
2020立川市駅伝競走大会【記録表】高校生 2020年1月19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

0:10:08 (1) 0:21:08 (2) 0:31:16 (1) 0:41:44 (1) 0:52:30 (1) 1:03:15 (1)

高校生 (1) 10:08 (1) 11:00 (4) 10:08 (1) 10:28 (2) 10:46 (2) 10:45 (3)

0:10:32 (2) 0:21:41 (4) 0:32:46 (4) 0:43:01 (2) 0:54:07 (2) 1:05:18 (2)

高校生 (2) 10:32 (2) 11:09 (6) 11:05 (3) 10:15 (1) 11:06 (5) 11:11 (7)

0:11:26 (9) 0:21:50 (5) 0:33:15 (5) 0:44:32 (4) 0:55:09 (3) 1:05:56 (3)

高校生 (3) 11:26 (9) 10:24 (2) 11:25 (5) 11:17 (6) 10:37 (1) 10:47 (4)

0:11:10 (6) 0:22:38 (8) 0:33:57 (7) 0:44:56 (5) 0:56:22 (6) 1:06:56 (4)

高校生 (4) 11:10 (6) 11:28 (9) 11:19 (4) 10:59 (3) 11:26 (7) 10:34 (1)

0:10:56 (4) 0:21:13 (3) 0:32:40 (3) 0:43:51 (3) 0:55:13 (4) 1:06:58 (5)

高校生 (5) 10:56 (4) 10:17 (1) 11:27 (6) 11:11 (4) 11:22 (6) 11:45 (10)

0:11:09 (5) 0:22:29 (7) 0:33:57 (6) 0:45:13 (7) 0:56:09 (5) 1:07:07 (6)

高校生 (6) 11:09 (5) 11:20 (7) 11:28 (7) 11:16 (5) 10:56 (3) 10:58 (6)

0:11:19 (7) 0:22:25 (6) 0:35:44 (9) 0:47:32 (9) 0:58:31 (7) 1:09:25 (7)

高校生 (7) 11:19 (7) 11:06 (5) 13:19 (12) 11:48 (7) 10:59 (4) 10:54 (5)

0:10:34 (3) 0:21:03 (1) 0:31:57 (2) 0:45:03 (6) 0:58:45 (8) 1:10:23 (8)

高校生 (8) 10:34 (3) 10:29 (3) 10:54 (2) 13:06 (9) 13:42 (10) 11:38 (9)

0:11:23 (8) 0:22:43 (9) 0:34:37 (8) 0:47:16 (8) 0:59:46 (9) 1:11:18 (9)

高校生 (9) 11:23 (8) 11:20 (8) 11:54 (8) 12:39 (8) 12:30 (9) 11:32 (8)

0:12:06 (11) 0:25:33 (11) 0:37:35 (10) 0:51:42 (10) 1:07:34 (11) 1:18:11 (10)

高校生 (10) 12:06 (11) 13:27 (10) 12:02 (9) 14:07 (13) 15:52 (12) 10:37 (2)

0:11:28 (10) 0:25:32 (10) 0:37:55 (11) 0:52:02 (11) 1:06:34 (10) 1:20:20 (11)

高校生 (11) 11:28 (10) 14:04 (12) 12:23 (10) 14:07 (12) 14:32 (11) 13:46 (12)

0:12:16 (12) 0:27:46 (13) 0:43:59 (13) 0:57:52 (13) 1:10:21 (13) 1:23:30 (12)

高校生 (12) 12:16 (12) 15:30 (13) 16:13 (13) 13:53 (11) 12:29 (8) 13:09 (11)

0:13:00 (13) 0:26:58 (12) 0:39:30 (12) 0:52:58 (12) 1:10:06 (12) 1:25:26 (13)

高校生 (13) 13:00 (13) 13:58 (11) 12:32 (11) 13:28 (10) 17:08 (13) 15:20 (13)

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）

通過タイム

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

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

神田丞 稲葉鷹 八田尚輝 笠川優

2 41
都立立川高校A

1:05:18

道地涼介 大久保陽生

1 50
都田無高A

1:03:15

金木健次朗 中島麗央

原田皓生 寺田周世 比留間拳成 光田佳生

桜井翔太

4 48
都立東大和南高校A

1:06:56

森陽孝 宮原和司 伊藤拓海 牧野圭冴 清水大雅 田端優也

3 44
都立国立高校

1:05:56

奥山樹 松川大夢 鈴木涼介 小池遼平 小林陽佳

德永北斗

6 52
昭和第一学園高等学校

1:07:07

宮本佑生 粕谷竜正 仙洞田一希 岡本温大 馬場慶三郎 近藤大地

5 47
東京都立若葉総合高等学校

1:06:58

秋本陸良 竹内拓臣 園田祥馬 武宮優太 西岡樹輝

長谷川裕人

8 40
都立昭和高校1年

1:10:23

原航太 西村琉太 宇津木淳哉 信田清香 古泉紀花 昼神光汰

7 46
都国分寺男子

1:09:25

加藤優拓 一杉航平 隅倉朝日 宍倉拓輝 伊藤結莞

濱田二郎

10 51
都田無高B

1:18:11

柳和磨 横井智也 石原あかり 嘉生オディス 稲垣亜美 岩間建

9 42
都立立川高校B

1:11:18

風間大介 田所大樹 木村昇太郎 中田真滉 小倉紳之介

山田実奈

12 43
都立立川高校C

1:23:30

城島陽和 佐藤千朋 伊佐彩音 比留間詩桜 石田怜子 笠原あかり

11 49
都立東大和南高校B

1:20:20

奈良野淳也 野中麻衣 綾部陸 河野紗也加 田中葵

山内杏流

13 45
都国分寺女子

1:25:26

高山桃香 二ノ宮幸花 清田菜未 松本かれん 浅野陽香


