
　成　績　一　覧　表　
【上位入賞記録】 25th

順位 記    録 チーム名 備      考
優勝 ２°１７′１１″ 長野県 越・小田切・春日・木村・宇津野・吉岡(大)・中谷

大会新
２位 ２°１７′２８″ 兵庫県 松尾(昂)・長嶋・西川・永吉・菅野(大)・熊井・延藤

大会新
３位 ２°１７′３４″ 埼玉県 白鳥・小山(翔)・小山(直)・唐澤・佐藤(快)・星野・設楽

大会新
４位 ２°１８′２４″ 佐賀県 杉・笠原・古賀・中島・佐々木(亮)・松尾(宥)・井手

大会新
５位 ２°１８′３６″ 静岡県 尾﨑・杉浦・藤曲・山本(樹)・吉田(響)・馬場・伊藤(達)

大会新
６位 ２°１８′４１″ 茨城県 佐藤(真)・根本・湯原・大辻・赤津・武藤・細谷

大会新
７位 ２°１８′４４″ 熊本県 鶴川・落合・西田(壮)・入田・園木・村上(直)・赤﨑
８位 ２°１８′５０″ 三重県 伊藤(秀)・倉本(晃)・西山(雄)・山中・佐伯・加世堂・塩澤

【区間優勝者】
区　間  （㎞） 記　　 録 選　手　名 チーム名 所　属　／　備　考
第１区 ( 7.0㎞) １９′４６″ 吉　居　大　和 宮城 仙台育英高

区間新 ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ  
第２区 ( 3.0㎞) ８′２４″ 長　嶋　幸　宝 兵庫 氷丘中

 ﾅｶﾞｼﾏ ｿﾅﾀ  
第３区 ( 8.5㎞) ２３′４２″ 田　村　和　希 山口 住友電工

 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ [F2]：ふるさと出場
第４区 ( 5.0㎞) １４′０７″ 唐　澤　拓　海 埼玉 花咲徳栄高

区間タイ ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ  
第５区 ( 8.5㎞) ２３′５５″ 松　山　和　希 福島 学法石川高

区間タイ ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ  
第６区 ( 3.0㎞) ８′２２″ 吉　岡　大　翔 長野 川中島中

区間新 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ  

第７区 (13.0㎞) ３７′１０″ 相　澤　　　晃 福島 東洋大
 ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ  

【優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

相　澤　　　晃 福島 東洋大 ７区 ３７′１０″  
ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ  

【ジュニアＡ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

吉　居　大　和 宮城 仙台育英高 １区 １９′４６″ 区間新
ﾖｼｲ ﾔﾏﾄ  

【ジュニアＢ優秀選手賞】
選　手　名 チーム名 所　属 備　　　考

吉　岡　大　翔 長野 川中島中 ６区 ８′２２″ 区間新
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ  

【優勝チーム監督・コーチ賞】
チーム名 監　督　名 コ ー チ 名 コ ー チ 名 備　　考

長野県 高見澤　　　勝 牛　山　通　高 帯　刀　秀　幸
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾙ ｳｼﾔﾏ ﾐﾁﾀｶ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ

【気象状況】
　場　所 時 刻 天 候 温　 度 湿   度 風　向 風　速 備　 　考
平和公園 12:00 曇り 8.1 ℃ 52.2 ％ 西北西 0.5 m/s
平和公園 12:30 曇り 8.6 ℃ 50.3 ％ 西南西 0.7 m/s スタート
第１中継所 12:35 曇り 9.8 ℃ 48.0 ％
第２中継所 12:44 曇り 10.1 ℃ 67.0 ％
平和公園 13:00 曇り 8.9 ℃ 48.6 ％ 南 0.0 m/s
第３中継所 13:12 曇り 8.0 ℃ 73.0 ％
第４中継所 13:28 曇り 10.8 ℃ 52.0 ％
第５中継所 13:51 曇り 10.5 ℃ 63.0 ％
第６中継所 14:00 曇り 10.0 ℃ 62.0 ％
平和公園 14:00 曇り 10.1 ℃ 63.0 ％ 東 0.4 m/s  
平和公園 14:47 曇り 12.3 ℃ 62.9 ％ 北北西 0.3 m/s フィニッシュ
平和公園 15:00 曇り 10.8 ℃ 65.3 ％ 北西 1.2 m/s

審判長 中　野　　　繁 総　務 河 野 裕　二

  
  
  

  
  

  


