
順位 チーム名 総合タイム

1 川崎北高校 1:12'58" (1) 17.18 (1) 18.37 (1) 19.22 (2) 17.41

(1) 35.55 (1) 55.17 (1) 1.12.58

2 NESIC若旦那 1:16'32" (2) 17.21 (2) 19.01 (2) 20.35 (3) 19.35

(2) 36.22 (2) 56.57 (2) 1.16.32

3 SW1 1:25'45" (4) 20.01 (3) 20.43 (4) 22.47 (7) 22.14

(3) 40.44 (3) 1.03.31 (3) 1.25.45

4 生沢鷹取RC 1:26'13" (6) 20.37 (5) 21.32 (5) 22.49 (5) 21.15

(4) 42.09 (4) 1.04.58 (4) 1.26.13

5 タムタムランニングクラブ 1:26'17" (7) 21.51 (10) 23.54 (9) 23.39 (1) 16.53

(7) 45.45 (7) 1.09.24 (5) 1.26.17

6 NESICはやぶさ 1:30'47" (8) 22.30 (7) 22.50 (6) 23.00 (8) 22.27

(6) 45.20 (6) 1.08.20 (6) 1.30.47

7 ミニオンズ 1:32'15" (5) 20.18 (8) 23.06 (7) 23.26 (11) 25.25

(5) 43.24 (5) 1.06.50 (7) 1.32.15

8 第一チーム 1:34'21" (13) 26.15 (9) 23.26 (8) 23.37 (4) 21.03

(10) 49.41 (8) 1.13.18 (8) 1.34.21

9 STF05girl 1:41'51" (10) 24.20 (11) 24.28 (13) 28.12 (10) 24.51

(9) 48.48 (11) 1.17.00 (9) 1.41.51

10 CAマラソンチーム 1:43'27" (12) 25.49 (12) 25.08 (11) 26.43 (13) 25.47

(12) 50.57 (12) 1.17.40 (10) 1.43.27

11 烏合のランナーズ 1:44'01" (14) 28.33 (4) 21.24 (15) 30.17 (9) 23.47

(11) 49.57 (13) 1.20.14 (11) 1.44.01

12 大妻高校陸上部OG 1:44'53" (9) 23.13 (15) 35.52 (10) 23.52 (6) 21.56

(14) 59.05 (14) 1.22.57 (12) 1.44.53

13 第二チーム 1:45'53" (11) 25.06 (6) 22.06 (14) 28.56 (14) 29.45

(8) 47.12 (10) 1.16.08 (13) 1.45.53

14 SW2 1:46'37" (3) 19.51 (14) 32.38 (3) 22.01 (15) 32.07

(13) 52.29 (9) 1.14.30 (14) 1.46.37

15 花水木RC 1:52'19" (15) 29.46 (13) 29.54 (12) 27.12 (12) 25.27

(15) 59.40 (15) 1.26.52 (15) 1.52.19

ISO駅伝部 途中棄権 

アンカー皇居ラン部チームA 途中棄権 

NESIC混成 途中棄権 

team KAN 途中棄権 

アンカー皇居ラン部チームB 途中棄権 

上段:区間成績　下段:累計成績

区間順位

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 大竹　真生 (川崎北高校) 17'18" 1 篠崎　遥貴 (川崎北高校) 18'37" 1 原田　大夢 (川崎北高校) 19'22" 1 佐藤　心雄 (タムタムランニングクラブ) 16'53"

2 市原 巧 (NESIC若旦那) 17'21" 2 伊藤 系 (NESIC若旦那) 19'01" 2 渡部 有悟 (NESIC若旦那) 20'35" 2 林　陸斗 (川崎北高校) 17'41"

