
2020立川市駅伝競走大会【記録表】地区対抗 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

0:09:59 (1) 0:21:10 (1) 0:32:02 (1) 0:44:19 (1) 0:56:07 (1) 1:07:57 (1)

地区対抗 (1) 9:59 (1) 11:11 (2) 10:52 (2) 12:17 (2) 11:48 (2) 11:50 (3)

0:10:06 (2) 0:22:06 (2) 0:35:48 (3) 0:49:28 (5) 1:00:59 (3) 1:11:43 (2)

地区対抗 (2) 10:06 (2) 12:00 (5) 13:42 (8) 13:40 (6) 11:31 (1) 10:44 (1)

0:12:14 (7) 0:24:08 (6) 0:36:22 (5) 0:48:41 (4) 1:00:54 (2) 1:13:35 (3)

地区対抗 (3) 12:14 (7) 11:54 (4) 12:14 (3) 12:19 (3) 12:13 (4) 12:41 (6)

0:11:51 (6) 0:23:53 (5) 0:34:34 (2) 0:48:08 (2) 1:02:07 (4) 1:14:32 (4)

地区対抗 (4) 11:51 (6) 12:02 (6) 10:41 (1) 13:34 (5) 13:59 (7) 12:25 (5)

0:12:42 (8) 0:26:43 (9) 0:39:58 (9) 0:52:30 (7) 1:04:41 (6) 1:16:20 (5)

地区対抗 (5) 12:42 (8) 14:01 (9) 13:15 (5) 12:32 (4) 12:11 (3) 11:39 (2)

0:11:00 (3) 0:22:32 (4) 0:36:41 (6) 0:48:34 (3) 1:05:29 (7) 1:17:40 (6)

地区対抗 (6) 11:00 (3) 11:32 (3) 14:09 (11) 11:53 (1) 16:55 (11) 12:11 (4)

0:12:52 (9) 0:26:07 (8) 0:39:07 (8) 0:52:52 (9) 1:05:48 (8) 1:19:22 (7)

地区対抗 (7) 12:52 (9) 13:15 (8) 13:00 (4) 13:45 (7) 12:56 (5) 13:34 (8)

0:11:14 (4) 0:22:20 (3) 0:36:18 (4) 0:51:05 (6) 1:04:24 (5) 1:20:35 (8)

地区対抗 (8) 11:14 (4) 11:06 (1) 13:58 (10) 14:47 (8) 13:19 (6) 16:11 (11)

0:11:41 (5) 0:24:13 (7) 0:37:39 (7) 0:52:35 (8) 1:07:13 (9) 1:20:45 (9)

地区対抗 (9) 11:41 (5) 12:32 (7) 13:26 (7) 14:56 (9) 14:38 (9) 13:32 (7)

0:15:18 (11) 0:29:32 (10) 0:42:49 (10) 1:00:01 (10) 1:14:27 (10) 1:29:00 (10)

地区対抗 (10) 15:18 (11) 14:14 (10) 13:17 (6) 17:12 (11) 14:26 (8) 14:33 (10)

0:13:25 (10) 0:33:38 (11) 0:47:27 (11) 1:03:01 (11) 1:19:48 (11) 1:34:18 (11)

地区対抗 (11) 13:25 (10) 20:13 (11) 13:49 (9) 15:34 (10) 16:47 (10) 14:30 (9)

井上璃桜

松土宙椰

11 203
曙町

1:34:18

菅田青 山下徹大 金今哲哉 八重尾祐一 富山

10 209
若葉町

1:29:00

先崎利施 和田苺 中瀬雅美 先崎順也 白井浩司

栗原英一

9 207
柴崎町

1:20:45

坂本健 藤川正裕 横平貫志 落合陸人 氏田聖也 佐々木隆宏

8 201
砂川

1:20:35

宇佐美公輝 島田晃太郎 脇山光稀 久保敷一夫 下原幸正

山村威一郎

7 210
西砂川地区

1:19:22

鈴木聡 御舩真穂 松本光生 出口均 東桂太郎 魚洋一

6 211
柏町

1:17:40

小松春信 星野裕也 川島秀一 鈴木陸也 本多孝行

澤田辰生

5 208
栄町

1:16:20

日野翔太 山本竜輔 小林健太郎 中里優太 森内誠也 上野龍平

4 212
幸町

1:14:32

越村樹 小林将大 関口剛史 利根雅之 森茂樹

宮下大和

3 205
高松町

1:13:35

山内修 柳沢浩之 諸角祥彦 高須文明 工藤瑞 角直史

2 204
富士見町

1:11:43

板垣洋平 佐藤由依 伊東孝斉 下村昂輝 村野嵩人

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）

管野俊一

1 202 1:07:57
錦町

吉澤秀星 長島甲輝 古川智康 柴久喜将徳 古橋和樹

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

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


