
開催日：平成２８年１２月４日（日） 

主催 青 梅 市

青 梅 市 陸 上 競 技 協 会

主管 青 梅 市 陸 上 競 技 協 会

協賛 奥 多 摩 町

青 梅 信 用 金 庫

後援 ( 公 財 ) 東 京 陸 上 競 技 協 会

（ 一 社 ） 青 梅 市 体 育 協 会
奥 多 摩 町 体 育 協 会
毎 日 新 聞 社
ス ポ ー ツ ニ ッ ポ ン 新 聞 社

協力 青梅市スポーツ推進委員協議会

申込数 出場数
一般 118 116
大学 44 42
高校 10 9
女子 52 52
計 224 219





第７８回 奥 多 摩 渓 谷 駅 伝 競 走 大 会 成 績

＊ 一般・大学・高校の部

優　　勝 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位

チーム名 コモディイイダＡ 新電元工業株式会社 コモディイイダＢ チームＮＤＦ 大田区陸上競技協会 御殿場ＲＣ

記　　録 2:15:05 2:17:06 2:17:51 2:27:07 2:27:35 2:28:34

チーム名 麗澤大学Ａ 麗澤大学Ｂ 麗澤大学Ｃ 東京経済大学Ａ 松蔭大学Ａ 芝浦工業大学Ａ

記　　録 2:18:11 2:18:46 2:19:06 2:19:14 2:20:46 2:20:47

チーム名 東京実業高校Ａ 東京実業高校Ｂ 八王子高校 慶應志木高校競走部Ａ 東亜学園 国分寺高校陸上部Ａ

記　　録 2:29:46 2:30:21 2:34:35 2:37:43 2:45:06 2:48:41

＊ 女子の部

優　　勝 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位 ６　　位

コモディイイダ 青春ランナーズＡ 首都大学東京Ａ 東京実業高校Ａ 東京大女子 東京実業高校Ｂ

37:28 39:42 40:32 40:37 41:39 41:42

＊ 青梅市民の部

１　　位

青梅若草ＲＲＣ　Ａ

2:33:00

【　区 間 順　位　】

＊ 一般・大学・高校の部

１区(7.4Km) ３区(6.6Km) ４区(6.6Km) ５区(8.4Km) ６区(7.4Km)

選 手 名 平塚 祐三 小野 智弘 佐藤 晃章 石原 洸 木田 貴大 松枝 啓太 ﾀｲﾀｽ ﾜﾛﾙ

チーム名 新電元工業株式会社 大田区陸上競技協会 コモディイイダＢ 新電元工業株式会社 コモディイイダＡ コモディイイダＡ コモディイイダＡ

記　　録 22:04 20:54 19:16（区間新） 24:34（区間新） 21:22

選 手 名 佐々木 捷 太田　来紀 井上 竣介 青木 章悟 渡邉 紘也

チーム名 松蔭大学Ｂ 麗澤大学Ｂ 東京経済大学Ａ 麗澤大学Ａ 麗澤大学Ａ

記　　録 22:06（区間新） 21:01 20:10 25:13 21:54

選 手 名 原田 一輝 徳竹 隼人 瀬上 洸希 桑田 賢進 村石 丈太郎

チーム名 八王子高校 東京実業高校Ｂ 東京実業高校Ｂ 東京実業高校Ａ 東京実業高校Ｂ

記　　録 24:20 22:49 21:35 27:50 23:31

＊ 女子の部

１区(3.7Km) ２区(3.6Km) ３区(3.8Km)

下村 紫織 里中 志帆 倉澤 ありさ

コモディイイダ 青春ランナーズＡ コモディイイダ

12:18（区間新） 11:46 13:23

東京実業高校Ａ

28:16

２区(8.4Km)

25:58

市川　駿

麗澤大学Ｂ

26:15
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2016年12月4日 10:00 スタート

一般の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　一般の部　2:13:15　警視庁　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

1 2:15:05 1 コモディイイダＡ 五郎谷 俊 渡辺 晋史 渡辺 哲也 木田 貴大 松枝 啓太 ﾀｲﾀｽ ﾜﾛﾙ

(2) 22:27 (2) 48:26 (2) 1:09:53 (1) 1:29:09 (1) 1:53:43 (1) 2:15:05

(2) 22:27 (3) 25:59 (4) 21:27 (1) 19:16 NSR (1) 24:34 NSR (1) 21:22

2 2:17:06 2 新電元工業株式会社 平塚 祐三 加藤 平 石原 洸 小原 大輔 松谷 公靖 佐野 雅治

(1) 22:04 (1) 48:06 (1) 1:09:00 (2) 1:29:10 (2) 1:55:28 (2) 2:17:06
(1) 22:04 (4) 26:02 (1) 20:54 (3) 20:10 (3) 26:18 (2) 21:38

3 2:17:51 113 コモディイイダＢ 児玉 雄介 佐藤 晃章 山田 雄喜 土田 純 渡部 克則 国吉 諒

(3) 22:53 (3) 48:51 (3) 1:09:55 (3) 1:29:59 (3) 1:55:41 (3) 2:17:51
(3) 22:53 (1) 25:58 (2) 21:04 (2) 20:04 (2) 25:42 (3) 22:10

4 2:27:07 6 チームＮＤＦ 丸山 航平 柳澤 瑞樹 神田 靖彦 青木 浩二 小長谷 祥治 山田 琢也

(5) 23:10 (4) 50:18 (5) 1:13:13 (5) 1:35:58 (5) 2:03:13 (4) 2:27:07
(5) 23:10 (7) 27:08 (7) 22:55 (11) 22:45 (6) 27:15 (7) 23:54

5 2:27:35 7 大田区陸上競技協会 笠原 大康 小野 智弘 尾曲 和輝 竹村 宗矩 相沢 直亮 下島 千明

(13) 24:26 (5) 50:24 (4) 1:11:44 (4) 1:34:10 (4) 2:02:36 (5) 2:27:35
(13) 24:26 (1) 25:58 (3) 21:20 (10) 22:26 (10) 28:26 (12) 24:59

6 2:28:34 107 御殿場ＲＣ 桜井 史 石川 勝敏 中島 崇晴 野口 真人 前田 章吾 阿保 昂太朗

(8) 23:46 (11) 52:05 (11) 1:16:11 (9) 1:37:34 (7) 2:05:04 (6) 2:28:34
(8) 23:46 (14) 28:19 (18) 24:06 (4) 21:23 (7) 27:30 (6) 23:30

7 2:29:18 5 練馬１普連 工藤 正也 蛯沢 奎 川井 皓司 渡邉 良二 小中 翔太 田邉 秀斗

(7) 23:12 (8) 51:06 (10) 1:15:33 (8) 1:37:18 (9) 2:05:51 (7) 2:29:18
(7) 23:12 (10) 27:54 (22) 24:27 (5) 21:45 (11) 28:33 (5) 23:27

8 2:29:37 3 富津合同練習会 熊谷 豊 荒木 啓至 内山 信之 山内 祐介 岡村 正広 鈴木 康祐

(4) 23:00 (7) 50:45 (7) 1:14:32 (6) 1:36:30 (6) 2:04:02 (8) 2:29:37
(4) 23:00 (9) 27:45 (17) 23:47 (7) 21:58 (8) 27:32 (17) 25:35

9 2:30:44 4 東北大学三秀会Ａ 藤澤 萌人 斎藤 純 尾形 翔平 菅野 均 武田 一彦 近藤 一樹

(17) 25:00 (9) 51:54 (8) 1:14:50 (7) 1:37:09 (8) 2:05:45 (9) 2:30:44
(17) 25:00 (6) 26:54 (8) 22:56 (8) 22:19 (12) 28:36 (12) 24:59

10 2:32:45 9 東京農工大アドラーＡ 田中 直樹 鈴木 遊大 川崎 憲広 藤村 弘太 衣斐 俊彦 横山 光

(9) 23:58 (10) 51:58 (12) 1:16:28 (11) 1:39:42 (10) 2:06:54 (10) 2:32:45
(9) 23:58 (11) 28:00 (23) 24:30 (13) 23:14 (5) 27:12 (18) 25:51

11 2:33:00 8 青梅若草ＲＲＣ　Ａ 石川 卓己 須田 高大 青山 大志 和田 正治 山田 泰三 小暮 勇一

(15) 24:54 (12) 52:30 (9) 1:15:23 (10) 1:37:47 (11) 2:07:32 (11) 2:33:00
(15) 24:54 (8) 27:36 (6) 22:53 (9) 22:24 (17) 29:45 (14) 25:28

12 2:35:24 99 みやこどりＤ 宮田 和舞 服部 俊 高木 一裕 金子 磨王斗 臼井 崇人 田澤 博幸

(11) 24:17 (6) 50:39 (6) 1:14:08 (12) 1:41:32 (13) 2:11:06 (12) 2:35:24
(11) 24:17 (5) 26:22 (16) 23:29 (64) 27:24 (15) 29:34 (8) 24:18

13 2:36:00 11 御殿場ＲＣ－Ｂ 川合 貞克 樋口 隼 小河原 博文 潮田 翔太 室伏 卓 中村 直樹

(19) 25:05 (21) 55:12 (26) 1:21:49 (16) 1:43:34 (12) 2:10:31 (13) 2:36:00
(19) 25:05 (27) 30:07 (42) 26:37 (5) 21:45 (4) 26:57 (15) 25:29

14 2:39:04 23 勁草 岩倉 僚 高林 大樹 高松 昭記 橋本 崇史 森泉 圭祐 澤木 亮太

(22) 25:27 (19) 54:53 (14) 1:17:58 (13) 1:42:08 (14) 2:11:56 (14) 2:39:04
(22) 25:27 (23) 29:26 (10) 23:05 (19) 24:10 (18) 29:48 (27) 27:08

