
第1回川崎国際EKIDEN

高校生の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
奥園 翔太1 11 法政大学第二高等学校

2:16:49

33:05 9:25 26:31 26:04

0:33:05 0:42:30 1:09:01 1:35:05

(4) (1) (1) (1)

(4) (4) (1) (1)

松本 純弥 鈴木 志吹 藤井 陽向

9:04

1:44:09

(1)

(1)

石川 昌樹

17:13 15:27

2:01:22 2:16:49

(4) (1)

(1) (1)

三原 康徳 内田 隼太

小林 真生2 12 法政大学第二高等学校
Ａ 2:20:26

32:28 9:27 27:19 26:39

0:32:28 0:41:55 1:09:14 1:35:53

(1) (2) (4) (2)

(1) (1) (4) (2)

北野 大輔 加藤 幸一郎 坂本 清弥

10:17

1:46:10

(5)

(2)

鈴木 翔太

16:42 17:34

2:02:52 2:20:26

(1) (4)

(2) (2)

上村 佳輝 告宮 成哉

安澤 駿空3 13 法政大学第二高等学校
Ｂ 2:21:28

32:45 9:29 26:54 27:23

0:32:45 0:42:14 1:09:08 1:36:31

(2) (4) (3) (4)

(2) (2) (2) (3)

宮下 朝光 蛭田 哲平 中澤 浩太

10:35

1:47:06

(6)

(3)

本間 心

17:03 17:19

2:04:09 2:21:28

(3) (2)

(3) (3)

齋藤 享悟 栗山 凌輔

氏家 圭一郎4 4 東海大相模高校A

2:22:16

32:55 9:27 26:46 28:37

0:32:55 0:42:22 1:09:08 1:37:45

(3) (2) (2) (6)

(3) (3) (3) (4)

小山 来輝 吉田 輝明 佐藤 大地

10:06

1:47:51

(4)

(4)

田中 翔太

16:57 17:28

2:04:48 2:22:16

(2) (3)

(4) (4)

前原 康成 野村 晏聖

倉澤 大介5 8 東京高校

2:26:43

36:07 9:51 28:17 27:07

0:36:07 0:45:58 1:14:15 1:41:22

(10) (5) (5) (3)

(10) (8) (5) (5)

平井 大翔 渡邊 駿 渡部 颯

9:50

1:51:12

(2)

(5)

根岸 優希

17:13 18:18

2:08:25 2:26:43

(4) (7)

(5) (5)

鈴木 貴裕 高橋 隼翔

夏目 空6 3 武蔵野北高校

2:33:03

35:45 10:19 29:46 29:52

0:35:45 0:46:04 1:15:50 1:45:42

(9) (7) (10) (8)

(9) (9) (9) (7)

西山 拓海 横山 憲伸 根本 舜平

11:00

1:56:42

(7)

(7)

武中 隆之介

18:27 17:54

2:15:09 2:33:03

(7) (5)

(6) (6)

小此木 隼翔 阿久津 智広

太田 修太郎7 7 逗子開成B

2:34:32

34:32 10:56 29:15 31:34

0:34:32 0:45:28 1:14:43 1:46:17

(6) (9) (6) (11)

(6) (7) (7) (8)

小田 颯人 髙橋 克生 中島 彬登

11:01

1:57:18

(8)

(8)

財部 樹

18:09 19:05

2:15:27 2:34:32

(6) (11)

(7) (7)

糸原 佑紀 井上 来希

成瀬 史一8 9 生田高校A

2:35:15

34:51 10:31 29:17 29:15

0:34:51 0:45:22 1:14:39 1:43:54

(7) (8) (7) (7)

(7) (5) (6) (6)

松川 航大 緒方 海碧 尾崎 拓海

12:01

1:55:55

(11)

(6)

澤田 莉乃

20:43 18:37

2:16:38 2:35:15

(12) (8)

(9) (8)

高橋 遥南 太田 和然

平田 知基9 6 逗子開成A

2:35:21

37:06 10:06 29:45 30:58

0:37:06 0:47:12 1:16:57 1:47:55

(11) (6) (9) (10)

(11) (10) (11) (11)

塚原 泰 勝又 悠介 半沢 優真

10:03

1:57:58

(3)

(9)

千田 健太郎

18:33 18:50

2:16:31 2:35:21

(8) (10)

(8) (9)

