
順位 チーム名
アサギリショウガッコウ

朝霧小学校（5）
　40.00 　6.52 2 　12.31 3 　19.23 1 　25.06 1 　32.28 1 　40.00 1

　6.52 2 　5.39 8 　6.52 1 　5.43 10 　7.22 3 　7.32 12
ミナミダッシュスター

南ダッシュスター（17）

　40.13 　6.53 3 　12.28 2 　19.41 2 　25.16 2 　32.44 3 　40.13 2
　6.53 3 　5.35 6 　7.13 3 　5.35 4 　7.28 5 　7.29 7

ヤマテゴールデンランナーズ

山手ＧＲ（21）
　40.18 　7.06 7 　12.22 1 　19.50 3 　25.31 3 　33.05 5 　40.18 3

　7.06 7 　5.16 1 　7.28 7 　5.41 9 　7.34 7 　7.13 3
ハナゾノ

花園（15）
　40.20 　7.21 12 　12.41 4 　20.14 4 　25.38 4 　32.43 2 　40.20 4

　7.21 12 　5.20 2 　7.33 12 　5.24 3 　7.05 2 　7.37 16
エイガシマダンシエー

江井島男子Ａ（24）

　40.29 　7.24 13 　12.58 8 　20.25 8 　26.00 7 　32.59 4 　40.29 5
　7.24 13 　5.34 5 　7.27 6 　5.35 4 　6.59 1 　7.30 9

オオクボ

大久保（16）
　40.35 　7.29 15 　12.58 9 　20.19 6 　25.39 5 　33.06 6 　40.35 6

　7.29 15 　5.29 4 　7.21 5 　5.20 1 　7.27 4 　7.29 7
ヒトマルフェニックス

人丸フェニックス（6）

　41.26 　7.14 9 　12.41 5 　20.15 5 　25.50 6 　33.51 7 　41.26 7
　7.14 9 　5.27 3 　7.34 13 　5.35 4 　8.01 19 　7.35 14

サワイケブイシックス

沢池V６（14）
　41.41 　7.36 18 　13.30 17 　21.09 16 　26.30 8 　34.01 8 　41.41 8

　7.36 18 　5.54 18 　7.39 18 　5.21 2 　7.31 6 　7.40 18
ヒトマルサンダーズ

人丸サンダーズ（7）

　41.50 　7.34 17 　13.22 14 　21.00 15 　26.53 13 　34.30 10 　41.50 9
　7.34 17 　5.48 13 　7.38 16 　5.53 13 　7.37 8 　7.20 6

タカオカニシサッシュ

高丘西サッシュ（20）

　41.53 　7.25 14 　13.04 11 　20.33 10 　26.32 9 　34.18 9 　41.53 10
　7.25 14 　5.39 8 　7.29 9 　5.59 16 　7.46 9 　7.35 14

マッハナカサキ

マッハ中崎（8）
　42.04 　7.44 23 　13.26 16 　20.43 11 　26.46 12 　34.34 12 　42.04 11

　7.44 23 　5.42 11 　7.17 4 　6.03 18 　7.48 11 　7.30 9
タカオカヒガシボーイズ

高丘東ボーイズ（19）

　42.09 　7.11 8 　12.50 6 　20.20 7 　26.36 11 　34.39 13 　42.09 12
　7.11 8 　5.39 8 　7.30 10 　6.16 24 　8.03 20 　7.30 9

グッチーズエー

グッチーズA（28）

　42.12 　6.42 1 　12.59 10 　20.27 9 　26.34 10 　34.32 11 　42.12 13
　6.42 1 　6.17 26 　7.28 7 　6.07 19 　7.58 18 　7.40 18

ワサカ

和坂（13）
　42.17 　8.05 29 　13.47 22 　20.47 14 　27.13 15 　35.09 16 　42.17 14

　8.05 29 　5.42 11 　7.00 2 　6.26 25 　7.56 16 　7.08 1
ウミオウフタミ

海王二見（33）
　42.24 　7.49 25 　13.42 19 　21.17 18 　27.14 16 　35.05 15 　42.24 15

　7.49 25 　5.53 16 　7.35 15 　5.57 15 　7.51 14 　7.19 5

久保田　圭 (6)
15

松岡　健太 (6) 吉田　朔真 (4) 田中　陽都 (6) 酒井　輝色 (5) 西本　伊織 (6)

山口　陽平 (6)

