
クラス 順位 チーム名 総合タイム

男性の部 （参考記録） 即席TAMA 1:24'45" (3) 20.37 (1) 20.09 (1) 21.58 (4) 22.01

(2) 40.46 (1) 1.02.44 (1) 1.24.45

一般の部 1 ワタッチ！ 1:27'35" (1) 19.41 (3) 20.26 (9) 26.07 (3) 21.21

(1) 40.07 (2) 1.06.14 (2) 1.27.35

男性の部 2 チーム おりも 1:27'46" (2) 19.43 (8) 24.56 (2) 22.20 (1) 20.47

(3) 44.39 (3) 1.06.59 (3) 1.27.46

男性の部 （参考記録） 即席TAMA2 1:33'35" (5) 22.56 (4) 22.51 (6) 25.35 (6) 22.13

(4) 45.47 (4) 1.11.22 (4) 1.33.35

一般の部 （参考記録） TEAM SUGI 1:35'15" (13) 27.49 (2) 20.16 (8) 25.55 (2) 21.15

(7) 48.05 (7) 1.14.00 (5) 1.35.15

男性の部 3 TEAM 枝豆 1:36'30" (4) 22.37 (6) 23.37 (4) 25.27 (8) 24.49

(5) 46.14 (5) 1.11.41 (6) 1.36.30

男性の部 4 安全運転 1:37'23" (10) 25.23 (7) 24.03 (7) 25.53 (5) 22.04

(8) 49.26 (8) 1.15.19 (7) 1.37.23

男性の部 5 TEAM 狛江 1:38'18" (8) 24.26 (5) 23.14 (5) 25.28 (9) 25.10

(6) 47.40 (6) 1.13.08 (8) 1.38.18

男性の部 6 アナコンダ 1:43'13" (6) 24.06 (9) 25.46 (11) 28.43 (7) 24.38

(9) 49.52 (9) 1.18.35 (9) 1.43.13

中村 容明 白石 優 西村 亜輝彦 菊野 長正

立道 雅央 藤間 航平 古内 洋一 冨田 泰

坂下 聡太 橋口 慎哉 平山 平大 花田 高彬

猪野 祐介 小野 敏樹 鈴木 大介 垣内 友太

徳平 弘毅 久木田 健太郎 尾上 誠司 下川 淳二

長田　慶之 古里　好則 一宮　光夫 伴野　浩之

高久　正義 杉田　翼 上田　茂雄

三部 雅人 中本 亘 齊藤 由貴 漆畑 航平

織裳 敏夫 飯川 勝也 大内 淳 佐々木 紀和

5km 5km 5km 5km

松原　克明 亀井　芳樹 高橋 翔 川口　晃生

TAMA駅伝記録表 開催日: 2017/12/9

1 区 2 区 3 区 4 区



男性の部 7 TEAM 古墳 1:47'30" (7) 24.09 (13) 33.50 (3) 23.08 (10) 26.23

(13) 57.59 (10) 1.21.07 (10) 1.47.30

一般の部 8 日立2001 1:52'36" (12) 27.36 (10) 27.26 (10) 26.36 (13) 30.58

(11) 55.02 (11) 1.21.38 (11) 1.52.36

一般の部 9 HONOLULUn 1:54'03" (11) 27.14 (12) 29.46 (12) 29.06 (12) 27.57

(12) 57.00 (12) 1.26.06 (12) 1.54.03

一般の部 10 IC 1:54'33" (9) 25.15 (11) 27.37 (13) 34.11 (11) 27.30

(10) 52.52 (13) 1.27.03 (13) 1.54.33

上段:区間成績　下段:累計成績

順位 チーム名 総合タイム

即席TAMA（参考） 1:24'45" (2) 20.37 (1) 20.09 (1) 21.58 (2) 22.01

(1) 40.46 (1) 1.02.44 (1) 1.24.45

1 チーム おりも 1:27'46" (1) 19.43 (6) 24.56 (2) 22.20 (1) 20.47

(2) 44.39 (2) 1.06.59 (2) 1.27.46

即席TAMA2（参考） 1:33'35" (4) 22.56 (2) 22.51 (6) 25.35 (4) 22.13

(3) 45.47 (3) 1.11.22 (3) 1.33.35

2 TEAM 枝豆 1:36'30" (3) 22.37 (4) 23.37 (4) 25.27 (6) 24.49

(4) 46.14 (4) 1.11.41 (4) 1.36.30

3 安全運転 1:37'23" (8) 25.23 (5) 24.03 (7) 25.53 (3) 22.04

(6) 49.26 (6) 1.15.19 (5) 1.37.23

臼杵　裕代 田中　美由紀 香山　真紀 内藤　ひろみ

林　真一朗 横川　奈々子 長谷川　誠 谷口　高広

小川 祐一 大山 友和 中澤 知美 木村 大助

立道 雅央 藤間 航平 古内 洋一 冨田 泰

猪野 祐介 小野 敏樹 鈴木 大介 垣内 友太

徳平 弘毅 久木田 健太郎 尾上 誠司 下川 淳二

織裳 敏夫 飯川 勝也 大内 淳 佐々木 紀和

長田　慶之 古里　好則 一宮　光夫 伴野　浩之

5km 5km 5km 5km

松原　克明 亀井　芳樹 高橋 翔 川口　晃生

TAMA駅伝記録表 (男性の部クラス) 開催日: 2017/12/9

1 区 2 区 3 区 4 区