山田 瑛紳 天谷 太亮

山崎 史矢10 2 Ｙ校

2:37:15

34:17 11:09 29:48 32:37

0:34:17 0:45:26 1:15:14 1:47:51

(5) (10) (11) (12)

(5) (6) (8) (10)

髙橋 潤 中山 允 岡田 瑞生

11:09

1:59:00

(9)

(11)

髙橋 大樹

19:38 18:37

2:18:38 2:37:15

(10) (8)

(11) (10)

西村 脩 小谷 遥日

相川 賢人11 10 生田高校B

2:37:35

35:09 12:09 29:29 30:14

0:35:09 0:47:18 1:16:47 1:47:01

(8) (11) (8) (9)

(8) (11) (10) (9)

野津 彩花 仙波 英朗 橋本 岳

11:44

1:58:45

(10)

(10)

田中 優果

19:22 19:28

2:18:07 2:37:35

(9) (12)

(10) (11)

上田 誠剛 網本 奨聖

齋藤 皓介12 5 東海大相模高校B

2:41:04

38:12 13:38 30:39 27:45

0:38:12 0:51:50 1:22:29 1:50:14

(12) (13) (12) (5)

(12) (12) (12) (12)

杉山 佳愛 舘内 将吾 真鍋 悠太

12:21

2:02:35

(12)

(12)

笹岡 愛耶乃

20:33 17:56

2:23:08 2:41:04

(11) (6)

(12) (12)

霜上 萌音 都筑 隆幹

Ewan Yoshu Kishida13 1 KIST HS BOYS

3:06:14

42:59 13:24 35:13 35:18

0:42:59 0:56:23 1:31:36 2:06:54

(13) (12) (13) (13)

(13) (13) (13) (13)

Ayan Morshed Nimit Amitkumar Bhanshali Sidaarth Kumarevel

14:49

2:21:43

(13)

(13)

Yugandhar Jitendra Retharekar

21:46 22:45

2:43:29 3:06:14

(13) (13)

(13) (13)

Yash Verma Rohith Niranjan Sreekumar

1 / 8



第1回川崎国際EKIDEN

一般の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
山口 明津也1 14 亜細亜大学

2:17:32

34:37 9:37 25:20 26:03

0:34:37 0:44:14 1:09:34 1:35:37

(6) (1) (1) (2)

(6) (4) (2) (2)

田巻 直也 横田 大地 西村 涼

9:45

1:45:22

(1)

(2)

石飛 貴啓

16:34 15:36

2:01:56 2:17:32

(1) (1)

(2) (1)

武 雄介 古川 舜

新野 元哉2 16 ＧＡＺＥＬＬＥ

2:18:05

31:55 10:00 26:06 25:53

0:31:55 0:41:55 1:08:01 1:33:54

(2) (3) (2) (1)

(2) (1) (1) (1)

大滝 健司 重本 潤 染野 拓也

9:54

1:43:48

(2)

(1)

嶋田 大也

17:09 17:08

2:00:57 2:18:05

(3) (2)

(1) (2)

飯田 隼人 藤野 滉生

原 捷太郎3 15 中央学院大学AC

2:26:53

34:01 9:53 28:10 27:37

0:34:01 0:43:54 1:12:04 1:39:41

(4) (2) (5) (3)

(4) (3) (4) (3)

青柳 彰紘 大金 駿介 壬生倉 拓弥

11:59

1:51:40

(9)

(3)

関川 祥吾

17:03 18:10

2:08:43 2:26:53

(2) (3)

(3) (3)

篠原 崇希 小玉 健仁

下里 和義4 47 ポップライン萩原と神大
仲間たち 2:32:01

31:32 10:58 27:37 32:03

0:31:32 0:42:30 1:10:07 1:42:10

(1) (6) (4) (12)

(1) (2) (3) (4)

中村 淳一 吉村 尚悟 吉仲 光

11:46

1:53:56

(7)

(4)

池水 勇介

19:39 18:26

2:13:35 2:32:01

(8) (4)

(5) (4)

佐藤 健太 萩原 拓也

大久保 雄矢5 49 良質なタンパク質

2:32:14

35:21 10:31 29:46 28:31

0:35:21 0:45:52 1:15:38 1:44:09

(7) (5) (8) (4)

(7) (5) (5) (5)

塚原 佑典 椎名 寛也 佐藤 政一

10:34

1:54:43

(4)

(5)

伊藤 孝志

18:40 18:51

2:13:23 2:32:14

(7) (6)