マツオカ　ケンタ ヨシダ　サクマ タナカ　ハルト サカイ　ヒイロ ニシモト　イオリ クボタ　ケイ

14
北河　凌 (6) 神吉　悠太 (6) 川原田　快 (6) 市　朋顕 (6) 小田原　優斗 (6)

剱物　司 (6)

キタガワ　リョウ カンキ　ユウタ カワハラダ　カイ イチ　トモアキ オダハラ　ユウト ヤマグチ　ヨウヘイ

13
田口　博教 (6) 保坂　悠翔 (6) 長田　壮真 (6) 戸田　陽 (6) 松本　翔希 (6)

三木　大知 (6)

タグチ　ヒロユキ ホサカ　ユウト ナガタ　ソウマ トダ　ヒナタ マツモト　ショウキ ケンモツ　ツカサ

12
角　崇之 (6) 井垣　和大 (6) 野見山　大輝 (6) 野見山　琉雅 (4) 永湯　将 (6)

中本　航介 (6)

スミ　タカユキ イガキ　カズト ノミヤマ　ダイキ ノミヤマ　リュウガ ナガユ　ショウ ミキ　ダイチ

11
三谷　桜大 (6) 瀧岡　千悠 (5) 久米　壱芯 (6) 永峰　太助 (6) 角野　滉太 (6)

工藤　大成 (6)

ミタニ　オウタ タキオカ　カズヒサ クメ　イッシン ナガミネ　タスケ カドノ　コウタ ナカモト　コウスケ

10
斎藤　匠登 (5) 松井　友紀 (6) 福本　有都 (5) 荒生　恵佑 (4) 森川　彰斗 (6)

小林　俊介 (6)

サイトウ　タクト マツイ　トモキ フクモト　アルト アラオ　ケイスケ モリカワ　アキト クドウ　タイセイ

9
古村　陸昊 (5) 小西　璃空 (5) 出口　真大 (5) 益崎　健大 (5) 倉本　典聖 (6)

荒木　拓人 (6)

コムラ　リクシ コニシ　リク デグチ　マヒロ マスザキ　ケンタ クラモト　テンセイ コバヤシ　シュンスケ

8
藤原　夕陽 (6) 白井　琉凱 (6) 田中　大輔 (6) 三村　友之介 (6) 戎　雄也 (6)

石川　航汰 (6)

フジワラ　ユウヒ シライ　リュウガ タナカ　ダイスケ ミムラ　ユウノスケ エビス　ユウヤ アラキ　タクト

7
日下　大誠 (6) 吉川　凛空 (5) 三木　雄太郎 (6) 八幡　閃 (6) 岡本　祐次郎 (6)

横川　旦 (6)

クサカ　タイセイ ヨシカワ　リク ミキ　ユウタロウ ヤハタ　セン オカモト　ユウジロウ イシカワ　コウタ

6
岡村　楓莉 (6) 西村　賢斗 (6) 戸嶋　航希 (6) 真田　大輔 (5) 那須　温樹 (6)

橿原　颯太 (6)

オカムラ　フウリ ニシムラ　ケント トジマ　コウキ サナダ　ダイスケ ナス　ハルキ ヨコガワ　ダン

5
石井　佑樹 (6) 柏本　浩輝 (6) 川名　脩生 (6) 中村　渉夢 (4) 岡本　吏功 (6)

山口　海成 (6)

イシイ　ユウキ カシモト　コウキ カワナ　シュウ ナカムラ　アユム オカモト　リク カシハラ　ソウタ

4
鎌田　颯太 (6) 久保　優雲 (5) 中村　昂輝 (6) 高木　慎一 (6) 松田　啓 (6)

時澤　初瑠 (6)

カマダ　ソウタ クボ　ユウク ナカムラ　コウキ タカギ　シンイチ マツダ　ハジメ ヤマグチ　カイセイ

3
相川　美翔 (6) 橋本　翔磨 (6) 小林　郁也 (6) 畑田　澪斗 (6) 牛尾　俊 (6)

木村　洸 (6)

アイカワ　ハルト ハシモト　トウマ コバヤシ　イクヤ ハタダ　ヤマト ウシオ　スグル トキザワ　ハル

2
鈴江　真軌人 (6) 落合　翔覇 (5) 佐藤　祐介 (5) 西村　友希 (6) 落合　司覇 (6)

柚木　仁 (6)

スズエ　マキト オチアイ　トワ サトウ　ユウスケ ニシムラ　ユウキ オチアイ　カズハ キムラ　コウ

1
山下　丈 (6) 田中　慎乃亮 (5) 岩﨑　竜馬 (5) 濵崎　佑太 (5) 佐伯　遥大 (5)

