
2019立川市駅伝競走大会【記録表】地区対抗 2019年1月20日（日）

通過 通過 通過 通過 通過 通過

区順 区順 区順 区順 区順 区順

0:10:11 (1) 0:21:59 (1) 0:32:44 (1) 0:44:14 (1) 0:55:35 (1) 1:07:05 (1)

地区対抗 (1) 10:11 (1) 11:48 (3) 10:45 (1) 11:30 (3) 11:21 (1) 11:30 (2)

0:12:02 (8) 0:22:00 (2) 0:33:18 (2) 0:46:31 (2) 1:00:13 (3) 1:11:11 (2)

地区対抗 (2) 12:02 (8) 9:58 (1) 11:18 (3) 13:13 (9) 13:42 (8) 10:58 (1)

0:11:56 (7) 0:24:27 (6) 0:35:41 (3) 0:46:47 (3) 0:59:07 (2) 1:11:20 (3)

地区対抗 (3) 11:56 (7) 12:31 (5) 11:14 (2) 11:06 (1) 12:20 (5) 12:13 (5)

0:11:52 (5) 0:24:16 (5) 0:36:23 (4) 0:48:54 (4) 1:01:20 (5) 1:13:40 (4)

地区対抗 (4) 11:52 (5) 12:24 (4) 12:07 (5) 12:31 (5) 12:26 (6) 12:20 (6)

0:12:50 (10) 0:25:26 (9) 0:38:20 (8) 0:49:35 (6) 1:01:22 (6) 1:13:45 (5)

地区対抗 (5) 12:50 (10) 12:36 (6) 12:54 (8) 11:15 (2) 11:47 (4) 12:23 (7)

0:11:54 (6) 0:23:12 (3) 0:36:55 (6) 0:49:22 (5) 1:00:51 (4) 1:13:47 (6)

地区対抗 (6) 11:54 (6) 11:18 (2) 13:43 (9) 12:27 (4) 11:29 (3) 12:56 (8)

0:10:28 (2) 0:24:33 (7) 0:37:09 (7) 0:49:41 (7) 1:02:12 (7) 1:14:03 (7)

地区対抗 (7) 10:28 (2) 14:05 (9) 12:36 (6) 12:32 (6) 12:31 (7) 11:51 (3)

0:12:56 (11) 0:27:45 (11) 0:39:09 (9) 0:51:41 (9) 1:03:02 (8) 1:14:58 (8)

地区対抗 (8) 12:56 (11) 14:49 (11) 11:24 (4) 12:32 (6) 11:21 (1) 11:56 (4)

0:11:16 (4) 0:23:55 (4) 0:36:48 (5) 0:50:43 (8) 1:05:17 (9) 1:18:19 (9)

地区対抗 (9) 11:16 (4) 12:39 (7) 12:53 (7) 13:55 (10) 14:34 (11) 13:02 (9)

0:10:49 (3) 0:25:16 (8) 0:39:34 (10) 0:52:15 (10) 1:06:11 (10) 1:19:59 (10)

地区対抗 (10) 10:49 (3) 14:27 (10) 14:18 (11) 12:41 (8) 13:56 (9) 13:48 (10)

0:12:09 (9) 0:25:31 (10) 0:39:43 (11) 0:54:16 (11) 1:08:37 (11) 1:24:04 (11)

地区対抗 (11) 12:09 (9) 13:22 (8) 14:12 (10) 14:33 (11) 14:21 (10) 15:27 (11)

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 通過タイム 通過タイム
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.2km） 2区（3.2km） 3区（3.2km） 4区（3.2km）

菅野俊一

1 2 1:07:05
錦町体育会

吉澤秀星 高山雅暉 古川智康 朝妻克基 宮本大彰

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

宮下大和

3 10
西砂川地区体育会

1:11:20

家高秀行 北條聡志 伴卓磨 冨永尚宏 米本浩 佐藤健次郎

2 4
富士見町体育会

1:11:11

花輪一彦 嶋田舜紀 村野嵩人 楫西毅 篠塚璃央

清水健

5 8
栄町体育会

1:13:45

重朋典 山本竜輔 藤川和雅 森内誠也 伊藤一弥 川瀬捷史

4 5
高松町体育会

1:13:40

工藤瑞樹 山内修 高須文明 両角良彦 佐々木武

関矢裕介

7 6
羽衣町体育会

1:14:03

下防健瑠 高鳥将 稲田大夢 江守伊吹 多田野連一郎 河原賢二

6 12
幸町体育会

1:13:47

森茂樹 澤田辰男 廣川慧 後藤裕 重田博哉

山村威一郎

9 9
若葉町体育会

1:18:19

後藤瞭太 野呂幸輝 飯島亮 先崎順也 岩本力 中瀬雅美

8 11
柏町体育会

1:14:58

川島秀一 岡部泰己 星野裕也 本多孝行 鈴木陸也

佐々木隆宏

山下徹大

11 7
柴崎町体育会

1:24:04

藤川正裕 落合陸人 落合時生 青木崇 氏田聖也

10 3
曙町体育会

1:19:59

伊藤敏 小牧勝也 菅原奏来 金今哲哉 宮島章文