(4) (5)

佐藤 成浩 大野 勇気

五木田　駿6 52 多摩川クラブ　駆

2:32:52

35:36 11:26 28:53 29:06

0:35:36 0:47:02 1:15:55 1:45:01

(10) (10) (6) (5)

(10) (8) (7) (6)

徳末　孝則 山本　昌孝 浅井　創太

10:04

1:55:05

(3)

(6)

杉田　雅紀

18:31 19:16

2:13:36 2:32:52

(6) (9)

(6) (6)

宮崎　博也 深田　祐一

村木 大輔7 35 青竹荘 A

2:34:01

36:42 10:11 28:59 30:07

0:36:42 0:46:53 1:15:52 1:45:59

(16) (4) (7) (9)

(16) (7) (6) (7)

堀 義和 野上 晴之 藤田 啓史

11:24

1:57:23

(5)

(7)

木屋村 守

18:00 18:38

2:15:23 2:34:01

(4) (5)

(7) (7)

下島 千明 稲村 淳

高木 一成8 51 藤井一樹RC

2:39:01

41:16 11:12 26:56 30:05

0:41:16 0:52:28 1:19:24 1:49:29

(23) (7) (3) (8)

(23) (17) (10) (10)

前田 崚登 下川 唯布輝 大木 康生

11:41

2:01:10

(6)

(9)

中田 武志

18:29 19:22

2:19:39 2:39:01

(5) (10)

(8) (8)

藤井 一樹 前表 幸作

沼田 泰希9 45 モーニング息子

2:40:33

35:21 11:21 30:34 29:49

0:35:21 0:46:42 1:17:16 1:47:05

(8) (9) (10) (7)

(8) (6) (8) (8)

佐藤 祐介 中水 良 加藤 隆太

13:07

2:00:12

(15)

(8)

一宮 周平

21:13 19:08

2:21:25 2:40:33

(12) (7)

(9) (9)

小泉 輝明 杉山 健司

鈴木 佑助10 18 出光千葉

2:45:06

38:06 11:56 31:54 31:00

0:38:06 0:50:02 1:21:56 1:52:56

(17) (11) (12) (10)

(17) (14) (13) (12)

松本 尚人 末吉 秀太朗 窪田 和成

12:06

2:05:02

(10)

(12)

小野 政廣

20:52 19:12

2:25:54 2:45:06

(10) (8)

(12) (10)

岩埜 雅仁 片山 修太朗

柏 智康11 43 333オールスターズ

2:46:45

36:07 11:17 30:10 31:26

0:36:07 0:47:24 1:17:34 1:49:00

(13) (8) (9) (11)

(13) (10) (9) (9)

村沢 大貴 齋藤 優 吉田 啓一郎

12:56

2:01:56

(13)

(10)

軍司 諒太

20:49 24:00

2:22:45 2:46:45

(9) (18)

(10) (11)

瀧 貴裕 臼井 敦

大塚 晴貴12 50 スリーパーズ

2:49:06

36:17 13:35 31:17 29:26

0:36:17 0:49:52 1:21:09 1:50:35

(14) (17) (11) (6)

(14) (13) (12) (11)

土橋 亮 今井 勇太 木村 創

12:58

2:03:33

(14)

(11)

小嶋 雄太

21:25 24:08

2:24:58 2:49:06

(13) (19)

(11) (12)

布川 哲也 小山 尚絋

江本 英卓13 33 こしあん

2:56:59

33:45 13:37 33:11 38:09

0:33:45 0:47:22 1:20:33 1:58:42

(3) (18) (13) (24)

(3) (9) (11) (13)

大庭 利香 小菅 忠男 田村 瑠紗

14:28

2:13:10

(18)

(13)

宮島 まり

21:50 21:59

2:35:00 2:56:59

(16) (14)

(13) (13)

渡邊 保志 阿江 祥子

2 / 8



第1回川崎国際EKIDEN

一般の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
菊間 康宏14 40 多摩川丸子組 白

3:01:05

36:23 12:48 34:31 38:03

0:36:23 0:49:11 1:23:42 2:01:45

(15) (12) (15) (23)

(15) (12) (14) (14)

猪野 智成 長澤 秀樹 草田 泰匡

12:20

2:14:05

(11)

(14)

阪本 雅史

25:11 21:49

2:39:16 3:01:05

(23) (13)

(14) (14)