ヤマシタ　ジョウ タナカ　シンノスケ イワサキ　リョウマ ハマサキ　ユウタ サエキ　ハルト ユノキ　ジン

1区(2.0km) 2区(1.5km) 3区(2.0km) 4区(1.5km) 5区(2.0km) 6区(2.0km)



フタミキタ

二見北（35）
　42.33 　7.44 22 　13.37 18 　21.25 19 　27.00 14 　34.52 14 　42.33 16

　7.44 22 　5.53 16 　7.48 19 　5.35 4 　7.52 15 　7.41 21
エイガシマダンシビー

江井島男子Ｂ（25）

　42.47 　7.59 28 　13.49 23 　21.40 21 　27.26 19 　35.13 17 　42.47 17
　7.59 28 　5.50 15 　7.51 20 　5.46 12 　7.47 10 　7.34 13

タニヤギ

谷八木（23）
　42.50 　7.30 16 　13.45 21 　21.43 23 　27.23 18 　35.39 20 　42.50 18

　7.30 16 　6.15 25 　7.58 22 　5.40 8 　8.16 25 　7.11 2
ヤマテスーパーランナーズ

山手ＳＲ（22）
　42.51 　7.56 27 　14.03 27 　22.01 26 　27.45 23 　35.33 19 　42.51 19

　7.56 27 　6.07 20 　7.58 22 　5.44 11 　7.48 11 　7.18 4
ウオズミダンシＡ

魚住男子A（26）

　43.18 　7.19 10 　12.55 7 　21.16 17 　27.30 21 　35.41 22 　43.18 20
　7.19 10 　5.36 7 　8.21 27 　6.14 22 　8.11 22 　7.37 16

フタミニシショウガッコウ

二見西小学校（36）

　43.26 　7.20 11 　13.42 20 　21.57 25 　27.50 25 　35.40 21 　43.26 21
　7.20 11 　6.22 27 　8.15 25 　5.53 13 　7.50 13 　7.46 22

マツッコサンダース

松っ子サンダース（3）

　43.30 　7.02 5 　13.10 12 　20.44 12 　27.14 17 　35.19 18 　43.30 22
　7.02 5 　6.08 22 　7.34 13 　6.30 27 　8.05 21 　8.11 26

アカシザムライ

明石侍（2）
　43.33 　7.03 6 　13.14 13 　20.44 13 　27.28 20 　35.53 23 　43.33 23

　7.03 6 　6.11 23 　7.30 10 　6.44 29 　8.25 27 　7.40 18
ミナミオールスターズ

南オールスターズ（18）

　43.43 　7.37 20 　13.26 15 　21.41 22 　27.42 22 　35.55 24 　43.43 24
　7.37 20 　5.49 14 　8.15 25 　6.01 17 　8.13 23 　7.48 23

ニシキナイン

錦９（30）
　44.25 　7.42 21 　13.56 25 　21.34 20 　27.45 24 　36.13 26 　44.25 25

　7.42 21 　6.14 24 　7.38 16 　6.11 20 　8.28 28 　8.12 27
トバフラッシュ

鳥羽フラッシュ（12）

　44.27 　7.45 24 　13.52 24 　21.49 24 　28.03 26 　35.59 25 　44.27 26
　7.45 24 　6.07 20 　7.57 21 　6.14 22 　7.56 16 　8.28 30

ウオズミダンシＢ

魚住男子B（27）
　45.37 　8.51 36 　15.15 34 　23.17 30 　29.28 28 　37.45 27 　45.37 27

　8.51 36 　6.24 29 　8.02 24 　6.11 20 　8.17 26 　7.52 24
フタミカジュウヒャクパーセント

二見果汁１００％（34）

　46.06 　8.12 31 　14.39 29 　23.12 29 　29.39 29 　37.53 28 　46.06 28
　8.12 31 　6.27 31 　8.33 31 　6.27 26 　8.14 24 　8.13 28

マジデスタイカン

本気です大観（10）

　46.44 　7.37 19 　14.33 28 　23.00 28 　29.58 30 　38.42 30 　46.44 29
　7.37 19 　6.56 34 　8.27 30 　6.58 34 　8.44 30 　8.02 25

マツッコチーターズ

松っ子チーターズ（4）

　46.53 　7.53 26 　13.56 26 　22.20 27 　28.53 27 　38.10 29 　46.53 30
　7.53 26 　6.03 19 　8.24 28 　6.33 28 　9.17 35 　8.43 34