15 2:41:32 119 青梅消防署駅伝部会 許山 将平 佐藤 和成 須川 穣二 東山 和也 林 嵩大 大野 友輔

(18) 25:03 (31) 56:53 (30) 1:22:34 (21) 1:45:43 (15) 2:14:37 (15) 2:41:32
(18) 25:03 (54) 31:50 (33) 25:41 (12) 23:09 (13) 28:54 (24) 26:55

16 2:41:33 18 金山家 髙倉 雅浩 豊岳 雄大 宇佐美 毅 金山 拓郎 松永 英巳 志賀 知樹

(31) 26:02 (16) 54:30 (27) 1:21:52 (23) 1:46:01 (20) 2:16:03 (16) 2:41:33
(31) 26:02 (15) 28:28 (54) 27:22 (18) 24:09 (22) 30:02 (16) 25:30

17 2:41:34 31 日本航空電子 北村 優志 宮本 幸司郎 須田 雄貴 白石 竜一 木村 成男 籠谷 諭志

(25) 25:36 (18) 54:41 (20) 1:20:16 (26) 1:47:15 (21) 2:16:36 (17) 2:41:34
(25) 25:36 (17) 29:05 (30) 25:35 (55) 26:59 (14) 29:21 (10) 24:58

18 2:41:58 10 多摩湖ＲＣ－Ａ 見原 哲哉 佐藤 航 柳沼 幸一 原田 三嘉 湯澤 光男 外山 正人

(20) 25:10 (20) 55:09 (23) 1:21:15 (19) 1:45:10 (19) 2:15:58 (18) 2:41:58
(20) 25:10 (26) 29:59 (37) 26:06 (16) 23:55 (29) 30:48 (19) 26:00

19 2:42:26 38 田園クラブＡ 小林 雅彦 笠原 慧 宮下 康彦 永瀬 翔平 高橋 元 片岡 洋海

(29) 25:51 (22) 55:16 (16) 1:18:30 (14) 1:42:44 (17) 2:15:35 (19) 2:42:26
(29) 25:51 (22) 29:25 (13) 23:14 (20) 24:14 (54) 32:51 (23) 26:51

20 2:43:36 100 横瀬町陸上競技協会 大野 隆紀 小池 良樹 小林 義明 田嶋 誉司 浅見 和文 久米谷 桂介

(93) 30:23 (39) 58:36 (36) 1:24:39 (31) 1:48:45 (30) 2:19:10 (20) 2:43:36
(94) 30:23 (13) 28:13 (36) 26:03 (17) 24:06 (24) 30:25 (9) 24:26



2016年12月4日 10:00 スタート

一般の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　一般の部　2:13:15　警視庁　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

21 2:44:16 20 千代田走友会Ａ 山田 隼 大谷 真 渡辺 健介 下村 拓英 岩切 祐樹 兎川 道成

(41) 26:36 (25) 55:54 (24) 1:21:20 (18) 1:45:00 (18) 2:15:43 (21) 2:44:16
(41) 26:36 (21) 29:18 (29) 25:26 (14) 23:40 (27) 30:43 (43) 28:33

22 2:44:35 12 はるちゃんず 井草 貴文 清水 慶一 山口 博之 栗城 正美 木下 健次 美濃部 翔司

(24) 25:34 (26) 56:07 (21) 1:20:20 (28) 1:47:17 (25) 2:17:56 (22) 2:44:35
(24) 25:34 (33) 30:33 (19) 24:13 (54) 26:57 (26) 30:39 (21) 26:39

23 2:44:49 17 さいたま走友会Ａ 桶川 聡 諏訪 達也 矢野 淳久 丸山 哲英 小島 竜也 大隈 賢

(16) 24:55 (28) 56:09 (25) 1:21:22 (27) 1:47:17 (22) 2:17:15 (23) 2:44:49
(16) 24:55 (41) 31:14 (27) 25:13 (37) 25:55 (20) 29:58 (32) 27:34

24 2:45:20 96 ＵＴＴＦ中長８９ 大内田 弘太朗 渡邊 駿 山田 竜也 宮野 健司 青木 佑樹 東 大貴

(23) 25:29 (15) 54:27 (19) 1:19:05 (17) 1:44:53 (24) 2:17:52 (24) 2:45:20
(23) 25:29 (16) 28:58 (24) 24:38 (34) 25:48 (58) 32:59 (30) 27:28

25 2:45:39 92 勁草・東京 日下 文明 平 浩二 関口 満 伊藤 憲志 安藤 達也 福地 敬司

(32) 26:03 (23) 55:35 (18) 1:18:40 (20) 1:45:30 (23) 2:17:27 (25) 2:45:39
(32) 26:03 (24) 29:32 (10) 23:05 (52) 26:50 (36) 31:57 (41) 28:12

26 2:46:07 21 東北大学三秀会Ｂ 前野 深 菅原 靖宏 工藤 佑馬 和泉 俊介 島田 健作 尾形 洋平

(30) 25:51 (30) 56:31 (31) 1:22:54 (29) 1:47:23 (26) 2:18:08 (26) 2:46:07
(30) 25:51 (35) 30:40 (39) 26:23 (22) 24:29 (28) 30:45 (38) 27:59

27 2:46:16 14 東京地下鉄 川満 雄貴 斎藤 良介 久国 雅弘 坂本 新吾 上田 祐大 諏訪 卓徳

(44) 27:01 (27) 56:09 (29) 1:22:25 (24) 1:46:58 (28) 2:18:37 (27) 2:46:16
(44) 27:01 (18) 29:08 (38) 26:16 (24) 24:33 (33) 31:39 (33) 27:39

28 2:46:31 54 青梅走友会 柴 雅典 塚本 章夫 石丸 芳視 豊嶋 彰良 平山 航 青木 圭一

(12) 24:19 (13) 52:31 (15) 1:18:17 (15) 1:42:45 (16) 2:15:32 (28) 2:46:31
(12) 24:19 (12) 28:12 (34) 25:46 (21) 24:28 (53) 32:47 (77) 30:59

29 2:47:43 49 富士見公園 木立 悠 寺嶋 正美 中島 輝雄 堀川 広政 柿崎 敬也 桑原 知希

(37) 26:28 (48) 59:43 (32) 1:22:56 (32) 1:50:43 (29) 2:19:05 (29) 2:47:43
(37) 26:28 (75) 33:15 (12) 23:13 (70) 27:47 (9) 28:22 (46) 28:38

30 2:48:44 32 小平自衛隊Ｂ 山﨑 温 竹本 耕介 佐藤 昭仁 藏元 辰弥 朝倉 敬済 板口 正信

(59) 28:11 (41) 58:54 (33) 1:23:12 (25) 1:47:04 (31) 2:20:46 (30) 2:48:44
(59) 28:11 (38) 30:43 (20) 24:18 (15) 23:52 (65) 33:42 (37) 27:58

31 2:49:17 13 東大厨距離１０年 原 慎一郎 渡邉 拓也 斉藤 瞬也 園部 竜也 近藤 尭之 玉谷 謙治

(14) 24:35 (14) 54:20 (22) 1:20:46 (22) 1:45:44 (27) 2:18:17 (31) 2:49:17
(14) 24:35 (25) 29:45 (40) 26:26 (27) 24:58 (46) 32:33 (78) 31:00

32 2:50:22 102 ＦＲＥＳＨ！ 島 遼太郎 五反田 正太郎 枡田 智希 菊池 薫和 吉津 優一 野田 隆

(38) 26:30 (37) 58:02 (40) 1:25:35 (35) 1:51:11 (32) 2:21:45 (32) 2:50:22
(38) 26:30 (45) 31:32 (56) 27:33 (33) 25:36 (25) 30:34 (45) 28:37

33 2:51:09 104 朝霞市陸上競技協会 星 紀宏 田中 勇 柏木 正 高麗 大輔 阿部 貴志 谷津 諭

(46) 27:07 (29) 56:18 (28) 1:21:53 (58) 1:56:01 (53) 2:28:06 (33) 2:51:09
(46) 27:07 (20) 29:11 (30) 25:35 (111) 34:08 (39) 32:05 (4) 23:03

34 2:51:10 108 さときとピカチュウ 篠原 尚哉 川村 智樹 橋口 侑大 大原 健悟 後藤 潤平 村瀬 辰哉

(28) 25:38 (49) 59:45 (54) 1:27:53 (51) 1:54:16 (48) 2:26:12 (34) 2:51:10
(28) 25:38 (82) 34:07 (66) 28:08 (44) 26:23 (35) 31:56 (10) 24:58

35 2:51:37 105 温泉マラソン部男湯 後藤 耀一 山口 雅寛 井口 遥希 徳弘 翔太 青山 尚樹 中野 佑亮

(45) 27:02 (58) 1:00:31 (49) 1:27:12 (38) 1:51:43 (36) 2:23:07 (35) 2:51:37
(45) 27:02 (77) 33:29 (43) 26:41 (23) 24:31 (31) 31:24 (42) 28:30

36 2:51:43 33 東洋大クリエイト 木佐貫 瑛 一條 拓也 木村 翔 八木原 俊道 山本 幸輝 高藤 隼

(21) 25:26 (24) 55:50 (17) 1:18:38 (36) 1:51:33 (35) 2:22:59 (36) 2:51:43
(21) 25:26 (30) 30:24 (5) 22:48 (106) 32:55 (32) 31:26 (48) 28:44

37 2:52:45 30 日野自動車 櫻井 享軌 斉藤 亮次 白石 幸寛 加藤 史郎 甲谷 敏彦 光安 良平
陸上競技部Ａ

(70) 28:44 (47) 59:40 (53) 1:27:42 (46) 1:53:33 (42) 2:24:51 (37) 2:52:45
(70) 28:44 (40) 30:56 (64) 28:02 (35) 25:51 (30) 31:18 (35) 27:54

