
第70回 立川市市民体育大会駅伝競走（中学男子の部） 平成２９年１月１５日実施

通過順 通過順 通過順 通過順 通過順 通過順

区間順 区間順 区間順 区間順 区間順 区間順

0:11:30 (1) 0:24:13 (1) 0:37:08 (2) 0:49:50 (1) 1:02:00 (1) 1:13:26 (1)

11:30 (1) 12:43 (6) 12:55 (7) 12:42 (4) 12:10 (1) 11:26 (1)

0:14:13 (19) 0:26:08 (7) 0:38:29 (5) 0:50:54 (4) 1:03:38 (3) 1:15:15 (2)

14:13 (19) 11:55 (2) 12:21 (3) 12:25 (2) 12:44 (4) 11:37 (2)

0:11:31 (2) 0:24:33 (2) 0:36:44 (1) 0:50:14 (2) 1:02:38 (2) 1:15:33 (3)

11:31 (2) 13:02 (9) 12:11 (2) 13:30 (10) 12:24 (2) 12:55 (9)

0:12:43 (6) 0:25:11 (5) 0:37:44 (4) 0:51:00 (5) 1:03:53 (4) 1:16:29 (4)

12:43 (6) 12:28 (4) 12:33 (5) 13:16 (7) 12:53 (5) 12:36 (5)

0:12:53 (7) 0:24:44 (3) 0:37:13 (3) 0:50:28 (3) 1:04:09 (5) 1:16:58 (5)

12:53 (7) 11:51 (1) 12:29 (4) 13:15 (6) 13:41 (12) 12:49 (8)

0:13:08 (11) 0:26:33 (11) 0:40:03 (11) 0:52:25 (6) 1:05:45 (7) 1:18:31 (6)

13:08 (11) 13:25 (12) 13:30 (12) 12:22 (1) 13:20 (9) 12:46 (7)

0:12:26 (4) 0:26:37 (12) 0:40:19 (13) 0:53:53 (12) 1:07:38 (12) 1:19:34 (8)

12:26 (4) 14:11 (18) 13:42 (13) 13:34 (12) 13:45 (13) 11:56 (3)

0:13:42 (15) 0:26:30 (10) 0:39:34 (9) 0:52:45 (9) 1:07:00 (9) 1:19:39 (9)

13:42 (15) 12:48 (8) 13:04 (8) 13:11 (5) 14:15 (16) 12:39 (6)

0:11:59 (3) 0:25:07 (4) 0:38:36 (6) 0:52:36 (8) 1:06:47 (8) 1:20:09 (10)

11:59 (3) 13:08 (10) 13:29 (11) 14:00 (17) 14:11 (15) 13:22 (15)

0:13:09 (12) 0:26:42 (13) 0:39:57 (10) 0:53:51 (11) 1:07:22 (10) 1:20:22 (11)

13:09 (12) 13:33 (13) 13:15 (9) 13:54 (15) 13:31 (11) 13:00 (11)

0:12:33 (5) 0:26:22 (9) 0:40:09 (12) 0:53:42 (10) 1:07:30 (11) 1:20:51 (12)

12:33 (5) 13:49 (15) 13:47 (15) 13:33 (11) 13:48 (14) 13:21 (14)

0:14:30 (24) 0:28:05 (18) 0:41:58 (15) 0:55:32 (15) 1:08:46 (13) 1:22:00 (13)

14:30 (24) 13:35 (14) 13:53 (16) 13:34 (12) 13:14 (7) 13:14 (13)

0:13:54 (16) 0:26:08 (6) 0:39:23 (8) 0:55:07 (13) 1:09:22 (15) 1:22:22 (14)

13:54 (16) 12:14 (3) 13:15 (9) 15:44 (23) 14:15 (16) 13:00 (11)

0:13:34 (14) 0:27:42 (17) 0:42:02 (17) 0:55:58 (16) 1:09:20 (14) 1:22:45 (15)

13:34 (14) 14:08 (17) 14:20 (20) 13:56 (16) 13:22 (10) 13:25 (16)

0:13:07 (10) 0:27:25 (16) 0:42:00 (16) 0:56:33 (17) 1:09:50 (16) 1:22:47 (16)

13:07 (10) 14:18 (19) 14:35 (21) 14:33 (20) 13:17 (8) 12:57 (10)

0:14:20 (21) 0:29:12 (21) 0:44:07 (23) 0:58:34 (22) 1:11:05 (18) 1:23:26 (17)

