中丸 義之

神奈川県