38 2:52:51 25 多摩サブ会（若サブ） 早野 梵天丸 井上 洋市朗 鈴木 直人 唐仁原 享 野村 佳史 海野 良祐

(89) 29:46 (55) 1:00:11 (41) 1:25:35 (40) 1:51:56 (46) 2:25:37 (38) 2:52:51
(89) 29:46 (31) 30:25 (28) 25:24 (43) 26:21 (64) 33:41 (29) 27:14

39 2:52:53 43 ＡＲＣ＋ 関屋 卓也 丸 寛史 吉井 直生 進藤 昭洋 内牧 直之 河野 太

(35) 26:22 (45) 59:38 (46) 1:26:49 (39) 1:51:51 (37) 2:23:55 (39) 2:52:53
(35) 26:22 (76) 33:16 (48) 27:11 (29) 25:02 (38) 32:04 (50) 28:58

40 2:52:53 109 凜として新平 丸山 凜 浦野 夏 松木田 悠希 青 新平 緑川 優 西澤 葉

(92) 30:19 (62) 1:00:51 (57) 1:28:05 (50) 1:54:13 (39) 2:24:14 (40) 2:52:53
(92) 30:19 (32) 30:32 (50) 27:14 (39) 26:08 (21) 30:01 (47) 28:39



2016年12月4日 10:00 スタート

一般の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　一般の部　2:13:15　警視庁　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

41 2:53:04 94 青梅トレラン部 嶋﨑 功一 伊藤 徹 渡辺 良治 島田 亘久 進藤 祐樹 反田 丈裕

(10) 24:05 (17) 54:40 (13) 1:17:38 (30) 1:47:43 (34) 2:22:31 (41) 2:53:04
(10) 24:05 (34) 30:35 (9) 22:58 (95) 30:05 (75) 34:48 (73) 30:33

42 2:53:09 27 小平自衛隊Ａ 菊地 貴彦 谷本 圭三 江口 修 前尾 洋至 栗野 晃光 伊藤 和浩

(84) 29:25 (76) 1:02:20 (42) 1:25:37 (37) 1:51:36 (40) 2:24:19 (42) 2:53:09
(84) 29:25 (68) 32:55 (14) 23:17 (38) 25:59 (51) 32:43 (49) 28:50

43 2:53:11 29 南蛮連合Ａ ｻﾄｼ ﾊｼﾓﾄ ﾆｻﾞｰ ｷﾞﾗｰ ﾀﾞﾝﾃ ﾏｲｹﾙ ﾕﾘ ﾗｳﾞｫﾝ ﾕｷ ﾌｸｼﾏ ｷﾞﾙﾀｽ ﾄｩﾌｨﾝ

(101) 30:55 (83) 1:03:12 (51) 1:27:37 (41) 1:52:11 (33) 2:21:59 (43) 2:53:11
(101) 30:55 (60) 32:17 (21) 24:25 (25) 24:34 (18) 29:48 (79) 31:12

44 2:53:14 51 多摩サブ会（殿サブ） 小田原 雅巳 中山 亨 江口 貴智 西塔 雅良 西村 裕之 野網 恵也

(72) 28:45 (53) 1:00:04 (47) 1:26:50 (43) 1:52:23 (44) 2:25:05 (44) 2:53:14
(71) 28:45 (42) 31:19 (45) 26:46 (32) 25:33 (50) 32:42 (40) 28:09

45 2:54:29 101 ＡＬＣＯＨＯＬ 馬場 剛史 久野 皓平 田代 眞悟 西 宏泰 渡邉 淳一郎 久住 空広

(106) 31:19 (78) 1:02:44 (71) 1:30:33 (64) 1:57:08 (51) 2:27:17 (45) 2:54:29
(106) 31:19 (44) 31:25 (58) 27:49 (48) 26:35 (23) 30:09 (28) 27:12

46 2:55:30 28 オレンジミウラ 井ノ川 一彦 齊藤 亮介 椿森 裕次郎 中澤 晃 飯島 智志 藤澤 全禎
椿森記念

(34) 26:16 (36) 58:01 (70) 1:30:04 (60) 1:56:13 (47) 2:25:50 (46) 2:55:30
(34) 26:16 (52) 31:45 (110) 32:03 (40) 26:09 (16) 29:37 (61) 29:40

47 2:55:57 120 青梅消防署駅伝部会Ｂ 矢吹 隆介 江藤 太一 渡邉　毅 平岡 誉登 中上 雄太郎 高田 学

(62) 28:18 (65) 1:01:09 (43) 1:25:59 (45) 1:53:11 (45) 2:25:10 (47) 2:55:57
(62) 28:18 (67) 32:51 (25) 24:50 (61) 27:12 (37) 31:59 (75) 30:47

48 2:56:13 59 核天Ａ 江崎 祥平 青木 和光 篠田 一也 加藤 禎博 高橋 英則 脇田 茂

(54) 27:56 (50) 59:49 (61) 1:28:46 (61) 1:56:32 (56) 2:28:42 (48) 2:56:13
(54) 27:56 (56) 31:53 (81) 28:57 (68) 27:46 (43) 32:10 (31) 27:31

49 2:57:38 15 走翼ＪＡＳＤＦ　Ａ 齋藤 大成 佐々木 崇 柿島 宏至 石井 弥 森  慶知 志村 崇之

(63) 28:20 (56) 1:00:18 (63) 1:29:04 (63) 1:56:50 (54) 2:28:29 (49) 2:57:38
(63) 28:20 (58) 31:58 (76) 28:46 (68) 27:46 (33) 31:39 (55) 29:09

50 2:57:49 34 チームオーリンゲン 江川 史倫 阪本 雅史 石塚 明 山田 俊成 西野 大介 後閑 茂弘

(51) 27:30 (34) 57:46 (44) 1:26:10 (42) 1:52:19 (43) 2:24:59 (50) 2:57:49
(51) 27:30 (28) 30:16 (70) 28:24 (40) 26:09 (48) 32:40 (93) 32:50

51 2:57:54 44 青梅若草ＲＲＣ　Ｓ 清水 明彦 高水 昌彦 石倉 心平 川島 直人 岡崎 安隆 大武 克実

(50) 27:24 (38) 58:18 (38) 1:25:31 (33) 1:50:46 (41) 2:24:36 (51) 2:57:54
(50) 27:24 (39) 30:54 (49) 27:13 (31) 25:15 (67) 33:50 (96) 33:18

52 2:59:22 50 立川拘置所 橘田 倫彰 星野 裕也 小松 春信 横澤 英樹 高橋 亮 本多 孝行

(94) 30:23 (73) 1:02:01 (64) 1:29:15 (69) 1:58:06 (59) 2:30:14 (52) 2:59:22
(93) 30:23 (48) 31:38 (50) 27:14 (80) 28:51 (41) 32:08 (54) 29:08

53 2:59:45 89 青梅市役所 嶋﨑 敬太 宮島 孝広 内藤 健 細田 茂 小林 海渡 西村 晃

(6) 23:11 (35) 57:51 (39) 1:25:32 (47) 1:53:50 (50) 2:26:46 (53) 2:59:45
(6) 23:11 (92) 34:40 (57) 27:41 (76) 28:18 (56) 32:56 (94) 32:59

54 2:59:49 56 リオン陸上競技部 肥沼 宏樹 佐藤 貴宏 渡辺 忠行 谷 常隆 綿貫 敬介 佐藤 義哉

(52) 27:40 (52) 1:00:02 (50) 1:27:17 (49) 1:53:54 (49) 2:26:25 (54) 2:59:49
(52) 27:40 (62) 32:22 (52) 27:15 (50) 26:37 (45) 32:31 (98) 33:24

55 3:00:02 57 すずらんＡ 向井 孝明 千葉 隆史 川崎 幹男 満田 恵 岡本 真幸 柏 正俊

(26) 25:37 (33) 57:10 (34) 1:23:40 (48) 1:53:53 (57) 2:28:43 (55) 3:00:02
(26) 25:37 (46) 31:33 (41) 26:30 (97) 30:13 (76) 34:50 (80) 31:19

56 3:00:03 53 さいたま走友会Ｂ 荒谷 大輔 鈴木 一治 中村 維芳 横村 隆 鎌倉 孝明 松本 晃

(48) 27:12 (51) 59:54 (60) 1:28:46 (55) 1:55:21 (52) 2:27:56 (56) 3:00:03
(48) 27:12 (65) 32:42 (79) 28:52 (48) 26:35 (47) 32:35 (89) 32:07

57 3:00:11 64 青梅走ろう会 薄上 南平 甲田 恵介 犹守 直介 中山 章 渡辺 俊去 小川 浩志

(47) 27:12 (61) 1:00:49 (56) 1:28:05 (67) 1:57:46 (64) 2:32:26 (57) 3:00:11
(47) 27:12 (79) 33:37 (53) 27:16 (89) 29:41 (72) 34:40 (34) 27:45

58 3:00:16 85 ブリヂストン 冨永 尚宏 原田 勝人 水江 誠一 永井 紀夫 白澤 正敏 堀江 盛雄

(42) 26:40 (32) 56:58 (37) 1:25:18 (53) 1:55:02 (55) 2:28:39 (58) 3:00:16
(42) 26:40 (29) 30:18 (67) 28:20 (91) 29:44 (63) 33:37 (82) 31:37

59 3:00:43 16 チーム大友Ａ 西崎 昌宏 古里 亮太 田邊 智哉 光本 徹 玉井 聡志 増川 裕亮

(49) 27:17 (84) 1:03:19 (45) 1:26:45 (52) 1:54:55 (69) 2:33:45 (59) 3:00:43
(49) 27:17 (99) 36:02 (15) 23:26 (75) 28:10 (108) 38:50 (26) 26:58