4 TEAM 狛江 1:38'18" (7) 24.26 (3) 23.14 (5) 25.28 (7) 25.10

(5) 47.40 (5) 1.13.08 (6) 1.38.18

5 アナコンダ 1:43'13" (5) 24.06 (7) 25.46 (8) 28.43 (5) 24.38

(7) 49.52 (7) 1.18.35 (7) 1.43.13

6 TEAM 古墳 1:47'30" (6) 24.09 (8) 33.50 (3) 23.08 (8) 26.23

(8) 57.59 (8) 1.21.07 (8) 1.47.30

上段:区間成績　下段:累計成績

順位 チーム名 総合タイム

1 ワタッチ！ 1:27'35" (1) 19.41 (2) 20.26 (2) 26.07 (2) 21.21

(1) 40.07 (1) 1.06.14 (1) 1.27.35

TEAM SUGI（参考） 1:35'15" (5) 27.49 (1) 20.16 (1) 25.55 (1) 21.15

(2) 48.05 (2) 1.14.00 (2) 1.35.15

2 日立2001 1:52'36" (4) 27.36 (3) 27.26 (3) 26.36 (5) 30.58

(4) 55.02 (3) 1.21.38 (3) 1.52.36

3 HONOLULUn 1:54'03" (3) 27.14 (5) 29.46 (4) 29.06 (4) 27.57

(5) 57.00 (4) 1.26.06 (4) 1.54.03

4 IC 1:54'33" (2) 25.15 (4) 27.37 (5) 34.11 (3) 27.30

(3) 52.52 (5) 1.27.03 (5) 1.54.33

上段:区間成績　下段:累計成績

区間順位

中村 容明 白石 優 西村 亜輝彦 菊野 長正

坂下 聡太 橋口 慎哉 平山 平大 花田 高彬

臼杵　裕代 田中　美由紀 香山　真紀 内藤　ひろみ

林　真一朗 横川　奈々子 長谷川　誠 谷口　高広

高久　正義 杉田　翼 上田　茂雄 杉田　翼

小川 祐一 大山 友和 中澤 知美 木村 大助

5km 5km 5km 5km

三部 雅人 中本 亘 齊藤 由貴 漆畑 航平

TAMA駅伝記録表 (一般の部クラス) 開催日: 2017/12/9

1 区 2 区 3 区 4 区



1区 (5kmkm) 2区 (5kmkm) 3区 (5kmkm) 4区 (5kmkm)

順位 走者 チーム名 区間タイム 順位 走者 チーム名 区間タイム 順位 走者 チーム名 区間タイム 順位 走者 チーム名 区間タイム

1 三部 雅人 (ワタッチ！) 19'41" 1 亀井　芳樹 (即席TAMA) 20'09" 1 高橋 翔 (即席TAMA) 21'58" 1 佐々木 紀和 (チーム おりも) 20'47"

2 織裳 敏夫 (チーム おりも) 19'43" 2 杉田　翼 (TEAM SUGI) 20'16" 2 大内 淳 (チーム おりも) 22'20" 2 杉田　翼 (TEAM SUGI) 21'15"

3 松原　克明 (即席TAMA) 20'37" 3 中本 亘 (ワタッチ！) 20'26" 3 西村 亜輝彦 (TEAM 古墳) 23'08" 3 漆畑 航平 (ワタッチ！) 21'21"

4 猪野 祐介 (TEAM 枝豆) 22'37" 4 古里　好則 (即席TAMA2) 22'51" 4 鈴木 大介 (TEAM 枝豆) 25'27" 4 川口　晃生 (即席TAMA) 22'01"

5 長田　慶之 (即席TAMA2) 22'56" 5 藤間 航平 (TEAM 狛江) 23'14" 5 古内 洋一 (TEAM 狛江) 25'28" 5 下川 淳二 (安全運転) 22'04"

6 坂下 聡太 (アナコンダ) 24'06" 6 小野 敏樹 (TEAM 枝豆) 23'37" 6 一宮　光夫 (即席TAMA2) 25'35" 6 伴野　浩之 (即席TAMA2) 22'13"

7 中村 容明 (TEAM 古墳) 24'09" 7 久木田 健太郎 (安全運転) 24'03" 7 尾上 誠司 (安全運転) 25'53" 7 花田 高彬 (アナコンダ) 24'38"

8 立道 雅央 (TEAM 狛江) 24'26" 8 飯川 勝也 (チーム おりも) 24'56" 8 上田　茂雄 (TEAM SUGI) 25'55" 8 垣内 友太 (TEAM 枝豆) 24'49"

9 林　真一朗 (IC) 25'15" 9 橋口 慎哉 (アナコンダ) 25'46" 9 齊藤 由貴 (ワタッチ！) 26'07" 9 冨田 泰 (TEAM 狛江) 25'10"

10 徳平 弘毅 (安全運転) 25'23" 10 大山 友和 (日立2001) 27'26" 10 中澤 知美 (日立2001) 26'36" 10 菊野 長正 (TEAM 古墳) 26'23"

11 臼杵　裕代 (HONOLULUn) 27'14" 11 横川　奈々子 (IC) 27'37" 11 平山 平大 (アナコンダ) 28'43" 11 谷口　高広 (IC) 27'30"

12 小川 祐一 (日立2001) 27'36" 12 田中　美由紀 (HONOLULUn) 29'46" 12 香山　真紀 (HONOLULUn) 29'06" 12 内藤　ひろみ (HONOLULUn) 27'57"

13 高久　正義 (TEAM SUGI) 27'49" 13 白石 優 (TEAM 古墳) 33'50" 13 長谷川　誠 (IC) 34'11" 13 木村 大助 (日立2001) 30'58"


