第73回南房駅伝大会
全３７．６km
区
氏名
間
所属
賞
記録
千葉県立君津高等学
校
優勝
2゜04’26”
２位

和田A

１区6.3km
中橋 冬陽
和田A
19’33”
前田 朝陽
20’39” (3)
中橋 冬陽
19’33” (1)

2゜06’14”
３位

Awa Project

安田圭佑
19’52” (2)

2゜07’58”
４位

館山神余AC

2゜12’24”
安房/長狭高合同駅
伝部
５位
2゜14’45”
６位

海自 航警隊

髙木 洸平
21’04” (4)
秋良 翔太
21’47” (6)
渡邊裕基
21’52” (7)

2゜16’59”
７位

チーム亀田 愛走会

白倉 知明
24’40” (17)

2゜17’38”
８位

富浦学園

廣澤 貴行
21’12” (5)

2゜17’58”
９位

出光千葉

窪田 和成
22’22” (9)

2゜19’47”
10位

鋸南体協

寺澤 英明
22’54” (11)

2゜26’23”
11位

和田B

山田 勉
23’42” (14)

2゜27’04”
12位

館山神余RC

平野 稔
24’06” (15)

2゜29’03”
13位

館山若潮走友会A

田村 徹也
22’48” (10)

2゜32’05”
14位

TASUKI

松村 広貴
23’23” (13)

2゜32’12”
15位

安房消防

佐久間理之
27’17” (26)

2゜35’37”
16位

千倉JC

堀江 智
22’16” (8)

2゜37’05”
17位

三芳健走会

川名直樹
25’39” (20)

2゜37’36”
18位

白浜/千倉
2゜38’56”

上野健太
25’43” (21)

２区6.0km
神杉 真端
千葉県立君津高等学校

19’19”
神杉 真端
39’58” (3)
19’19” (1)
鈴木 政洋
39’18” (1)
19’45” (2)
鈴木良典
39’57” (2)
20’05” (6)
長田 将喜
40’57” (4)
19’53” (4)
景山 裕己
41’38” (5)
19’51” (3)
田口哲也
42’55” (7)
21’03” (10)
原田 勝人
44’38” (9)
19’58” (5)
越智 昇龍
42’30” (6)
21’18” (11)
渡辺 賢人
43’02” (8)
20’40” (8)
中村 真吾
45’00” (11)
22’06” (12)
鎗田 孔明
46’01” (12)
22’19” (13)
田中 裕太
44’39” (10)
20’33” (7)
安西 詩
46’50” (13)
24’02” (16)
安田 直登
48’35” (16)
25’12” (21)
稲葉陽
51’04” (23)
23’47” (15)
山口 江一
47’08” (14)
24’52” (20)
岡崎幸雄
49’42” (17)
24’03” (17)
小谷正樹
50’12” (21)
24’29” (18)

３区4.3km
内藤達也
Awa Project
14’35”
梅沢 快仁
55’23” (3)
15’25” (3)
千葉 恵一
54’27” (1)
15’09” (2)
内藤達也
54’32” (2)
14’35” (1)
加藤 善行
58’29” (5)
17’32” (12)
田村 若葉
57’31” (4)
15’53” (6)
鈴木晃輝
58’45” (7)
15’50” (5)
村上 楽
1゜00’19” (9)
15’41” (4)
石橋 蓮
58’37” (6)
16’07” (7)
松本 尚人
1゜00’17” (8)
17’15” (10)
八房 優里
1゜02’23” (11)
17’23” (11)
川名 秀
1゜02’52” (12)
16’51” (9)
菊井 義陽
1゜00’53” (10)
16’14” (8)
児玉 真一
1゜06’42” (13)
19’52” (15)
大坂 龍
1゜06’51” (14)
18’16” (13)
荒井明美
1゜10’57” (20)
19’53” (16)
小林 弘明
1゜07’03” (15)
19’55” (18)
村田二郎
1゜10’46” (19)
21’04” (20)
渕辺正
1゜11’47” (21)
21’35” (22)

平成30年12月2日
４区5.7km
５区5.0km
寺田 信哉
松井 大空

６区5.9km
神杉 瑠聖

チーム亀田 愛走会 千葉県立君津高等学校 千葉県立君津高等学校

17’50”
雜賀 直洋
1゜13’17” (3)
17’54” (2)
吉野 圭祐
1゜12’42” (2)
18’15” (4)
内藤和也
1゜12’29” (1)
17’57” (3)
安西 晃基
1゜19’42” (7)
21’13” (11)
小澤 涼馬
1゜16’23” (4)
18’52” (5)
北村太一
1゜19’25” (6)
20’40” (7)
寺田 信哉
1゜18’09” (5)
17’50” (1)
鈴木 駿也
1゜20’04” (8)
21’27” (12)
片山 修太朗
1゜20’09” (9)
19’52” (6)
伊藤 光
1゜24’22” (11)
21’59” (13)
五味 映幸
1゜25’07” (12)
22’15” (15)
赤羽 康嗣
1゜22’03” (10)
21’10” (9)
中澤 英俊
1゜29’00” (14)
22’18” (16)
池田 剛
1゜28’03” (13)
21’12” (10)
鈴木慶史
1゜33’33” (18)
22’36” (17)
平野 一則
1゜29’55” (15)
22’52” (19)
武田敏尚
1゜31’39” (16)
20’53” (8)
安田和巳
1゜33’59” (19)
22’12” (14)