60 3:00:47 19 東京大学中距離６年 荒井 太弥能 西條 大悟 丸野 幹人 中島 寛貴 松本 大瑚 横田 絢

(53) 27:49 (43) 59:28 (58) 1:28:10 (73) 1:59:04 (70) 2:33:51 (60) 3:00:47
(53) 27:49 (49) 31:39 (75) 28:42 (100) 30:54 (74) 34:47 (25) 26:56



2016年12月4日 10:00 スタート

一般の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　一般の部　2:13:15　警視庁　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

61 3:00:50 26 すずらんＣ 長尾 暁人 加藤 仁士 松林 大悟 鈴木 教義 寺田 秀路 中力 裕也

(56) 28:00 (40) 58:42 (35) 1:23:40 (34) 1:50:50 (38) 2:24:05 (61) 3:00:50
(56) 28:00 (37) 30:42 (26) 24:58 (59) 27:10 (60) 33:15 (110) 36:45

62 3:00:52 39 酔走楽部Ｂ 木村 豪文 齋藤 淳 薦田 敏博 丸山 翔太 井上 正直 島田 進司

(40) 26:32 (46) 59:38 (67) 1:29:42 (57) 1:55:55 (61) 2:30:57 (62) 3:00:52
(40) 26:32 (71) 33:06 (91) 30:04 (42) 26:13 (77) 35:02 (64) 29:55

63 3:01:25 36 酔走楽部Ａ 鈴木 健祐 新井 与陽 北井 崇貴 金子 信裕 小野寺 洋二 森島 茂夫

(90) 29:47 (67) 1:01:22 (87) 1:33:07 (76) 1:59:37 (63) 2:31:42 (63) 3:01:25
(90) 29:47 (47) 31:35 (109) 31:45 (46) 26:30 (39) 32:05 (63) 29:43

64 3:01:50 47 福生ＲＣ 高水 良治 山路 高啓 篠原 泰治 青木 浩実 高野 浩 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾃｲﾗｰ

(36) 26:26 (59) 1:00:36 (62) 1:28:59 (62) 1:56:39 (65) 2:32:36 (64) 3:01:50
(36) 26:26 (83) 34:10 (69) 28:23 (66) 27:40 (90) 35:57 (57) 29:14

65 3:01:58 58 東北大学三秀会Ｃ 古澤 元一 吉田 真人 真山 隆徳 金尾 義則 槙山 正春 園 盛之介

(103) 31:01 (54) 1:00:11 (68) 1:29:52 (72) 1:58:47 (62) 2:31:39 (65) 3:01:58
(103) 31:01 (19) 29:10 (88) 29:41 (82) 28:55 (55) 32:52 (68) 30:19

66 3:02:03 80 羽村市役所 前野 幸司 高見 伸城 浜中 大輔 須田 誠 小沢 宏路 小山 和茂

(85) 29:28 (75) 1:02:07 (74) 1:30:38 (56) 1:55:37 (66) 2:32:43 (66) 3:02:03
(85) 29:28 (64) 32:39 (71) 28:31 (28) 24:59 (97) 37:06 (58) 29:20

67 3:02:48 112 熊谷市役所 茂木 穣 小暮 博之 佐藤 茂幸 小林 良介 今井 健 長谷川 正

(73) 28:46 (70) 1:01:34 (79) 1:31:06 (59) 1:56:12 (84) 2:36:31 (67) 3:02:48
(73) 28:46 (66) 32:48 (87) 29:32 (30) 25:06 (110) 40:19 (20) 26:17

68 3:03:17 55 高尾疾走団 益田 裕久 中村 俊太郎 川元 比呂秋 横内 裕 川村　健太郎 稲葉　武志

(66) 28:35 (64) 1:00:58 (52) 1:27:40 (54) 1:55:10 (58) 2:29:50 (68) 3:03:17
(66) 28:35 (63) 32:23 (44) 26:42 (65) 27:30 (72) 34:40 (99) 33:27

69 3:03:18 97 飯田商店 飯田 理広 堀 健一郎 高橋 直之 小林 寛之 鳥山 寿幸 吉澤 充実

(97) 30:35 (66) 1:01:16 (65) 1:29:19 (70) 1:58:17 (68) 2:33:38 (69) 3:03:18
(97) 30:35 (36) 30:41 (65) 28:03 (83) 28:58 (81) 35:21 (61) 29:40

70 3:03:44 116 南蛮連合Ｄ ﾌｧﾋﾞｱﾝ ﾄﾞｩﾎﾞｱ ﾌﾞﾚｯﾄﾞ ﾗｰﾅｰ ﾃﾞｨｳﾞｨﾄﾞ ｱﾎﾞｯﾄ ﾄﾆｰ ｺﾘﾝｽﾞ ｶｰｸ ｼﾞｮﾝｿﾝ ﾏｲｸ ﾚｲﾅｰ

(33) 26:05 (82) 1:02:52 (69) 1:30:02 (74) 1:59:27 (75) 2:34:45 (70) 3:03:44
(33) 26:05 (103) 36:47 (47) 27:10 (86) 29:25 (79) 35:18 (51) 28:59

71 3:03:51 115 南蛮連合Ｃ ﾀｲｸﾞ ﾐﾆｰ ﾃﾞｨｳﾞｨﾄﾞ ｽｨｰﾄ ｼﾞｱｵﾑ ｶﾙｰ ﾛｲﾄﾞﾊﾟｰｶｰ ｳｨﾙｿﾝ ｼﾞｪｲﾑｽﾞ ｴﾘﾝｼﾞｬｰ ﾔﾆｯｸ ﾍﾞｯﾃｹﾞﾆｽ

(75) 28:50 (72) 1:01:50 (84) 1:32:44 (66) 1:57:39 (78) 2:35:17 (71) 3:03:51
(75) 28:50 (69) 33:00 (100) 30:54 (26) 24:55 (102) 37:38 (44) 28:34

72 3:04:13 46 日野陸上競技クラブ 金村 始郎 木之下 研吾 木下 勝則 水谷 昌史 温井 飛鳥 亀山 幸太郎

(64) 28:30 (71) 1:01:40 (78) 1:31:05 (82) 2:00:48 (73) 2:34:36 (72) 3:04:13
(64) 28:30 (73) 33:10 (85) 29:25 (90) 29:43 (66) 33:48 (60) 29:37

73 3:04:17 66 青梅信用金庫 滝沢 貢 竹内 一晃 野村 博行 谷野 敏和 福島 薫 山田 博仁
陸上競技部

(39) 26:30 (44) 59:32 (59) 1:28:12 (75) 1:59:37 (77) 2:35:07 (73) 3:04:17
(39) 26:30 (70) 33:02 (74) 28:40 (104) 31:25 (82) 35:30 (56) 29:10

74 3:04:32 37 青梅三田走ろう会 小峰 僚 川島 岳 池田 和正 白井 聡 実井 孝明 梅林 繁

(67) 28:36 (57) 1:00:28 (75) 1:30:45 (71) 1:58:29 (79) 2:35:26 (74) 3:04:32
(67) 28:36 (55) 31:52 (93) 30:17 (67) 27:44 (96) 36:57 (53) 29:06

75 3:05:05 62 南蛮連合Ｂ ｱﾗﾝ ｷｬﾉﾝ ﾃﾞﾚｯｸ ﾚｵﾝ ﾏｲｸ ﾍｶﾞﾃｨ ｱﾝﾃﾞｨ ﾄﾞｩﾛｯﾄ ｼﾞｮﾝ ﾎｰﾑｽﾞ ﾆｰﾙ ﾒｲｼｰ

(61) 28:18 (68) 1:01:27 (48) 1:27:07 (44) 1:52:59 (76) 2:34:49 (75) 3:05:05
(61) 28:18 (72) 33:09 (32) 25:40 (36) 25:52 (112) 41:50 (66) 30:16

76 3:05:06 70 千代田走友会Ｂ 杉浦 宗典 粟野 剛 遠藤 真輝 柳川 秀和 坂本 裕允 山梨 力

(82) 29:14 (94) 1:04:46 (82) 1:32:38 (80) 2:00:30 (74) 2:34:37 (76) 3:05:06
(82) 29:14 (96) 35:32 (59) 27:52 (72) 27:52 (69) 34:07 (72) 30:29

77 3:05:09 48 東京農工大アドラーＢ 村山 和晃 金子 周太郎 鶴丸 一毅 曳地 邦幸 井田 健一 丸山 大史

(98) 30:47 (95) 1:05:02 (91) 1:33:56 (84) 2:00:55 (71) 2:34:22 (77) 3:05:09
(98) 30:47 (86) 34:15 (80) 28:54 (55) 26:59 (61) 33:27 (75) 30:47

78 3:05:28 121 青梅消防署駅伝部会Ｃ 横川 剛 海老沼 政則 三輪 史朗 松村 和大 森谷 康紀 荒井 誠次

(107) 31:23 (103) 1:06:28 (96) 1:34:28 (98) 2:05:36 (90) 2:38:42 (78) 3:05:28
(107) 31:23 (93) 35:05 (63) 28:00 (101) 31:08 (59) 33:06 (22) 26:46

79 3:05:55 63 府中刑務所 落合 則和 吉田 真人 斉藤 俊之 髙原 純一 本田 大 昆 喜晃
マラソン部Ｂ

(91) 30:17 (91) 1:04:31 (85) 1:32:51 (77) 1:59:59 (80) 2:35:38 (79) 3:05:55
(91) 30:17 (85) 34:14 (67) 28:20 (57) 27:08 (86) 35:39 (67) 30:17