14:20 (21) 14:52 (24) 14:55 (23) 14:27 (18) 12:31 (3) 12:21 (4)

0:15:03 (25) 0:29:21 (22) 0:41:00 (14) 0:55:31 (14) 1:10:19 (17) 1:24:50 (18)

15:03 (25) 14:18 (19) 11:39 (1) 14:31 (19) 14:48 (21) 14:31 (23)

0:17:43 (27) 0:30:22 (25) 0:44:34 (24) 0:58:20 (21) 1:12:54 (21) 1:26:38 (19)

17:43 (27) 12:39 (5) 14:12 (18) 13:46 (14) 14:34 (20) 13:44 (18)

0:16:17 (26) 0:31:05 (26) 0:44:50 (25) 0:58:08 (20) 1:13:29 (23) 1:27:05 (20)

16:17 (26) 14:48 (22) 13:45 (14) 13:18 (8) 15:21 (25) 13:36 (17)

0:14:23 (23) 0:28:42 (19) 0:42:57 (19) 0:57:35 (19) 1:12:30 (19) 1:27:05 (21)

14:23 (23) 14:19 (21) 14:15 (19) 14:38 (21) 14:55 (23) 14:35 (24)

0:14:21 (22) 0:27:06 (14) 0:44:05 (22) 0:56:35 (18) 1:12:50 (20) 1:27:05 (22)

14:21 (22) 12:45 (7) 16:59 (27) 12:30 (3) 16:15 (27) 14:15 (22)

0:14:03 (18) 0:29:32 (24) 0:43:40 (20) 1:00:41 (24) 1:15:30 (24) 1:30:41 (23)

14:03 (18) 15:29 (26) 14:08 (17) 17:01 (25) 14:49 (22) 15:11 (25)

0:14:18 (20) 0:29:27 (23) 0:45:33 (26) 1:03:13 (25) 1:17:28 (25) 1:31:27 (24)

14:18 (20) 15:09 (25) 16:06 (25) 17:40 (26) 14:15 (16) 13:59 (20)

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

古川 智康

宮下 大和

順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.2km） 2区（3.2km）

通過タイム 通過タイム

3区（3.2km） 4区（3.2km） 5区（3.2km） 6区（3.2km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