グッチーズビー

菊井　誠貴 (5)

ノウショウ　キセキ サクライ　ハヤト ナカジマ　トモキ キタニ　コウタ テラバヤシ　ケンタ フクタケ　テルヒサ

30
加登　雄翔 (5) 春名　海里 (5) 坂本　秀幸 (4) 德永　春輝 (5) 山崎　凜士 (4)

土田　櫂大 (6)

カド　ユウショウ ハルナ　カイリ サカモト　ヒデユキ トクナガ　ハルキ ヤマサキ　リオ キクイ　マサキ

29
中野　開友 (6) 高見　昇也 (6) 藤本　爽利 (6) 松井　瞭汰 (6) 戎本　陽 (6)

辻田　祥太郎 (6)

ナカノ　カイスケ タカミ　ショウヤ フジモト　アキト マツイ　リョウタ エビスモト　ヨウ ツチダ　トウタ

28
森脇　大樹 (5) 瓢風　翔馬 (6) 福田　恒成 (6) 松岡　颯人 (4) 藤田　涼雅 (6)

奥谷　康志 (5)

モリワキ　ダイキ ヒサカゼ　ショウマ フクダ　コウセイ マツオカ　ハヤト フジタ　リョウガ ツジタ　ショウタロウ

27
綾木　健一郎 (5) 畑　優矢 (5) 岸野　一真 (5) 櫻井　輝一 (4) 西村　悠人 (4)

松岡　拓海 (6)

アヤキ　ケンイチロウ ハタ　ユウヤ キシノ　カズマ サクライ　コウイチ ニシムラ　ユウト オクタニ　コウシ

26
山本　海晴 (6) 應本　健晴 (6) 石津　正翔 (6) 杉村　瞭太 (6) 松村　駿太 (6)

大原　慎矢 (6)

ヤマモト　カイセイ オウモト　タケハル イシヅ　マサト スギムラ　リョウタ マツムラ　シュンタ マツオカ　タクミ

25
松山　昇平 (6) 狩谷　龍希 (5) 今市　陽斗 (5) 松永　檎太郎 (5) 木下　駿介 (6)

植松　隼人 (6)

マツヤマ　ショウヘイ カリヤ　リュウキ イマイチ　ハルト マツナガ　コタロウ キノシタ　シュンスケ オオハラ　シンヤ

24
棈松　隆太 (6) 小池　柊介 (5) 秋平　寛介 (5) 大塚　健史 (5) 益田　祐輝 (6)

西川　倫太朗 (4)

アベマツ　リュウタ コイケ　シュウスケ アキヒラ　カンスケ オオツカ　ケンシ マスダ　ユウキ ウエマツ　ハヤト

23
中垣　颯斗 (4) 中村　颯太 (4) 小西　幹太 (4) 奥屋　葵伊 (4) 山口　創士 (4)

林　誉大 (6)

ナカガキ　ハヤト ナカムラ　ソウタ コニシ　カンタ オクヤ　アオイ ヤマグチ　ソウシ ニシカワ　リンタロウ

22
玉田　匠平 (5) 田實　賢太 (4) 岡田　淳宏 (5) 碓氷　瑛太 (4) 深山　昊靖 (6)

大西　勢翔 (5)

タマダ　ショウヘイ タジツ　ケンタ オカダ　アツヒロ ウスイ　エイタ ミヤマ　コウセイ ハヤシ　タカヒロ

21
江田　裕人 (6) 髙瀬　智敦 (5) 山下　将生 (6) 石田　大吉 (6) 守田　柚貴 (6)

藤原　嵩太 (6)

エダ　ユウト タカセ　トモノブ ヤマシタ　ショウセイ イシダ　ダイキチ モリタ　ユズキ オオニシ　セイト

20
椎原　悠太 (6) 中山　空大 (6) 梅田　将吾 (6) 一山　侑生 (6) 佐山　心一 (6)

大山　玲音 (6)

シイハラ　ユウタ ナカヤマ　ソラ ウメダ　ショウゴ イチヤマ　ユウキ サヤマ　シンイチ フジワラ　シュウタ

19
真壁　優成 (6) 西山　暖翔 (6) 川上　幌惺 (6) 池田　航大 (6) 田中　海成 (6)

髙田　楓太 (6)