80 3:06:15 41 みやこどりＳ 今井 明士 池内 善郎 小茂田 洋輔 角田 賢祐 平田 修也 疋島 大彰

(69) 28:42 (90) 1:04:25 (98) 1:34:47 (91) 2:02:48 (87) 2:37:14 (80) 3:06:15
(69) 28:42 (97) 35:43 (96) 30:22 (74) 28:01 (71) 34:26 (52) 29:01



2016年12月4日 10:00 スタート

一般の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　一般の部　2:13:15　警視庁　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

81 3:06:28 114 すずらんＢ 瀬田 康之 河田 寛人 嶋永 誠二 角田 真樹 七里 亮介 大貫 和徳

(27) 25:38 (96) 1:05:11 (77) 1:31:04 (65) 1:57:38 (60) 2:30:34 (81) 3:06:28
(27) 25:38 (111) 39:33 (35) 25:53 (47) 26:34 (56) 32:56 (106) 35:54

82 3:06:54 74 右田病院駅伝部 埴原 正樹 田中 利一 石井 信広 趙 広勝 藤原 健太 右田 敦之

(77) 28:57 (63) 1:00:54 (55) 1:27:58 (68) 1:57:58 (72) 2:34:26 (82) 3:06:54
(77) 28:57 (57) 31:57 (46) 27:04 (93) 30:00 (95) 36:28 (91) 32:28

83 3:07:20 83 学大走友会Ａ 泉 廣樹 山本 勝治 阿久津 元史 矢澤 昌輝 松岡 秀明 井澤 英利

(95) 30:31 (85) 1:03:42 (97) 1:34:40 (87) 2:01:53 (92) 2:39:12 (83) 3:07:20
(95) 30:31 (74) 33:11 (101) 30:58 (62) 27:13 (98) 37:19 (39) 28:08

84 3:07:32 42 多摩湖ＲＣ－Ｂ 植村 克秀 浜田 高弘 久留 俊也 小暮 慎太郎 松田 梓 小川 和男

(57) 28:03 (88) 1:04:00 (88) 1:33:17 (86) 2:01:51 (81) 2:35:43 (84) 3:07:32
(57) 28:03 (98) 35:57 (83) 29:17 (79) 28:34 (68) 33:52 (87) 31:49

85 3:09:06 73 かすみ 神里 勇汰 廣瀬 誠 伊藤 隆志 松原 資之 星田 正行 林 亨
アスリートクラブＡ

(108) 31:37 (87) 1:03:54 (93) 1:34:11 (93) 2:03:44 (82) 2:35:53 (85) 3:09:06
(108) 31:37 (60) 32:17 (93) 30:17 (87) 29:33 (42) 32:09 (95) 33:13

86 3:09:15 68 羊蹄会Ａチーム 林 弘嗣 川瀬 誠 鈴木 謙一郎 浦山 修 鈴木 拓幸 川本 浩一

(102) 31:00 (77) 1:02:42 (73) 1:30:36 (99) 2:06:10 (91) 2:38:50 (86) 3:09:15
(102) 31:00 (50) 31:42 (60) 27:54 (115) 35:34 (48) 32:40 (70) 30:25

87 3:09:32 88 みやこどりＴ 牧 貴之 吉江 拓也 田中 幹人 福井 重之 葛西 康介 伊藤 夏彦

(71) 28:45 (60) 1:00:45 (66) 1:29:22 (81) 2:00:39 (67) 2:33:24 (87) 3:09:32
(72) 28:45 (59) 32:00 (73) 28:37 (103) 31:17 (52) 32:45 (107) 36:08

88 3:09:53 75 千代田走友会Ｃ 金井 正行 藤原 毅 高村 明男 衛門 利明 泉 貴之 大竹 裕人

(96) 30:32 (93) 1:04:44 (89) 1:33:32 (88) 2:01:55 (88) 2:37:36 (88) 3:09:53
(96) 30:32 (84) 34:12 (77) 28:48 (78) 28:23 (88) 35:41 (90) 32:17

89 3:10:12 24 南蛮連合Ｅ ﾘｮｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾃｨﾑ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ ｹｻﾝ ﾏｯﾄ ﾎｰﾑｽﾞ ｽﾃｨｰﾌﾞ ｶｰﾅｽ ｷｬﾘｰ ﾛﾊﾞｰﾄ

(68) 28:38 (89) 1:04:00 (100) 1:35:36 (109) 2:10:01 (97) 2:42:17 (89) 3:10:12
(68) 28:38 (95) 35:22 (107) 31:36 (113) 34:25 (44) 32:16 (36) 27:55

90 3:10:51 76 東芝青梅Ｂ 高見 博道 山根 直樹 山口 雅人 高橋 進 高宮 健 吉田 健一

(79) 29:01 (98) 1:05:24 (92) 1:34:00 (79) 2:00:24 (83) 2:36:04 (90) 3:10:51
(80) 29:01 (101) 36:23 (72) 28:36 (45) 26:24 (87) 35:40 (103) 34:47

91 3:11:55 77 富士電機ＡＣ 尾藤 秀明 稲垣 聖一 本間 寿行 李 彬 西島 雅俊 今泉 佳顯

(100) 30:54 (97) 1:05:11 (106) 1:38:02 (96) 2:04:52 (93) 2:40:27 (91) 3:11:55
(100) 30:54 (87) 34:17 (112) 32:51 (52) 26:50 (84) 35:35 (81) 31:28

92 3:12:13 35 府中刑務所 片桐 将悟 難波 祥平 福田 憲一 織部 武夫 二渡 光夫 笠井 悟
マラソン部Ａ

(83) 29:22 (106) 1:07:00 (103) 1:37:18 (95) 2:04:29 (102) 2:42:53 (92) 3:12:13
(83) 29:22 (108) 37:38 (95) 30:18 (60) 27:11 (105) 38:24 (58) 29:20

93 3:12:54 69 千代田走友会Ｄ 塩田 政晴 ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊｰｽﾄ 川那部 岳志 徳山 一 小山内 純樹 辻 俊昭

(65) 28:32 (81) 1:02:51 (83) 1:32:40 (90) 2:02:32 (95) 2:41:13 (93) 3:12:54
(65) 28:32 (88) 34:19 (90) 29:49 (92) 29:52 (107) 38:41 (84) 31:41

94 3:12:56 65 多摩湖ＲＣ－Ｃ 安田 英俊 伊藤 幸次郎 鈴木 加津志 原 弥寿雄 菊地 剛 荻野 修一

(88) 29:44 (100) 1:05:58 (101) 1:36:44 (94) 2:03:53 (100) 2:42:29 (94) 3:12:56
(88) 29:44 (100) 36:14 (99) 30:46 (58) 27:09 (106) 38:36 (71) 30:27

95 3:13:58 82 青梅ＪＣたま川 川杉 恒夫 小峰 孝廣 矢代 定 佐藤 優 並木 数実 蔦谷 隆史

(81) 29:06 (101) 1:06:15 (104) 1:37:26 (100) 2:06:17 (96) 2:42:11 (95) 3:13:58
(81) 29:06 (106) 37:09 (103) 31:11 (80) 28:51 (89) 35:54 (86) 31:47

96 3:14:07 45 田園クラブＢ 三宅 徹 久島 和夫 岡田 真晴 小川 雅久 濱元 伸夫 足立 隆夫

(86) 29:39 (104) 1:06:31 (107) 1:38:15 (107) 2:08:15 (103) 2:43:48 (96) 3:14:07
(86) 29:39 (104) 36:52 (108) 31:44 (93) 30:00 (83) 35:33 (68) 30:19

97 3:14:13 72 日野自動車 高橋 浩 遠藤 正志 菅野 雄一 村田 尚樹 渡辺 政則 木暮 誠
陸上競技部Ｂ

(104) 31:11 (108) 1:07:54 (109) 1:38:30 (101) 2:06:23 (101) 2:42:31 (97) 3:14:13
(104) 31:11 (102) 36:43 (97) 30:36 (73) 27:53 (91) 36:08 (85) 31:42

98 3:14:17 60 ブリヂストンＹ工 山元 一史 丸山 秀行 梅垣 祐哉 村上 正樹 眞榮 力 矢田 達雄

(60) 28:15 (74) 1:02:06 (80) 1:31:49 (89) 2:01:56 (85) 2:37:04 (98) 3:14:17
(60) 28:15 (81) 33:51 (89) 29:43 (96) 30:07 (78) 35:08 (112) 37:13

99 3:15:01 91 ＲＥ：ＫＫＩＯ－Ａ 初澤 宏之 石井 浩和 渡邉 太基 元木 右京 東 孝明 松本 光太郎

(87) 29:40 (69) 1:01:27 (76) 1:30:57 (78) 2:00:00 (94) 2:40:39 (99) 3:15:01
(87) 29:40 (53) 31:47 (86) 29:30 (84) 29:03 (111) 40:39 (101) 34:22

100 3:15:11 86 駒澤大学 青木 宏二郎 岡田 卓 長谷川 友英 坂本 篤史 鷲見 正義 鈴木 雅也
應援指導部ＯＢ

(105) 31:19 (110) 1:08:37 (105) 1:37:27 (104) 2:06:51 (99) 2:42:28 (100) 3:15:11
(105) 31:19 (107) 37:18 (78) 28:50 (85) 29:24 (85) 35:37 (92) 32:43



2016年12月4日 10:00 スタート

一般の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　一般の部　2:13:15　警視庁　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

101 3:16:45 111 ＲＥ：ＫＫＩＯ－Ｂ 阿部 慎一 中込 岳 原田 章弘 三浦 健太郎 楠田 等 樋口 統彦

(43) 26:40 (92) 1:04:35 (81) 1:32:31 (103) 2:06:40 (106) 2:44:46 (101) 3:16:45
(43) 26:40 (110) 37:55 (62) 27:56 (112) 34:09 (104) 38:06 (88) 31:59