15’57”
松井 大空
1゜29’14” (2)
15’57” (1)
北川 拓也
1゜29’13” (1)
16’31” (2)
鈴木晨耀
1゜31’20” (3)
18’51” (8)
杉山 健史
1゜36’54” (6)
17’12” (3)
德永 真樹
1゜34’42” (4)
18’19” (5)
庄司豪暉
1゜37’53” (7)
18’28” (6)
久保 裕也
1゜36’49” (5)
18’40” (7)
石橋 凜
1゜38’06” (8)
18’02” (4)
小野 政廣
1゜39’48” (9)
19’39” (15)
高橋 良治
1゜43’23” (11)
19’01” (9)
安田 武司
1゜44’24” (12)
19’17” (11)
深坂 雅也
1゜42’34” (10)
20’31” (17)
日暮 靖
1゜48’24” (14)
19’24” (13)
大金 文晶
1゜47’20” (13)
19’17” (11)
遠藤史也
1゜54’11” (18)
20’38” (18)
渡辺 正
1゜51’59” (15)
22’04” (20)
石川政明
1゜53’26” (16)
21’47” (19)
高木教之
1゜54’04” (17)
20’05” (16)

20’29”
神杉 瑠聖
1゜49’43” (1)
20’29” (1)
庄司 俊太
1゜51’05” (2)
21’52” (5)
冨田和也
1゜52’49” (3)
21’29” (3)
片岡 宏倫
1゜58’05” (5)
21’11” (2)
御子神 律
1゜56’21” (4)
21’39” (4)
桝井謙一郎
2゜00’57” (7)
23’04” (9)
大塚 雄太
1゜59’13” (6)
22’24” (6)
岡田 和弘
2゜03’03” (9)
24’57” (14)
鈴木 佑助
2゜02’25” (8)
22’37” (7)
浦部 勉
2゜07’20” (10)
23’57” (11)
鈴木 悠
2゜09’42” (12)
25’18” (15)
片桐 駿介
2゜08’37” (11)
26’03” (18)
平山 利行
2゜14’11” (14)
25’47” (17)
星野 直人
2゜12’00” (13)
24’40” (13)
髙山保幸
2゜17’24” (16)
23’13” (10)
押元 秀行
2゜14’42” (15)
22’43” (8)
寺田洋樹
2゜19’12” (17)
25’46” (16)
小原壽雄
2゜20’36” (18)
26’32” (19)

７区4.4km
岡本 祥太
館山神余AC
14’19”
御園 暁矢
2゜04’26” (1)
14’43” (2)
大野 勇気
2゜06’14” (2)
15’09” (5)
山田有輝也
2゜07’58” (3)
15’09” (5)
岡本 祥太
2゜12’24” (4)
14’19” (1)
佐々木 百合菜
2゜14’45” (5)
18’24” (15)
本宮充
2゜16’59” (6)
16’02” (7)
小俣 北斗
2゜17’38” (7)
18’25” (17)
葛西 智好
2゜17’58” (8)
14’55” (4)
笹本 健司
2゜19’47” (9)
17’22” (9)
久保田 誠
2゜26’23” (10)
19’03” (18)
始関 達也
2゜27’04” (11)
17’22” (9)
黒川 博章
2゜29’03” (12)
20’26” (22)
﨑田 弘
2゜32’05” (13)
17’54” (12)
鐘ケ江 良彦
2゜32’12” (14)
20’12” (21)
早川光輝
2゜35’37” (15)
18’13” (13)
佐藤 和夫
2゜37’05” (16)
22’23” (27)
加藤義明
2゜37’36” (17)
18’24” (15)
湯川幸男
2゜38’56” (18)
18’20” (14)

第73回南房駅伝大会
区
間
賞
19位

全３７．６km
氏名
所属
記録
KAME-SUN Ⅰ

１区6.3km
中橋 冬陽
和田A
19’33”
羽山 健
23’15” (12)

2゜44’13”
20位

チーム毎日新聞

輿水 護
25’29” (19)

2゜49’54”
2１位

和田C

水野 好幸
27’42” (27)

2゜52’12”
22位

AWA SMILE

千葉 伸二
27’02” (25)

2゜54’42”
23位

千倉笑倶楽部

鈴木航汰
25’56” (22)