マカベ　ユウセイ ニシヤマ　ハルト カワカミ　コウセイ イケダ　コウタ タナカ　カイセイ オオヤマ　レオ

18
小林　優樹 (6) 西海　悠真 (6) 小松原　庵 (6) 小倉　真音 (6) 松岡　直弥 (6)

阪永　陽光 (6)

コバヤシ　ユウキ ニシウミ　ユウマ コマツバラ　イオリ オグラ　マナト マツオカ　ナオヤ タカタ　フウタ

17
金本　蒼騎 (4) 洲脇　涼太 (6) 秋枝　大翔 (5) 藤井　寿人 (5) 飯沼　卓丸 (6)

平山　凌大 (6)

カネモト　チャンギ スワキ　リョウタ アキエダ　ハルト フジイ　ヒサト イイヌマ　タクマル サカナガ　ハルキ

16
芳山　稜太 (5) 浦野　竣太 (5) 三木　澄人 (6) 森　郁登 (6) 岸田　伊吹 (6)

ヨシヤマ　リョウタ ウラノ　シュンタ ミキ　スミト モリ　アヤト キシダ　イブキ ヒラヤマ　リョウタ



グッチーズB（29）

　47.54 　8.25 32 　14.49 31 　23.42 31 　30.48 33 　39.38 33 　47.54 31
　8.25 32 　6.24 29 　8.53 32 　7.06 35 　8.50 32 　8.16 29

キンポダンシ

錦浦男子（32）
　47.55 　8.09 30 　14.39 30 　23.51 32 　30.46 32 　39.18 31 　47.55 32

　8.09 30 　6.30 32 　9.12 33 　6.55 33 　8.32 29 　8.37 32
ダッシュナカサキ

ダッシュ中崎（9）

　48.08 　8.33 33 　15.36 35 　24.01 33 　30.46 31 　39.30 32 　48.08 33
　8.33 33 　7.03 35 　8.25 29 　6.45 30 　8.44 30 　8.38 33

オウジランナー

王子ランナー（11）

　48.56 　8.36 34 　15.08 33 　24.38 35 　31.25 35 　40.20 35 　48.56 34
　8.36 34 　6.32 33 　9.30 35 　6.47 31 　8.55 33 　8.36 31

ツナゲニシキ

つなげ錦（31）
　49.59 　8.36 35 　14.59 32 　24.12 34 　30.59 34 　40.13 34 　49.59 35

　8.36 35 　6.23 28 　9.13 34 　6.47 31 　9.14 34 　9.46 35
アカシファイターズ

明石ファイターズ（1）

　6.55 4
　6.55 4

三浦　佳恭 (5)中垣　颯太 (6) 大津　勇季 (6) 大西　草哉 (5) 藤原　生吹 (6) 原村　恒成 (5)

政所　祐成 (6)

ナカガキ　ソウタ オオツ　ユウキ オオニシ　ソウヤ フジワラ　イブキ ハラムラ　コウセイ ミウラ　ヨシタカ

35
戸田　英究 (4) 政所　朋希 (4) 岡本　隆希 (6) 松本　侑大 (4) 平井　颯丞 (4)

岡本　賢樹 (4)

トダ　エイキュウ マンドコロ　トモキ オカモト　リュウキ マツモト　ユウダイ ヒライ　ソウスケ マンドコロ　ユウセイ

34
西村　晴也 (4) 中根　一琉 (4) 加藤　侃 (4) 藤井　将太郎 (4) 川合　健太 (4)

稲畑　陸郎 (6)

ニシムラ　ハルヤ ナカネ　イチル カトウ　カン フジイ　ショウタロウ カワイ　ケンタ オカモト　サトキ

33
牟田　琉馬 (5) 山田　大夢 (4) 藤崎　康太 (4) 高橋　吾郎 (4) 馬場　柊士朗 (5)

宮本　宙 (5)

ムタ　リュウマ ヤマダ　ヒロム フジサキ　コウタ タカハシ　ゴロウ ババ　シュウジロウ イナハタ　リクロウ

32
山岸　大悟 (6) 原田　泰成 (5) 上村　貫太 (5) 若本　晃 (5) 尾﨑　翔吾 (6)

福武　輝恒 (6)

ヤマギシ　ダイゴ ハラダ　タイセイ ウエムラ　カンタ ワカモト　テル オザキ　ショウゴ ミヤモト　ソラ

31
納庄　希碩 (6) 櫻井　隼斗 (6) 中島　知己 (6) 木谷　洸太 (6) 寺林　健太 (6)


