
立川市駅伝競走大会 【記録表】　中学男子の部 2023年1月15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

0:11:08 (2) 0:23:31 (1) 0:36:30 (1) 0:48:33 (1) 1:01:33 (1) 1:13:30 (1)

中学男子 (1) 11:08 (2) 12:23 (1) 12:59 (3) 12:03 (1) 13:00 (3) 11:57 (1)

0:12:49 (4) 0:25:13 (4) 0:38:04 (3) 0:51:29 (3) 1:04:13 (2) 1:16:19 (2)

中学男子 (2) 12:49 (4) 12:24 (2) 12:51 (2) 13:25 (3) 12:44 (2) 12:06 (2)

0:11:31 (3) 0:23:57 (2) 0:36:40 (2) 0:49:54 (2) 1:04:27 (3) 1:17:35 (3)

中学男子 (3) 11:31 (3) 12:26 (3) 12:43 (1) 13:14 (2) 14:33 (7) 13:08 (5)

0:10:58 (1) 0:24:34 (3) 0:38:19 (4) 0:55:06 (4) 1:09:21 (5) 1:22:20 (4)

中学男子 (4) 10:58 (1) 13:36 (6) 13:45 (5) 16:47 (8) 14:15 (5) 12:59 (3)

0:14:20 (7) 0:27:54 (6) 0:42:04 (6) 0:56:00 (5) 1:09:00 (4) 1:23:26 (5)

中学男子 (5) 14:20 (7) 13:34 (5) 14:10 (7) 13:56 (4) 13:00 (3) 14:26 (8)

0:13:53 (6) 0:27:19 (5) 0:40:30 (5) 0:56:16 (6) 1:11:18 (6) 1:24:17 (6)

中学男子 (6) 13:53 (6) 13:26 (4) 13:11 (4) 15:46 (7) 15:02 (9) 12:59 (3)

0:13:33 (5) 0:29:37 (8) 0:43:45 (8) 0:59:26 (8) 1:11:56 (7) 1:26:13 (7)

中学男子 (7) 13:33 (5) 16:04 (10) 14:08 (6) 15:41 (6) 12:30 (1) 14:17 (7)

0:14:37 (8) 0:28:27 (7) 0:43:08 (7) 0:57:52 (7) 1:12:11 (8) 1:26:38 (8)

中学男子 (8) 14:37 (8) 13:50 (7) 14:41 (8) 14:44 (5) 14:19 (6) 14:27 (9)

0:15:21 (10) 0:30:49 (10) 0:46:13 (9) 1:03:30 (9) 1:18:05 (9) 1:32:20 (9)

中学男子 (9) 15:21 (10) 15:28 (9) 15:24 (9) 17:17 (9) 14:35 (8) 14:15 (6)

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）

根本琉生

1 36 1:13:30
立川二中陸上部

山下莉空 渡邉幸輝 久保徹太郎 宗像壮太 高田豊秋

区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録 区間記録

宮園和虎

3 39
立川一中

1:17:35

北村隆樹 後久愛透 東烈央 萱夏輝 南口優馬 土居颯樹

2 32
立川五中A

1:16:19

浜口康太朗 山田陽翔 竹下優仁 山土井晃紀 望月舜

杉本琉來

5 31
立川六中バスケットボール部

1:23:26

中村朝陽 須﨑雷夢 土屋叶翔 大島遥斗 岡陸斗 野島響

4 37
立川三中男子A

1:22:20

岩橋祐大 田中煌己 中山太一 木村海翔 橋本優志

久保柊翔

7 35
立川第四中学校

1:26:13

柏木凛音 須田陽翔 大竹剛生 坂本慎之介 松下穂高 大西蓮

6 33
立川五中B

1:24:17

山﨑晴翔 井上遼生 萩野葵 森山恵多 森岡大河

中村思温

9 40
立川第二中学校

1:32:20

高橋憧太郎 麻賀陽登 西村光生 並木洋太朗 松澤奏慈 花田涼羽

8 34
立川五中C

1:26:38

土屋櫂人 齊藤結月 池田晴彦 池田暁彦 三池煌志

田月杏
立川第二中学校硬式テニス部

山崎結太 西川竜ノ介 石井晴貴 半場櫻子 伊藤麻矢

0:13:53 0:28:28 0:42:32 0:59:42 1:16:09 1:35:16

中学男子 13:53 14:35 14:04 17:10 16:27 19:07

0:14:47 (9) 0:29:41 (9)

中学男子 14:47 (9) 14:54 (8)

田月杏

DNF 38
立川三中男子B

中谷祥大 豊泉智志

OPEN 41
立川第二中学校硬式テニス部

1:35:16

山崎結太 西川竜ノ介 石井晴貴 半場櫻子 伊藤麻矢