102 3:17:03 84 奇跡ノタスキ２０１６ 石橋 誠 中野 学 大西 一史 伊澤 武志 市川 大輔 吉田 友則

(55) 27:56 (42) 59:15 (72) 1:30:34 (83) 2:00:52 (86) 2:37:06 (102) 3:17:03
(55) 27:56 (42) 31:19 (106) 31:19 (98) 30:18 (93) 36:14 (113) 39:57

103 3:17:05 103 ＴＵＳ－ＯＢ 東海林 佑一 駒林 寿保 鈴木 貴大 渡部 勝浩 宮尾 浩 須原 啓

(109) 31:47 (102) 1:06:24 (94) 1:34:18 (85) 2:01:31 (107) 2:45:27 (103) 3:17:05
(109) 31:47 (91) 34:37 (60) 27:54 (62) 27:13 (114) 43:56 (83) 31:38

104 3:17:22 87 日本分光陸上部 佐藤 晃 津村 和範 柳澤 孝幸 矢嶋 清 平山 孝志 又木 安隆

(99) 30:51 (99) 1:05:27 (95) 1:34:27 (106) 2:07:43 (104) 2:43:52 (104) 3:17:22
(99) 30:51 (90) 34:36 (82) 29:00 (107) 33:16 (92) 36:09 (100) 33:30

105 3:18:04 61 オレンジミウラ 平野 泰輔 小川 徹 有坂 文彦 三浦 敦 梶谷 義之 南館 毅

(58) 28:10 (79) 1:02:45 (90) 1:33:50 (92) 2:03:30 (89) 2:37:45 (105) 3:18:04
(58) 28:10 (89) 34:35 (102) 31:05 (88) 29:40 (70) 34:15 (114) 40:19

106 3:18:10 52 屋久島ふれんど 上杉 義興 飯 俊治 野﨑 剛 野座 稔 名取 純平 角野 健吾

(110) 32:00 (86) 1:03:43 (86) 1:33:00 (105) 2:07:03 (98) 2:42:23 (106) 3:18:10
(110) 32:00 (51) 31:43 (83) 29:17 (110) 34:03 (80) 35:20 (105) 35:47

107 3:19:08 78 羊蹄会Ｂチーム 千原 遠見彦 芦田 敏文 明戸 孝夫 風間 孝弘 脇坂 聖憲 飯島 孝史

(76) 28:55 (111) 1:10:28 (111) 1:41:41 (111) 2:12:10 (108) 2:45:45 (107) 3:19:08
(76) 28:55 (113) 41:33 (105) 31:13 (99) 30:29 (62) 33:35 (97) 33:23

108 3:20:09 71 ポイズンＯＰ 中込 敬三 西山 啓佑 服部 真也 二宮 賢一 坂本 傑 松 慶次郎

(80) 29:01 (80) 1:02:48 (108) 1:38:17 (97) 2:04:54 (111) 2:49:55 (108) 3:20:09
(79) 29:01 (80) 33:47 (114) 35:29 (50) 26:37 (115) 45:01 (65) 30:14

109 3:20:43 67 天の川 岡野 清一 松尾 安弘 林 正敏 小川 明夫 武田 悦男 白石 光記

(111) 33:10 (109) 1:08:24 (110) 1:38:35 (102) 2:06:26 (105) 2:44:17 (109) 3:20:43
(111) 33:10 (94) 35:14 (92) 30:11 (71) 27:51 (103) 37:51 (108) 36:26

110 3:25:13 93 フェロメドス六人衆 北野 貴之 小川 悠介 小原 遼 佐藤 翔太 金山 卓郎 工藤 大暉

(74) 28:48 (105) 1:06:34 (102) 1:37:17 (110) 2:11:04 (110) 2:48:24 (110) 3:25:13
(74) 28:48 (109) 37:46 (98) 30:43 (109) 33:47 (100) 37:20 (111) 36:49

111 3:28:29 98 東芝青梅Ｃ 上村 栄 嶋田 明博 藤田 哲巳 山崎 直一 吉澤 清一 多田 光輝

(113) 34:21 (113) 1:11:17 (113) 1:43:20 (113) 2:15:45 (112) 2:51:59 (111) 3:28:29
(113) 34:21 (105) 36:56 (110) 32:03 (105) 32:25 (93) 36:14 (109) 36:30

112 3:28:45 81 チーム大友Ｂ 功刀 翼 櫻井 智治 小川 竜一 大友 浩幹 日置 崇博 滝川 涼介

(78) 29:00 (112) 1:10:35 (112) 1:41:47 (112) 2:15:21 (114) 2:58:09 (112) 3:28:45
(78) 29:00 (114) 41:35 (104) 31:12 (108) 33:34 (113) 42:48 (74) 30:36

113 3:32:55 90 核天Ｂ 大辻 賢一 亀谷 和久 岩下 光 興津 美彦 小野寺 弥一郎 大久保 徹

(115) 38:23 (114) 1:18:02 (114) 1:51:50 (114) 2:20:12 (113) 2:57:32 (113) 3:32:55
(115) 38:23 (112) 39:39 (113) 33:48 (77) 28:22 (100) 37:20 (104) 35:23

114 3:40:25 106 かすみ 藤巻 孝男 浅野 明 笹本 菊雄 佐藤 秀雄 小田島 敏 松田 信治
アスリートクラブＢ

(114) 34:43 (115) 1:18:21 (115) 1:54:49 (115) 2:26:05 (115) 3:05:47 (114) 3:40:25
(114) 34:43 (115) 43:38 (115) 36:28 (102) 31:16 (109) 39:42 (102) 34:38

OPN 2:56:13 40 東芝青梅Ａ 石川 肇 八木 光洋 小川 修太 肥後 芳樹 武田 和広 脇坂 雅志

(OPN) 28:31 (OPN) 59:45 (OPN) 1:25:15 (OPN) 1:52:13 (OPN) 2:26:21 (OPN) 2:56:13
(OPN) 28:31 (OPN) 31:14 (OPN) 25:30 (OPN) 26:58 (OPN) 34:08 (OPN) 29:52

DNF 79 所沢飛行隊 島崎 均 鎌田 賢治 藤原 篤史 星加 昭悦 井上 啓一 星加 昭太

(112) 34:10 (107) 1:07:45 (99) 1:35:12 (108) 2:09:52 (109) 2:47:11
(112) 34:10 (78) 33:35 (55) 27:27 (114) 34:40 (98) 37:19 DNF

22 ＩＨＩ瑞穂 中井 明 山上 雅弘 山田 幹根 岩野 拡人 佐藤 秀和 早馬 広樹
DNS

95 学大走友会Ｂ 吉田 銘 石森 徹也 三上 正裕 小島 慎平 金子 賢治 後藤 智和
DNS

OPN:オープン参加/ DNS:欠    場/ qJ :ジュリーの決定による通過者/ NSR…区間新記録/ DNF…区間未完走



2016年12月4日 10:00 スタート

大学の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　大学の部　2:16:51　麗澤大学Ｃ　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

1 2:18:11 201 麗澤大学Ａ 藤村 穣 大道 聖斗 橋本 将志 木下 晋治 青木 章悟 渡邉 紘也

(6) 22:47 (5) 49:13 (4) 1:10:22 (3) 1:31:04 (1) 1:56:17 (1) 2:18:11

(6) 22:47 (4) 26:26 (2) 21:09 (4) 20:42 (1) 25:13 (1) 21:54

2 2:18:46 204 麗澤大学Ｂ 田中 匠 市川　駿 太田　来紀 永田 啓将 西澤 健太 吉鶴 実

(7) 22:49 (4) 49:04 (2) 1:10:05 (2) 1:30:23 (3) 1:56:38 (2) 2:18:46
(7) 22:49 (1) 26:15 (1) 21:01 (3) 20:18 (7) 26:15 (2) 22:08

3 2:19:06 230 麗澤大学Ｃ 国川 恭朗 宮田 僚 高垣 龍太 鶸田 拓巳 瀬尾 和輝 鬼頭 直己

(3) 22:08 (1) 48:25 (1) 1:10:00 (4) 1:31:08 (4) 1:56:52 (3) 2:19:06
(3) 22:08 NSR (2) 26:17 (6) 21:35 (6) 21:08 (2) 25:44 (3) 22:14

4 2:19:14 207 東京経済大学Ａ 鈴木 優斗 元川 嵩大 所河 北斗 井上 竣介 小新 裕貴 村上 滋

(5) 22:28 (2) 48:46 (3) 1:10:09 (1) 1:30:19 (2) 1:56:32 (4) 2:19:14
(5) 22:28 (3) 26:18 (5) 21:23 (1) 20:10 (6) 26:13 (4) 22:42

5 2:20:46 234 松蔭大学Ａ 若宮 良 中山 将 福島 研二 下山 敦也 植田 一貴 岡部 豊

(13) 23:41 (8) 50:22 (8) 1:11:41 (5) 1:31:53 (7) 1:57:59 (5) 2:20:46
(13) 23:41 (5) 26:41 (3) 21:19 (2) 20:12 (5) 26:06 (5) 22:47

6 2:20:47 209 芝浦工業大学Ａ 矢澤 健太 齊藤 洸太郎 増田 勇太 川脇 大輝 笹谷 啓太 河井 大晟

(2) 22:07 (6) 49:21 (5) 1:10:41 (7) 1:31:57 (5) 1:57:51 (6) 2:20:47
(2) 22:07 NSR (8) 27:14 (4) 21:20 (7) 21:16 (3) 25:54 (7) 22:56