池 晋一 佐々木 良実

板橋 淳一15 34 つぶあん

3:03:31

41:06 14:41 33:30 37:27

0:41:06 0:55:47 1:29:17 2:06:44

(22) (24) (14) (20)

(22) (21) (15) (18)

佐々木 得枝 渡辺 綾 畠山 泉

13:41

2:20:25

(17)

(16)

河村 広文

20:59 22:07

2:41:24 3:03:31

(11) (16)

(15) (15)

小川 和夫 藤澤 由紀

鈴木 正彦16 36 青竹荘 C

3:06:34

39:51 17:57 39:10 34:46

0:39:51 0:57:48 1:36:58 2:11:44

(19) (34) (24) (17)

(19) (24) (26) (22)

高梨 絹江 河村 真治 西川 延宏

12:38

2:24:22

(12)

(19)

森田 幹也

21:28 20:44

2:45:50 3:06:34

(14) (11)

(18) (16)

近藤 丈功 加塩 康徳

武山 敏明17 37 ゆかりde反省会「乾杯！」

3:08:33

40:54 13:17 35:20 33:21

0:40:54 0:54:11 1:29:31 2:02:52

(21) (13) (16) (14)

(21) (20) (17) (16)

吉田 未歩 島田 佐智夫 三島 公人

16:21

2:19:13

(26)

(15)

大丸 優

23:28 25:52

2:42:41 3:08:33

(20) (24)

(16) (17)

大西 誠 吉木 稔朗

杉山 秀人18 38 ゆかりde反省会「おかわり
！」 3:08:34

35:25 15:22 39:24 35:20

0:35:25 0:50:47 1:30:11 2:05:31

(9) (27) (25) (18)

(9) (15) (19) (17)

木田 千香 木田 真道 松田 由子

15:10

2:20:41

(20)

(17)

萩原 芽衣子

23:44 24:09

2:44:25 3:08:34

(21) (20)

(17) (18)

千葉 和佳 藤本 正樹

増田 翔19 17 千葉日駅伝部

3:11:36

42:13 14:04 38:31 33:32

0:42:13 0:56:17 1:34:48 2:08:20

(25) (20) (22) (15)

(25) (22) (22) (19)

高力 渉 飯田 佳史 渡邉 輝彦

16:40

2:25:00

(29)

(20)

野原 裕司

21:41 24:55

2:46:41 3:11:36

(15) (22)

(19) (19)

茅場 大輔 加藤 匡

中澤 宏之20 26 ランナーズハイA

3:16:28

38:13 14:20 36:48 41:14

0:38:13 0:52:33 1:29:21 2:10:35

(18) (22) (19) (30)

(18) (18) (16) (21)

渡邉 光一 潟ヶ谷 厳 加藤 道昭

16:31

2:27:06

(27)

(23)

鈴木 宏政

22:38 26:44

2:49:44 3:16:28

(17) (29)

(20) (20)

三村 彰 山邉 裕一

山本 修平21 21 日本乳化剤B

3:18:12

44:25 13:24 37:54 38:42

0:44:25 0:57:49 1:35:43 2:14:25

(26) (15) (21) (25)

(26) (25) (25) (24)

佐藤 栄一 加賀山 航 桂 健太

11:53

2:26:18

(8)

(22)

三宅 貞治

25:19 26:35

2:51:37 3:18:12

(26) (28)

(21) (21)

松嵜 まど香 前田 伊隆

羽岡 哲郎22 19 品川区トライアスロン連合

3:18:50

35:44 17:06 37:41 42:13

0:35:44 0:52:50 1:30:31 2:12:44

(11) (33) (20) (32)

(11) (19) (20) (23)

宮本 宏史 中山 江利 横田 剛

19:24

2:32:08

(36)

(25)

宮本 亜希子

23:12 23:30

2:55:20 3:18:50

(19) (17)

(22) (22)

吉岡 憲子 吉岡 朋昭

折橋 雄23 23 日揮ランニングクラブ
AAA 3:24:38

45:38 16:55 40:37 34:00

0:45:38 1:02:33 1:43:10 2:17:10

(31) (32) (26) (16)

(31) (30) (28) (27)

村上 美保 勝山 治 中島 晃

17:24

2:34:34

(33)

(28)

サラゲナ ジョイシー

22:45 27:19

2:57:19 3:24:38

(18) (31)

(25) (23)