長村 真弓 内田 和利 坪松 孝将 細井 文一

吹野 美登 坂本 奈津子 伊藤 和徳 田村 幸江

菅 信一郎 菅 祐介 菅 かおり 菅 直哉

小出健一郎 横川湧亮 和村卓哉 村山茂央

寺島 亮太 雨宮 清貴 松谷 修 中森 陽介

亀井 芳樹 後藤 真理子 古里 好則 平松 由香

横張 裕子 茂木 千夏

コール ビリー

久保 書枝

背古 穂乃香 座間 千枝 廣瀬　恵里 小林　知世

石井 敦 関原 諒 諸戸 伸矢 高須 浩司

井上 健二 山内 直人 丸山 良直 歌川 裕太

林　泰弘 坂口　修 平井　誠 小細　宏人

阿部 真也 甲斐 智博 矢吹 経一 米倉 二郎

渡辺　恵美子 堀田　由佳 張替　愛 高橋　弘尭

小林 隆哉 菅沼 泰弘 宮迫 玄 川崎 明宏

後藤 晃治郎 樽川 智也 藤河 健太 服部 真也

石塚 元気 渡邊 之仁 二宮 和義 二宮 義彦

岡田 岳大 岡田 理絵 益田　はるみ 佐藤　心雄

市原 巧 伊藤 系 渡部 有悟 小澤 遼也

高橋 翔 杉田 翼人 川口　晃生 中栄 敦

5km 5km 5km 5km

大竹　真生 篠崎　遥貴 原田　大夢 林　陸斗

第10回・TAMA駅伝記録表 開催日: 2018/10/21

1 区 2 区 3 区 4 区



3 亀井 芳樹 (SW2) 19'51" 3 杉田 翼人 (SW1) 20'43" 3 古里 好則 (SW2) 22'01" 3 小澤 遼也 (NESIC若旦那) 19'35"

4 高橋 翔 (SW1) 20'01" 4 坂口　修 (烏合のランナーズ) 21'24" 4 川口　晃生 (SW1) 22'47" 4 米倉 二郎 (第一チーム) 21'03"

5 後藤 晃治郎 (ミニオンズ) 20'18" 5 渡邊 之仁 (生沢鷹取RC) 21'32" 5 二宮 和義 (生沢鷹取RC) 22'49" 5 二宮 義彦 (生沢鷹取RC) 21'15"

6 石塚 元気 (生沢鷹取RC) 20'37" 6 関原 諒 (第二チーム) 22'06" 6 宮迫 玄 (NESICはやぶさ) 23'00" 6 

小林　知

世 (大妻高校陸上部OG) 21'56"

7 岡田 岳大 (タムタムランニングクラブ) 21'51" 7 菅沼 泰弘 (NESICはやぶさ) 22'50" 7 藤河 健太 (ミニオンズ) 23'26" 7 中栄 敦 (SW1) 22'14"

8 小林 隆哉 (NESICはやぶさ) 22'30" 8 樽川 智也 (ミニオンズ) 23'06" 8 矢吹 経一 (第一チーム) 23'37" 8 川崎 明宏 (NESICはやぶさ) 22'27"

9 背古 穂乃香 (大妻高校陸上部OG) 23'13" 9 甲斐 智博 (第一チーム) 23'26" 9 益田　はるみ (タムタムランニングクラブ) 23'39" 9 小細　宏人 (烏合のランナーズ) 23'47"

10 渡辺　恵美子 (STF05girl) 24'20" 10 岡田 理絵 (タムタムランニングクラブ) 23'54" 10 廣瀬　恵里 (大妻高校陸上部OG) 23'52" 10 高橋　弘尭 (STF05girl) 24'51"

11 石井 敦 (第二チーム) 25'06" 11 堀田　由佳 (STF05girl) 24'28" 11 丸山 良直 (CAマラソンチーム) 26'43" 11 服部 真也 (ミニオンズ) 25'25"

12 井上 健二 (CAマラソンチーム) 25'49" 12 山内 直人 (CAマラソンチーム) 25'08" 12 コール ビリー (花水木RC) 27'12" 12 久保 書枝 (花水木RC) 25'27"

13 阿部 真也 (第一チーム) 26'15" 13 茂木 千夏 (花水木RC) 29'54" 13 張替　愛 (STF05girl) 28'12" 13 歌川 裕太 (CAマラソンチーム) 25'47"

14 林　泰弘 (烏合のランナーズ) 28'33" 14 後藤 真理子 (SW2) 32'38" 14 諸戸 伸矢 (第二チーム) 28'56" 14 高須 浩司 (第二チーム) 29'45"

15 横張 裕子 (花水木RC) 29'46" 15 座間 千枝 (大妻高校陸上部OG) 35'52" 15 平井　誠 (烏合のランナーズ) 30'17" 15 平松 由香 (SW2) 32'07"

小出健一郎 (ISO駅伝部) 横川湧亮 (ISO駅伝部) 和村卓哉 (ISO駅伝部) 村山茂央 (ISO駅伝部)

寺島 亮太 (アンカー皇居ラン部チームA) 雨宮 清貴 (アンカー皇居ラン部チームA) 松谷 修 (アンカー皇居ラン部チームA) 中森 陽介 (アンカー皇居ラン部チームA)

吹野 美登 (NESIC混成) 坂本 奈津子 (NESIC混成) 伊藤 和徳 (NESIC混成) 田村 幸江 (NESIC混成)

菅 信一郎 (team KAN) 菅 祐介 (team KAN) 菅 かおり (team KAN) 菅 直哉 (team KAN)

長村 真弓 (アンカー皇居ラン部チームB) 内田 和利 (アンカー皇居ラン部チームB) 坪松 孝将 (アンカー皇居ラン部チームB) 細井 文一 (アンカー皇居ラン部チームB)