7 2:20:58 206 神奈川大学 高橋 航平 佐藤 大悟 遠藤 海斗 門口 宜潤 加藤 光一郎 近藤 堅吾

(4) 22:28 (7) 49:37 (6) 1:11:12 (6) 1:31:56 (6) 1:57:53 (7) 2:20:58
(4) 22:28 (7) 27:09 (6) 21:35 (5) 20:44 (4) 25:57 (8) 23:05

8 2:23:27 235 松蔭大学Ｂ 佐々木 捷 新立 竜ノ介 本間 和樹 吉田 達哉 君島 颯太 宍戸 公紀

(1) 22:06 (3) 48:54 (7) 1:11:24 (8) 1:32:44 (8) 2:00:18 (8) 2:23:27
(1) 22:06 NSR (6) 26:48 (9) 22:30 (8) 21:20 (11) 27:34 (9) 23:09

9 2:24:59 208 東京経済大学Ｂ 小山 大輝 森 健也 清水 幹斗 濱中 大河 馬場 勝也 増田 昇馬

(8) 23:02 (10) 51:09 (9) 1:13:14 (9) 1:34:43 (9) 2:01:26 (9) 2:24:59
(8) 23:02 (15) 28:07 (8) 22:05 (9) 21:29 (8) 26:43 (11) 23:33

10 2:26:32 205 東洋大学二部陸上部Ａ 渡辺 大貴 久村 大賀 本田 直之 木村 圭佑 今井 竜之介 中村 孝樹

(9) 23:20 (17) 51:57 (11) 1:14:39 (10) 1:36:41 (10) 2:03:41 (10) 2:26:32
(9) 23:20 (19) 28:37 (11) 22:42 (11) 22:02 (9) 27:00 (6) 22:51

11 2:30:27 213 東京農工大Ａ 西薗 亘祐 西部 将史 山口 誠司 大野 哲 荒川 直也 柳澤 貫太

(11) 23:30 (18) 52:08 (15) 1:15:50 (11) 1:37:26 (11) 2:05:55 (11) 2:30:27
(11) 23:30 (20) 28:38 (19) 23:42 (10) 21:36 (17) 28:29 (15) 24:32

12 2:32:05 212 東京都市大学Ａ 河本 陸 澤 信吾 比良田 芳城 北 章資 坂本 達哉 村尾 太郎

(27) 25:32 (22) 53:40 (20) 1:16:37 (15) 1:38:48 (12) 2:06:48 (12) 2:32:05
(28) 25:32 (16) 28:08 (12) 22:57 (14) 22:11 (14) 28:00 (23) 25:17

13 2:32:42 238 電気通信大学 大兼 久人 福井 啓太 岡部 僚太郎 竹本 大志 伊藤 航平 松下 廉太郎
陸上競技部

(19) 24:10 (24) 54:09 (23) 1:17:33 (17) 1:40:06 (14) 2:07:39 (13) 2:32:42
(19) 24:10 (27) 29:59 (17) 23:24 (16) 22:33 (10) 27:33 (18) 25:03

14 2:32:58 242 城西国際大学 渋谷 直輝 坂詰 直樹 奈良 陏敬 安田 照輝 堀 圭輔 志村 将

(17) 24:03 (20) 53:01 (19) 1:16:19 (14) 1:38:40 (15) 2:08:14 (14) 2:32:58
(17) 24:03 (23) 28:58 (15) 23:18 (15) 22:21 (28) 29:34 (16) 24:44

15 2:33:27 222 首都大学東京Ｂ 阪本 豊 高橋 巧 住吉 恵介 佐野 大河 上甲 隼 川元 留輝

(16) 23:49 (11) 51:33 (10) 1:14:07 (21) 1:41:04 (17) 2:09:12 (15) 2:33:27
(16) 23:49 (13) 27:44 (10) 22:34 (36) 26:57 (16) 28:08 (14) 24:15

16 2:33:55 216 東京理科大学神楽坂 余川 周 佐山 秀成 須田 孝史郎 青木 翔太郎 穴山 涼一 飯村 祥太

(21) 24:23 (23) 54:02 (24) 1:18:13 (24) 1:42:29 (21) 2:10:10 (16) 2:33:55
(21) 24:23 (26) 29:39 (21) 24:11 (25) 24:16 (12) 27:41 (12) 23:45



2016年12月4日 10:00 スタート

大学の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　大学の部　2:16:51　麗澤大学Ｃ　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

17 2:33:56 211 芝浦工業大学Ｂ 三木 海刀 中村 洋太 松元 達郎 石橋 尚樹 原 皓人 藤原 誠

(15) 23:47 (16) 51:53 (14) 1:15:47 (12) 1:37:55 (13) 2:07:24 (17) 2:33:56
(15) 23:47 (14) 28:06 (20) 23:54 (13) 22:08 (27) 29:29 (29) 26:32

18 2:34:08 218 東洋大学二部陸上部Ｂ 新井 涼太 山門 健太 平澤 友樹 片桐 健吾 高野 奏生 三笠 慧吾

(28) 25:36 (26) 54:16 (22) 1:17:32 (18) 1:40:20 (16) 2:08:57 (18) 2:34:08
(29) 25:36 (21) 28:40 (14) 23:16 (18) 22:48 (19) 28:37 (20) 25:11

19 2:34:42 217 首都大学東京Ａ 中村 匠 川島 僚雄 上田 大貴 柳田 航 石川 将貴 森野 達矢

(20) 24:14 (12) 51:34 (12) 1:14:47 (16) 1:39:44 (19) 2:09:30 (19) 2:34:42
(20) 24:14 (9) 27:20 (13) 23:13 (28) 24:57 (30) 29:46 (21) 25:12

20 2:35:08 210 玉川大学 木部 純 金田 侑磨 工藤 滉介 加藤 耕亮 石黒 太郎 真壁 拓也

(23) 24:42 (19) 52:23 (16) 1:15:59 (13) 1:38:06 (22) 2:10:20 (20) 2:35:08
(23) 24:42 (12) 27:41 (18) 23:36 (12) 22:07 (38) 32:14 (17) 24:48

21 2:35:22 221 慶應三四会競走部 河田 健斗 金子 健洋 中馬 和也 杉浦 康平 打和 佑太 鈴木 亮介

(14) 23:46 (9) 51:08 (17) 1:16:14 (22) 1:41:22 (20) 2:09:51 (21) 2:35:22
(14) 23:46 (10) 27:22 (25) 25:06 (30) 25:08 (17) 28:29 (25) 25:31

22 2:35:47 215 東京理科大学野田 弘重 諒介 森 雅弘 竹島 歩 藤崎 隆徳 仲地 真悟 石塚 巧真

(18) 24:08 (13) 51:43 (18) 1:16:18 (20) 1:40:54 (24) 2:11:56 (22) 2:35:47
(18) 24:08 (11) 27:35 (24) 24:35 (26) 24:36 (37) 31:02 (13) 23:51

23 2:36:22 214 東京理科大学葛飾 中村 太紀 山田 純矢 種部 滋教 森田 大貴 二瓶 宏太郎 天童 修平

(12) 23:31 (14) 51:45 (13) 1:15:05 (19) 1:40:25 (18) 2:09:22 (23) 2:36:22
(12) 23:31 (17) 28:14 (16) 23:20 (32) 25:20 (22) 28:57 (35) 27:00

24 2:36:42 223 東京理科大学 平野 快 島田 直人 糸州 弘 高尾 航平 松丸 大樹 碓井 健也

(10) 23:29 (15) 51:51 (21) 1:17:11 (23) 1:42:00 (23) 2:11:03 (24) 2:36:42
(10) 23:29 (18) 28:22 (27) 25:20 (27) 24:49 (23) 29:03 (26) 25:39

25 2:39:08 220 東京大学中距離約２年 八ﾂ本 真司 伊藤 龍一郎 升野 裕史 坂口 諒 若杉 亮 長谷川 祐輝

(31) 26:01 (27) 54:42 (30) 1:21:49 (27) 1:44:56 (26) 2:14:02 (25) 2:39:08
(32) 26:01 (22) 28:41 (35) 27:07 (19) 23:07 (24) 29:06 (19) 25:06

26 2:39:22 244 駒大ＡＣ陸同会男子Ｂ 杉山 大葉 山口 俊樹 黒澤 臨 関根 悠介 杉山 時之 平光 史弥

(24) 24:58 (25) 54:15 (26) 1:20:05 (25) 1:43:27 (25) 2:13:32 (26) 2:39:22
(24) 24:58 (25) 29:17 (29) 25:50 (21) 23:22 (34) 30:05 (27) 25:50

27 2:39:45 219 東京農工大Ｂ 竹本 圭吾 有山 篤志 村松 甲斐 的場 泰世 児玉 伊太郎 岩田 侑馬

(34) 26:41 (32) 56:59 (28) 1:21:17 (28) 1:45:30 (27) 2:14:22 (27) 2:39:45
(35) 26:41 (32) 30:18 (23) 24:18 (24) 24:13 (21) 28:52 (24) 25:23

28 2:41:16 231 松野の面影 板橋 正寛 西谷 泰介 今坂 駿佑 松元 拓也 宮岡 淳 荘林 豪

(36) 26:59 (33) 57:01 (33) 1:23:54 (30) 1:46:39 (30) 2:16:01 (28) 2:41:16
(37) 26:59 (28) 30:02 (33) 26:53 (17) 22:45 (25) 29:22 (22) 25:15

29 2:42:04 243 駒大ＡＣ陸同会男子Ａ 梅澤 克友 石坂 夢真 田中 航大 小早川 武史 二瓶 広太郎 成川 祐太

(22) 24:25 (21) 53:34 (27) 1:20:11 (29) 1:45:37 (28) 2:15:27 (29) 2:42:04
(22) 24:25 (24) 29:09 (32) 26:37 (33) 25:26 (32) 29:50 (31) 26:37