若松 克寿 松崎 ともこ

池田 幸司24 20 日本乳化剤A

3:25:26

35:48 15:43 39:01 39:19

0:35:48 0:51:31 1:30:32 2:09:51

(12) (29) (23) (28)

(12) (16) (21) (20)

金滝 光太郎 長 克弘 小関 泰輔

16:20

2:26:11

(25)

(21)

斎藤 一郎

31:41 27:34

2:57:52 3:25:26

(36) (32)

(26) (24)

三村 大輔 横山 栄一

柿野 直人25 29 サーモンピンクロケッツ

3:26:01

45:26 14:32 35:21 42:08

0:45:26 0:59:58 1:35:19 2:17:27

(29) (23) (17) (31)

(29) (28) (23) (28)

園田 崇人 稲垣 慎治 浦島 陸朗

13:22

2:30:49

(16)

(24)

上條 圭

25:15 29:57

2:56:04 3:26:01

(24) (35)

(23) (25)

赤松 俊樹 加藤 達輝

若松 鉄也26 22 日揮ランニングクラブA

3:27:42

34:01 13:34 42:17 32:33

0:34:01 0:47:35 1:29:52 2:02:25

(5) (16) (30) (13)

(5) (11) (18) (15)

稲葉 恵子 辻 辰哉 ダグラス チャドラー

20:54

2:23:19

(38)

(18)

レイェス マリア

33:03 31:20

2:56:22 3:27:42

(37) (38)

(24) (26)

ドロロソ レディ 柳瀬 明史
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第1回川崎国際EKIDEN

一般の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
片山 侑27 30 パステルピンクロケッツ

3:30:08

45:07 14:03 36:20 40:06

0:45:07 0:59:10 1:35:30 2:15:36

(28) (19) (18) (29)

(28) (26) (24) (25)

浦崎 鉄平 多田 一平 金子 澄人

16:46

2:32:22

(30)

(26)

葛谷 芳樹

30:54 26:52

3:03:16 3:30:08

(33) (30)

(27) (27)

三浦 穂乃佳 葉 美希

遠藤 健士28 24 Glenn-A

3:30:14

47:36 15:24 42:03 37:12

0:47:36 1:03:00 1:45:03 2:22:15

(33) (28) (29) (19)

(33) (34) (30) (29)

保科 さおり 寺崎 亘 飯塚 秀平

17:43

2:39:58

(34)

(30)

高野 尚美

28:44 21:32

3:08:42 3:30:14

(32) (12)

(30) (28)

石出 明子 竹内 真吾

小澤 克典29 41 AKIHITOランニングクラ
ブ 3:30:54

40:30 15:53 42:43 37:54

0:40:30 0:56:23 1:39:06 2:17:00

(20) (31) (32) (22)

(20) (23) (27) (26)

栢木 純暉 廣瀬　亮真 海堂 剛央

16:36

2:33:36

(28)

(27)

寺田 善州

31:07 26:11

3:04:43 3:30:54

(34) (25)

(28) (29)

寺田 幸子 親谷 明人

大内 康平30 25 Glenn-B

3:31:55

42:05 20:40 42:17 37:40

0:42:05 1:02:45 1:45:02 2:22:42

(24) (38) (30) (21)

(24) (31) (29) (30)

高嶋 優子 伊藤 彰夫 藤江 望

17:00

2:39:42

(32)

(29)

衛藤 由梨恵

25:51 26:22

3:05:33 3:31:55

(27) (26)

(29) (30)

熊耳 淳 石川 和樹

伊藤 正悟31 44 ウキうきRC

3:37:13

45:31 14:13 46:03 39:07

0:45:31 0:59:44 1:45:47 2:24:54

(30) (21) (38) (27)

(30) (27) (31) (31)

中込 宇宙 吉岡 研一 島野 国男

16:47

2:41:41

(31)

(31)

丹沢 富雄

27:23 28:09

3:09:04 3:37:13

(29) (34)

(31) (31)

宮本 真哉 重野 啓

島尾 真亮32 39 ＮＳ走ろう会

3:37:46

49:34 13:19 43:37 43:58

0:49:34 1:02:53 1:46:30 2:30:28

(37) (14) (35) (35)

(37) (32) (33) (34)

中嶋 香織 渡部 貴史 伊藤 祥一

15:56

2:46:24

(24)

(34)

藤山 三冬

27:07 24:15

3:13:31 3:37:46

(28) (21)