2゜57’26”
24位

チーム亀田 緑の軍団

橋本 圭一
26’28” (24)

2゜58’09”
25位

館山幼小ひまわり

小野寺 亮
24’41” (18)

3゜01’53”
26位

房南走友会

本橋 悠也
24’38” (16)

3゜05’12”
27位

北条メイト

佐々木 翔平
26’11” (23)

3゜06’06”
28位

館山若潮走友会B
3゜09’34”

29位

30位

31位

32位

33位

34位

35位

36位

笹子 昭次郎
29’15” (28)

２区6.0km
神杉 真端
千葉県立君津高等学校

３区4.3km
内藤達也
Awa Project
14’35”
高梨 貴夫
1゜14’57” (23)
24’52” (26)
成田 昭宏
1゜09’38” (17)
19’36” (14)
間宮 幸恵
1゜13’14” (22)
20’13” (19)
河内 麻純
1゜09’05” (16)
21’12” (21)
加藤知晶
1゜15’34” (24)
23’08” (24)
満田 茂
1゜09’42” (18)
19’53” (16)
星野 純奈
1゜19’50” (27)
29’10” (28)
本橋 利一
1゜17’25” (25)
24’31” (25)

19’19”
戸田 友輔
50’05” (20)
26’50” (25)
飯郷 亮太
50’02” (19)
24’33” (19)
近藤 雅志
53’01” (26)
25’19” (22)
徳田 一磨
47’53” (15)
20’51” (9)
髙木一洋
52’26” (24)
26’30” (24)
箕輪 綱平
49’49” (18)
23’21” (14)
熊田 昭
50’40” (22)
25’59” (23)
岡村 裕貴
52’54” (25)
28’16” (27)
斉藤 優希
55’57” (27)
29’46” (28)
小沢 清
飯田 美由紀
56’25” (28) 1゜24’05” (28)
27’10” (26)
27’40” (27)

平成30年12月2日
４区5.7km
５区5.0km
寺田 信哉
松井 大空

６区5.9km
神杉 瑠聖

チーム亀田 愛走会 千葉県立君津高等学校 千葉県立君津高等学校

17’50”
堀江 均
1゜43’01” (23)
28’04” (22)
狩野 淳
1゜32’20” (17)
22’42” (18)
間宮 明
1゜39’35” (22)
26’21” (20)
加藤 亜矢子
1゜38’32” (21)
29’27” (25)
井上栄司
1゜44’13” (24)
28’39” (23)
飯山 正美
1゜38’27” (20)
28’45” (24)
神山 翔太
1゜50’08” (27)
30’18” (27)
鈴木 正之
1゜47’29” (26)
30’04” (26)
岩﨑 隆栄
1゜45’30” (25)
27’15” (21)
鈴木 美代子
1゜55’39” (28)
31’34” (28)

15’57”
小柴 真祐
2゜02’28” (20)
19’27” (14)
水上 恭一
2゜02’38” (21)
30’18” (28)
水野 瞳
2゜02’51” (22)
23’16” (22)
冨塚 経平
1゜57’41” (19)
19’09” (10)
田畑祐輔
2゜06’27” (24)
22’14” (21)
根本 咲
2゜04’00” (23)
25’33” (26)
宇畑 直樹
2゜13’34” (26)
23’26” (23)
伊介 正寿
2゜12’48” (25)
25’19” (25)

20’29”
堀口 涼
2゜26’44” (19)
24’16” (12)
早崎 周人
2゜30’31” (20)
27’53” (21)
八代 和磨
2゜31’06” (21)
28’15” (22)
中川 奈瑠美
2゜37’59” (24)
40’18” (28)
菅谷拓海
2゜33’48” (22)
27’21” (20)
大西 康介
2゜37’05” (23)
33’05” (26)
夏井 駿
2゜46’59” (27)
33’25” (27)
黒川 雄二
2゜43’33” (25)
30’45” (24)
鈴木 信昭
2゜44’31” (26)
30’44” (23)
工藤 一朗
山脇 健史
2゜19’20” (28) 2゜50’18” (28)
23’41” (24)
30’58” (25)

７区4.4km
岡本 祥太
館山神余AC
14’19”
篠崎 元
2゜44’13” (19)
17’29” (11)
森口 敬
2゜49’54” (20)
19’23” (20)
山田 由紀子
2゜52’12” (21)
21’06” (24)
金澤 翔
2゜54’42” (22)
16’43” (8)
三浦真由子
2゜57’26” (23)
23’38” (28)
神子 枝里子
2゜58’09” (24)
21’04” (23)
平島 和弥
3゜01’53” (25)
14’54” (3)
黒川 翔弥
3゜05’12” (26)
21’39” (26)
松本 謙吾
3゜06’06” (27)
21’35” (25)
笹子 正子
3゜09’34” (28)
19’16” (19)