通過タイム 通過タイム 通過タイム 通過タイム

中里 守

尾藤 凌真

20 27
立川五中陸上部C

1:27:05

18 21
立川六中野球部

1:26:38

瀧澤 蓮 中村 秀敏 森田 航生 八田 尚輝 迎 幸之輔

4 22
立川六中サッカー部A

3 20
立川六中陸上部

1:15:33

栗原 怜磨

1:16:29

濱野 優輝 萩原 映生

10 5
ＧＯだぜ二中

1:20:22

本間 優輝 後藤 猛琉

2 11
立川一中陸上部

1:15:15

本田 拓人 篠塚 璃央 小林 龍馬 高山 雅暉 増山 瑛士

1 12 1:13:26
立川三中陸上部

篠塚 駿輝 法量 智 中村 龍之介 井川 優作 高橋 謙太

小倉 昂大 伊藤 唯人 小林 央資 井上 陽人

児玉 天虎 太田 俊哉 福嶋 友亮

田中 祐希

5 25
立川五中陸上部A

1:16:58

関根 旺河 寺田 周世 島田 晃太朗

6 26
立川五中陸上部B

1:18:31

鈴木 敬太 宇佐美 公輝 木村 豪 内野 柊音 内野 志音

亀井 壮

深澤 好 福岡 凌太

朝生 拓未 木村 浩志

峯岸 一也

渡辺 海 菊地 陽向 柴崎 陽希 渡辺 悠

7 14
三中ソフトテニス部A

1:19:34

國井 大翔 柳下 大翔 小野里 真 宮嶋 侑太郎 瀬戸 大希

松之尾 勇汰 中平 龍真 菊池 彦壱 湯地 理人

中野 陸

8 23
立川六中サッカー部B

1:19:39

安藤 祐一 竹田 奏良 細野 日向 小島 直也 窪田 豪 山口裕聡

9 24
TACHIROKUーBB

1:20:09

葛西 瑞樹 田部 良亮 松本 真聡

12 4
立川四中B

1:22:00

堺 栄太朗

13 1
二中 人参ボンバー

11 7
立川五中 野球部A

1:20:51

佐々木 一成

宇津木 大輝 君島 圭人 島村 涼太 進藤 梨空

竹内 歩 吉原 育海富田 遥斗三浦 和也田中 大翔

江塚 龍哉

1:22:22

齋藤 熙 置田 晴 島田 幹大 井上 開戸 田中 大登

越田 涼

14 10

1:22:47

才名園 健太 山崎 佑馬 菅原 裕次郎 戸島 航

一中サッカー１年
1:22:45

15 18
立川八中陸上部男子2年

朝倉 光一

荻野 凌

堺 蒼太猪俣 陽 伊東 遼亮岩瀬 舜平 関 兵悟成田 吉輝

伊藤 勇人 椿 大弥 常田 大翔 水野 湧 西森 啓悟 里吉 倭斗

17 9
一中サッカー２年

1:24:50

山田 陽大 栄田 直輝

16 19
立川八中陸上部男子1年

1:23:26

福田 脩人 岩間 由拓 鈴木 豪流 戸梶 李音 橋本 三咲

河本 恵治

脇山 光稀 井口 在人 清水 翼 柴田 竜志 米崎 耀斗 樋口 将太

21 13
三中野球部

1:27:05

富平 大成 足立 怜士 田辺 健想 唐澤 有喜 須永 正樹 松岡 力

19 2
二中 TEAM モリ

1:27:05

守口 正広 関口 榛 太田 陸

22 16
三中ソフトテニス部O

1:30:41

草野 成治 由井 秀昴 星野 航輝 三守 得叶 関 健琉

23 17
三中ソフトテニス部X

1:31:27

池田 健悟 田中 葵 丸藤 幹人 小畑 柊 立川 和輝



第70回 立川市市民体育大会駅伝競走（中学男子の部） 平成２９年１月１５日実施

通過順 通過順 通過順 通過順 通過順 通過順

区間順 区間順 区間順 区間順 区間順 区間順区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.2km） 2区（3.2km）

通過タイム 通過タイム

3区（3.2km） 4区（3.2km） 5区（3.2km） 6区（3.2km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

通過タイム 通過タイム 通過タイム 通過タイム

0:13:19 (13) 0:27:24 (15) 0:42:11 (18) 0:58:49 (23) 1:13:04 (22) 1:34:07 (25)

13:19 (13) 14:05 (16) 14:47 (22) 16:38 (24) 14:15 (16) 21:03 (26)

0:14:03 (17) 0:28:54 (20) 0:44:03 (21) 1:05:38 (27) 1:20:54 (26) 1:34:43 (26)

14:03 (17) 14:51 (23) 15:09 (24) 21:35 (27) 15:16 (24) 13:49 (19)

0:13:55 (2) 0:31:01 (2) 0:49:09 (2) 1:04:41 (2) 1:18:55 (2) 1:37:41 (1)

13:55 (2) 17:06 (2) 18:08 (2) 15:32 (2) 14:14 (2) 18:46 (1)

0:12:34 (1) 0:24:52 (1) 0:37:30 (1) 0:51:45 (1) 1:04:04 (1)

12:34 (1) 12:18 (1) 12:38 (1) 14:15 (1) 12:19 (1)

0:12:56 (9) 0:33:55 (27) 0:50:04 (27) 1:05:21 (26) 1:21:01 (27)

12:56 (9) 20:59 (27) 16:09 (26) 15:17 (22) 15:40 (26)

0:12:54 (8) 0:26:09 (8) 0:38:57 (7) 0:52:26 (7) 1:05:29 (6) 1:19:28 (7)

12:54 (8) 13:15 (11) 12:48 (6) 13:29 (9) 13:03 (6) 13:59 (20)

東京駅伝立川選抜
川島 エドワードポール 嶋崎 友哉

三島 虎之介 佐野 雄太

24 28
1中バド部

1:34:07

櫻井 愛貴 小島 皓一 関根 雄介 飯野 碧

鈴木 琢磨

藤田 楓

DQ 3
立川四中A

1:19:28

松高 大地

山口 航輝 大島 わたる

森田 裕貴 田倉 育弥

25 15
三中ソフトテニス部F

1:34:43

松村 空翔 太田 亜怜 石井 晃人 吉田 大和 佐藤 寛太

一瀬 晃之介

小林 暉典

DNF 8
立川五中 野球部B

梅川 穣 前嶋 海里 髙橋 俊介 宮ノ原 隼人 波多野 航大

OPEN 6 1:37:41
ゆうたとひゅうがとはなみとれんとげんと

原 蓮斗 稲冨 源斗 皆木 彪雅 上野 華望 水澤 佑太

須崎 優翔

堀内秀雄

OPEN
DNF

29