(33) (32)

西館 沙織 井上 慶彦

岩原 宏司33 27 ランナーズハイB

3:38:01

49:19 18:38 41:31 44:24

0:49:19 1:07:57 1:49:28 2:33:52

(36) (37) (27) (36)

(36) (38) (37) (37)

山崎 一男 瀧澤 雄太 根岸 浩美

18:17

2:52:09

(35)

(37)

山下 和大

23:53 21:59

3:16:02 3:38:01

(22) (14)

(34) (33)

鳥巣 哲朗 西園 孝二

松本 泰士34 31 酔～い、ドン！Ａ

3:43:42

44:55 18:10 43:25 42:45

0:44:55 1:03:05 1:46:30 2:29:15

(27) (35) (34) (33)

(27) (35) (34) (33)

岡添 尚美 小林 広明 佐藤 彩子

15:40

2:44:55

(23)

(33)

秋山 智子

28:00 30:47

3:12:55 3:43:42

(30) (37)

(32) (34)

河野 輝之 新村 淑子

横山 明35 46 MATSUMI

3:44:32

47:03 15:08 45:32 38:50

0:47:03 1:02:11 1:47:43 2:26:33

(32) (25) (37) (26)

(32) (29) (35) (32)

吉川 英知 松実 隆之 知久 雅弘

15:25

2:41:58

(21)

(32)

中田 拓

36:49 25:45

3:18:47 3:44:32

(38) (23)

(36) (35)

金子 富夫 苗木 遼

田淵 智行36 48 レッツゴー 山一情報シス
テム１ 3:45:32

51:17 15:50 44:30 45:09

0:51:17 1:07:07 1:51:37 2:36:46

(38) (30) (36) (37)

(38) (36) (38) (38)

池田 充秀 久保 良輝 佐々木 良太郎

15:25

2:52:11

(21)

(38)

堤 聖

25:18 28:03

3:17:29 3:45:32

(25) (33)

(35) (36)

小平 力 太田 和紀

平田 千晶37 42 中区ドンキーズ

3:46:41

47:45 15:09 43:16 45:36

0:47:45 1:02:54 1:46:10 2:31:46

(34) (26) (33) (38)

(34) (33) (32) (35)

斉藤 音恵 大谷 実希 安楽岡 信夫

19:42

2:51:28

(37)

(36)

渡辺 多代

28:39 26:34

3:20:07 3:46:41

(31) (27)

(38) (37)

中島 知香子 藤代 慎一

小池 徳一38 32 酔～い、ドン！Ｂ

3:49:17

48:47 18:23 41:38 43:53

0:48:47 1:07:10 1:48:48 2:32:41

(35) (36) (28) (34)

(35) (37) (36) (36)

石神 潤子 石神 光 山室 秀寿

14:48

2:47:29

(19)

(35)

小林 信三

31:19 30:29

3:18:48 3:49:17

(35) (36)

(37) (38)

高橋 幸子 嶺井 紀子
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第1回川崎国際EKIDEN

一般女子の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
森　美由紀1 53 多摩川クラブ 雅　

3:12:54

43:20 15:58 35:16 33:07

0:43:20 0:59:18 1:34:34 2:07:41

(1) (3) (1) (1)

(1) (2) (1) (1)

阿由葉　房子 袖之　清乃 河島　亜紀

14:31

2:22:12

(2)

(1)

西村　貴美子

23:24 27:18

2:45:36 3:12:54

(2) (3)

(1) (1)

三好　晶子 中野　陽子

大水 まり2 54 多摩川丸組 紅

3:14:18

44:48 13:56 37:54 35:15

0:44:48 0:58:44 1:36:38 2:11:53

(2) (2) (3) (2)

(2) (1) (2) (2)

萩原 有美 前内 紘子 大塚 康子

13:41

2:25:34

(1)

(2)

岩崎 朗子

22:36 26:08

2:48:10 3:14:18

(1) (2)

(2) (2)

広澤 正美 遠田 浩子

楢原 晴美3 55 青竹荘 女子

3:17:07

46:58 13:22 37:07 38:32

0:46:58 1:00:20 1:37:27 2:15:59

(3) (1) (2) (3)

(3) (3) (3) (3)

高橋 倫子 浮田 弥生 佐藤 佳世子

14:41

2:30:40

(3)

(3)

野村 有紀子

24:00 22:27

2:54:40 3:17:07

(3) (1)

