
順位 チーム名 総合タイム

ＳＷ1 1:39'18" (1) 19.23 (2) 21.17 (4) 24.36 (5) 34.02

（参考） (1) 40.40 (2) 1.05.16 (1) 1.39.18

1 チームシーコン 1:42'23" (5) 25.37 (6) 29.34 (5) 25.24 (1) 21.48

(5) 55.11 (6) 1.20.35 (2) 1.42.23

2 田無薬品２ 1:42'40" (4) 24.55 (4) 28.29 (3) 23.40 (4) 25.36

(4) 53.24 (4) 1.17.04 (3) 1.42.40

3 田無薬品１ 1:42'52" (7) 27.49 (5) 28.45 (2) 23.31 (3) 22.47

(6) 56.34 (5) 1.20.05 (4) 1.42.52

4 チームシーコン２ 1:52'43" (3) 24.30 (7) 32.41 (7) 32.56 (2) 22.36

(7) 57.11 (7) 1.30.07 (5) 1.52.43

ＳＷ5 途中棄権 (6) 25.41 (1) 19.16 (6) 25.41

(3) 44.57 (3) 1.10.38

ＳＷ２ 途中棄権 (2) 19.41 (3) 23.16 (1) 21.47

(2) 42.57 (1) 1.04.44

上段:区間成績　下段:累計成績

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 亀井　太郎 (ＳＷ1) 19'23" 1 杉田　太陽 (ＳＷ5) 19'16" 1 木浦　進 (ＳＷ２) 21'47" 1 飯吉 真 (チームシーコン ) 21'48"

2 福原　政治 (ＳＷ２) 19'41" 2 吉本　良一 (ＳＷ1) 21'17" 2 中村 邦男 (田無薬品１) 23'31" 2 清水 彰彦 (チームシーコン２) 22'36"

3 麻生 義幸 (チームシーコン２) 24'30" 3 鎌倉　洋二 (ＳＷ２) 23'16" 3 高橋 幸司 (田無薬品２) 23'40" 3 大島 寛 (田無薬品１) 22'47"

4 渡邊 理紗 (田無薬品２) 24'55" 4 金森 成香 (田無薬品２) 28'29" 4 千野　里子 (ＳＷ1) 24'36" 4 本屋敷 彬鼓 (田無薬品２) 25'36"

5 服部 芳雄 (チームシーコン ) 25'37" 5 板橋 里恵 (田無薬品１) 28'45" 5 折居 正広 (チームシーコン ) 25'24" 5 平松　美紀 (ＳＷ1) 34'02"

6 高橋　翔 (ＳＷ5) 25'41" 6 和崎 菜々美 (チームシーコン ) 29'34" 6 一宮　保 (ＳＷ5) 25'41" 二宮　三太郎 (ＳＷ5)

7 村井 萌 (田無薬品１) 27'49" 7 久保 理子 (チームシーコン２) 32'41" 7 久保 玲奈 (チームシーコン２) 32'56" (ＳＷ２)

高橋　翔 杉田　太陽 一宮　保

福原　政治 鎌倉　洋二 木浦　進

村井 萌 板橋 里恵 中村 邦男 大島 寛

麻生 義幸 久保 理子 久保 玲奈 清水 彰彦

服部 芳雄 和崎 菜々美 折居 正広 飯吉 真

渡邊 理紗 金森 成香 高橋 幸司 本屋敷 彬鼓

5km 5km 5km 5km

亀井　太郎 吉本　良一 千野　里子 平松　美紀
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