(3) (3)

山本 文子 市川 希望
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第1回川崎国際EKIDEN

壮年の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
佐々木　正志1 56 多摩川クラブ 将　

2:34:08

34:14 10:54 30:38 28:30

0:34:14 0:45:08 1:15:46 1:44:16

(1) (1) (2) (1)

(1) (1) (1) (1)

安孫子　鉄也 矢口　真哉 森　雅俊

11:08

1:55:24

(2)

(1)

山田　貴之

19:43 19:01

2:15:07 2:34:08

(2) (3)

(1) (1)

米増　晋一 山本　泰史

細田　義之2 57 多摩川クラブ 猛　

2:45:48

40:33 11:10 32:47 31:55

0:40:33 0:51:43 1:24:30 1:56:25

(5) (2) (4) (2)

(5) (2) (3) (2)

渡辺　高志 田中　誠 片岡　洋海

11:33

2:07:58

(3)

(3)

小西　雅義

19:13 18:37

2:27:11 2:45:48

(1) (1)

(2) (2)

長谷川　貴司 佐藤　裕幸

加納 吾郎3 59 青竹荘 B

2:49:48

40:09 11:47 32:20 32:18

0:40:09 0:51:56 1:24:16 1:56:34

(3) (4) (3) (3)

(3) (3) (2) (3)

福山 博文 田中 晋慎 實方 恵太

10:57

2:07:31

(1)

(2)

加賀 浩之

20:20 21:57

2:27:51 2:49:48

(3) (6)

(3) (3)

石田 太陽 武士 真一

勝原　直樹4 58 多摩川クラブ 匠　

2:58:28

40:29 12:40 33:50 35:16

0:40:29 0:53:09 1:26:59 2:02:15

(4) (5) (5) (5)

(4) (4) (4) (4)

立川　京市 鈴木　正幸 瀬川　淳一

12:18

2:14:33

(4)

(4)

大槻　知史

23:03 20:52

2:37:36 2:58:28

(5) (5)

(4) (4)

高橋　太 粕川　洋司

鶴田 学5 67 中袖ＳＲＣ

3:03:26

40:00 13:38 35:05 35:37

0:40:00 0:53:38 1:28:43 2:04:20

(2) (6) (6) (6)

(2) (5) (5) (5)

高橋 絹代 川口 裕夫 畠山 真一

12:41

2:17:01

(5)

(5)

小杉 亘

24:17 22:08

2:41:18 3:03:26

(7) (7)

(5) (5)

伊藤 秀幸 佐武 均

青木 葉子6 62 百合高陸部OBチームω

3:06:40

46:22 14:23 30:07 36:53

0:46:22 1:00:45 1:30:52 2:07:45

(10) (7) (1) (7)

(10) (9) (6) (6)

竹内 正三 白石 貢一 西川 賢一

16:08

2:23:53

(11)

(6)

佐藤 景衣子

22:31 20:16

2:46:24 3:06:40

(4) (4)

(6) (6)

倉田 靖士 大南 公

倉田 靖士7 61 百合高陸部OBチームδ

3:08:45

43:42 11:34 37:30 39:00

0:43:42 0:55:16 1:32:46 2:11:46

(7) (3) (9) (10)

(7) (6) (7) (8)

大南 公 植田 基之 川口 直之

15:14

2:27:00

(9)

(8)

加藤 了

23:04 18:41

2:50:04 3:08:45

(6) (2)

(7) (7)

熊埜御堂 悠 白石 貢一

稲見 憲司8 60 青竹荘 D

3:18:52

40:44 15:40 39:56 34:48

0:40:44 0:56:24 1:36:20 2:11:08

(6) (8) (10) (4)

(6) (7) (8) (7)

市村 伸子 佐久間 敦子 市川 良弘

12:49

2:23:57

(6)

(7)

加藤 嗣一

30:15 24:40

2:54:12 3:18:52

(12) (10)

(9) (8)

若木 陽子 松田 國寛

押田 幸雄9 63 ちょいわるおやじたち

3:18:58

44:41 15:50 36:44 38:24

0:44:41 1:00:31 1:37:15 2:15:39

(9) (9) (8) (9)

(9) (8) (9) (9)

矢部 義孝 若山 麿 宮部 勝彦

13:11

2:28:50

(7)

(9)

押田 文夫

24:50 25:18

2:53:40 3:18:58

(8) (11)

(8) (9)

高林 晃成 山田 正作

杉山 英輝10 66 KATTENI HAKONE

3:19:50

44:38 18:21 36:00 38:06

0:44:38 1:02:59 1:38:59 2:17:05

(8) (11) (7) (8)

(8) (10) (10) (10)

杉山 晶子 山本 雄一郎 加藤 剛

13:41

2:30:46

(8)

(10)

山田 麻由子

26:12 22:52

2:56:58 3:19:50

(10) (8)

(10) (10)

鳥海 貴樹 石井 康博

佐々木 昌之11 64 JRA

3:43:19

48:05 15:56 43:02 48:30

0:48:05 1:04:01 1:47:03 2:35:33

(11) (10) (11) (12)

(11) (11) (11) (11)

奥田 美代子 姫嶋 浩義 丸山 隆

18:04

2:53:37

(12)

(11)

大久保 泰伸

25:53 23:49

3:19:30 3:43:19

(9) (9)

(11) (11)

三浦 正弘 奥田 順一

権藤 洋海12 65 レッツゴー山井情報シス
テム２ 4:04:18

49:40 19:15 51:48 47:22

0:49:40 1:08:55 2:00:43 2:48:05

(12) (12) (12) (11)

(12) (12) (12) (12)

野村 政貴 高見 千春 戸田 千尋

16:00

3:04:05

(10)

(12)

堀江 亮太

29:08 31:05

3:33:13 4:04:18

(11) (12)

(12) (12)

水野 浩一郎 麓 幸博
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第1回川崎国際EKIDEN

熟年の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
船岡 久幸1 69 チーム森田

3:03:34

41:54 13:04 35:18 34:56

0:41:54 0:54:58 1:30:16 2:05:12

(1) (1) (1) (2)

(1) (1) (1) (1)

安藤 英彦 松下 耕三 久島 和夫

13:11

2:18:23

(1)

(1)

佐藤　一夫

22:38 22:33

2:41:01 3:03:34

(1) (1)

(1) (1)

太田 康夫 森田 守

中村　伸一2 68 多摩川クラブ 穣　

3:16:41

50:39 14:11 37:49 33:09

0:50:39 1:04:50 1:42:39 2:15:48

(2) (2) (2) (1)

(2) (2) (2) (2)

定祐　壽美男 國時　浩一 野口　岩男

14:05

2:29:53

(2)

(2)

平泉　裕

23:18 23:30

2:53:11 3:16:41

(2) (2)

(2) (2)

酒井　文夫 梅野　貢一
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第1回川崎国際EKIDEN

国際の部

順位 No. チーム名 総合記録 1区（10km） 2区（3km） 3区（8.1075km） 4区（8.075km）

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区（3km） 6区（5km） 7区（5km）
飯塚　裕介1 72 日本・ 多摩川クラブ 楽　

3:10:44

45:51 11:45 42:37 34:56

0:45:51 0:57:36 1:40:13 2:15:09

(1) (1) (2) (1)

(1) (1) (1) (1)

峰田　正隆 菊川　法子 村田　好隆

15:36

2:30:45

(1)

(1)

川幡　由紀

19:18 20:41

2:50:03 3:10:44

(1) (1)

(1) (1)

上野　剛嗣 平田　千晶

フォン・ヴェアテルン ハンス・カール2 70 ドイツ・German Embassy

3:44:36

53:54 18:18 44:49 41:53

0:53:54 1:12:12 1:57:01 2:38:54

(3) (3) (3) (2)

(3) (3) (3) (3)

佐藤 奈々絵 加茂 真人 ノイマイヤー ヨッヘン

17:00

2:55:54

(2)

(3)

エアドマン ウルリケ

25:38 23:04

3:21:32 3:44:36

(2) (2)

(3) (2)

奥村 年子 メラー ダーヴィット

レヒトターペ フィリップ3 71 ドイツ・ ドイツ大使館2

3:50:22

51:23 16:13 38:55 44:36

0:51:23 1:07:36 1:46:31 2:31:07

(2) (2) (1) (3)

(2) (2) (2) (2)

佐藤 育哉ティム ヴァルナー ディルク 加茂 光和子

19:07

2:50:14

(3)

(2)

佐藤 光太マックス

28:30 31:38

3:18:44 3:50:22

(3) (3)

(2) (3)

ジャマッテ ファレス レヒトターペ アメリー

8 / 8