30 2:42:19 241 東洋大学二部陸上部Ｃ 清水 悠貴 小野 湧貴 大森 玲 吉田 堅祐 松井 良太 土屋 隆

(26) 25:18 (28) 55:32 (25) 1:19:46 (26) 1:44:49 (29) 2:15:43 (30) 2:42:19
(27) 25:18 (31) 30:14 (22) 24:14 (29) 25:03 (36) 30:54 (30) 26:36

31 2:42:39 226 東京大学中距離３年 大島 知之 遠藤 幸生 下村 麟平 早川 航平 富原 健太 岸 康太

(29) 25:48 (35) 57:11 (31) 1:23:05 (31) 1:46:43 (31) 2:16:32 (31) 2:42:39
(30) 25:48 (37) 31:23 (30) 25:54 (22) 23:38 (31) 29:49 (28) 26:07

32 2:43:53 228 東大中距離４年＆５年 西川 拓 戸田 賢希 阿部 龍太郎 小坂 英智 加藤 騎貴 軽部 智

(32) 26:29 (30) 56:52 (32) 1:23:26 (36) 1:52:29 (35) 2:20:31 (32) 2:43:53
(33) 26:29 (33) 30:23 (31) 26:34 (38) 29:03 (15) 28:02 (10) 23:22



2016年12月4日 10:00 スタート

大学の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　大学の部　2:16:51　麗澤大学Ｃ　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

33 2:45:35 229 ＴＭＵ４８ 四百目 拓磨 山岸 主暉 北野　駿侑 湯淺 雄介 安達 耀一郎 望月 俊毅

(25) 25:14 (29) 55:52 (29) 1:21:24 (32) 1:49:02 (32) 2:18:26 (33) 2:45:35
(26) 25:14 (34) 30:38 (28) 25:32 (37) 27:38 (26) 29:24 (36) 27:09

34 2:46:48 237 東京大学中距離１年 松原 新 小林  義信 毎田 優 内田 智拓 小野 康介 森本 祥之

(37) 28:14 (39) 1:01:53 (38) 1:29:12 (35) 1:52:20 (33) 2:20:07 (34) 2:46:48
(38) 28:14 (39) 33:39 (36) 27:19 (20) 23:08 (13) 27:47 (32) 26:41

35 2:47:06 224 東京都市大学Ｂ 中谷 紘基 杉原 健太 玉田 修平 荒井 宏哉 大場 達也 武島 正佳

(33) 26:38 (36) 59:14 (34) 1:24:31 (33) 1:50:42 (34) 2:20:19 (35) 2:47:06
(34) 26:38 (38) 32:36 (26) 25:17 (34) 26:11 (29) 29:37 (33) 26:47

36 2:48:30 225 東京農業大学走好会 篠崎 純 石井 航平 高田 知斉 小林 大陽 藤田 哲史 古谷 陽司

(35) 26:51 (31) 56:58 (36) 1:26:25 (34) 1:51:44 (36) 2:21:38 (36) 2:48:30
(36) 26:51 (29) 30:07 (38) 29:27 (31) 25:19 (33) 29:54 (34) 26:52

37 2:51:39 227 東京海洋大学 大嶋 航平 山田 和輝 町田 刈穂 山本 純平 津村 知樹 坂崎 眞幸

(39) 29:15 (37) 59:23 (35) 1:26:21 (37) 1:52:53 (37) 2:21:41 (37) 2:51:39
(40) 29:15 (30) 30:08 (34) 26:58 (35) 26:32 (20) 28:48 (38) 29:58

38 2:54:09 233 芝浦工業大学Ｃ 中根 佑平 守屋 樹 鈴木 健佑 新川 竜司 加賀谷 瞭 柳 寿明

(30) 25:56 (34) 57:09 (39) 1:30:00 (38) 1:54:10 (38) 2:24:48 (38) 2:54:09
(31) 25:56 (35) 31:13 (39) 32:51 (23) 24:10 (35) 30:38 (37) 29:21

39 3:06:14 232 広兼と下僕ども 大塚 雄介 勝野 達也 広兼 大幹 菊池 航太 田中 悠太 永田 一鷹

(38) 29:09 (38) 1:00:27 (37) 1:28:37 (39) 1:58:22 (39) 2:33:48 (39) 3:06:14
(39) 29:09 (36) 31:18 (37) 28:10 (39) 29:45 (39) 35:26 (39) 32:26

OPN 2:23:43 202 拓殖大学Ａ 長田 悠太郎 峠  亮平 安藤 雅也 桑原 良輝 楠本 幸太郎 今滝 春彦

(OPN) 25:08 (OPN) 52:12 (OPN) 1:14:18 (OPN) 1:34:54 (OPN) 2:00:54 (OPN) 2:23:43
(OPN) 25:08 (OPN) 27:04 (OPN) 22:06 (OPN) 20:36 (OPN) 26:00 (OPN) 22:49

OPN 2:22:28 203 拓殖大学Ｂ 橋本 憲人 飯塚 湧也 脇本 将 高橋 諒成 大橋 克徳 横手 大輔

(OPN) 22:23 (OPN) 50:01 (OPN) 1:12:17 (OPN) 1:33:13 (OPN) 1:59:39 (OPN) 2:22:28
(OPN) 22:23 (OPN) 27:38 (OPN) 22:16 (OPN) 20:56 (OPN) 26:26 (OPN) 22:49

OPN 2:21:39 236 拓殖大学Ｃ 野口 颯希 飯塚 匠 土井 春樹 西山 勝貴 舘石 海斗 浦田 隼人

(OPN) 23:09 (OPN) 50:03 (OPN) 1:11:31 (OPN) 1:31:59 (OPN) 1:58:27 (OPN) 2:21:39
(OPN) 23:09 (OPN) 26:54 (OPN) 21:28 (OPN) 20:28 (OPN) 26:28 (OPN) 23:12

239 東海大学Ａ 小笠原 柊 宮城 壱成 畔柳 隼弥 下野 桂輔 安藤 健太 瑞慶覧 伸哉
DNS

240 東海大学Ｂ 成田 元一 宮本 甲斐 桐原 翔太 土屋 貴幸 福村 拳太 荒井 七海
DNS

OPN:オープン参加/ DNS:欠    場/ qJ :ジュリーの決定による通過者/ NSR…区間新記録



2016年12月4日 10:00 スタート

高校の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　高校の部　2:26:48　東京実業高等学校Ｂ　第７７回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区

7.4km 8.4km 6.6km 6.6km 8.4km 7.4km

1 2:29:46 302 東京実業高校Ａ 石山 一也 平丸 慶人 三宅 一輝 大塚 雅也 桑田 賢進 廣川 海翔

(2) 24:21 (1) 52:37 (1) 1:15:31 (1) 1:37:57 (1) 2:05:47 (1) 2:29:46

(2) 24:21 (1) 28:16 (2) 22:54 (2) 22:26 (1) 27:50 (2) 23:59

2 2:30:21 301 東京実業高校Ｂ 尾﨑 光一 村本 龍彦 徳竹 隼人 瀬上 洸希 押山 颯斗 村石 丈太郎

(3) 25:06 (3) 53:47 (2) 1:16:36 (2) 1:38:11 (2) 2:06:50 (2) 2:30:21
(3) 25:06 (2) 28:41 (1) 22:49 (1) 21:35 (2) 28:39 (1) 23:31

3 2:34:35 304 八王子高校 原田 一輝 大神田 真也 大久保 颯汰 川邉 梓 城定 啓太 御影 敬祐

(1) 24:20 (2) 53:04 (3) 1:17:40 (3) 1:40:10 (3) 2:08:49 (3) 2:34:35
(1) 24:20 (3) 28:44 (5) 24:36 (3) 22:30 (2) 28:39 (3) 25:46

4 2:37:43 303 慶應志木高校競走部Ａ 横山 竜也 松本 和樹 濱仲 甫空 遠藤 陸 大澤 太一 山崎 寿樹

(5) 26:06 (4) 55:40 (4) 1:20:03 (4) 1:42:55 (4) 2:11:48 (4) 2:37:43
(4) 26:06 (4) 29:34 (4) 24:23 (4) 22:52 (4) 28:53 (4) 25:55

5 2:45:06 310 東亜学園 小林 尚也 菊池 亮太 山口 遥巳 丸山 陽光 小林 隼斗 石川 尚希

(6) 26:19 (7) 57:40 (5) 1:22:39 (6) 1:47:23 (5) 2:18:07 (5) 2:45:06
(6) 26:19 (8) 31:21 (6) 24:59 (7) 24:44 (7) 30:44 (6) 26:59

6 2:48:41 308 国分寺高校陸上部Ａ 野口 大樹 鈴木 遼太郎 市川 隆博 稲葉 大晟 大平 京典 女川 諒

(7) 26:56 (5) 57:13 (8) 1:25:57 (8) 1:51:12 (7) 2:21:01 (6) 2:48:41
(7) 26:56 (5) 30:17 (8) 28:44 (8) 25:15 (6) 29:49 (8) 27:40

7 2:49:40 306 慶應志木高校競走部Ｃ 堅木 皓介 西尾 公佑 森永 嵩也 庄村 大河 稲田 裕次郎 宇田川 雅貴

(8) 27:03 (8) 58:25 (6) 1:22:43 (5) 1:46:27 (6) 2:19:07 (7) 2:49:40
(8) 27:03 (9) 31:22 (3) 24:18 (5) 23:44 (8) 32:40 (9) 30:33

8 2:49:49 309 国分寺高校陸上部Ｂ 山田 悠人 鈴木 陸哉 森 敬悟 久保庭 涼 町屋 伸龍 宮嵜 有也

(4) 26:06 (6) 57:15 (9) 1:26:01 (9) 1:53:15 (8) 2:22:51 (8) 2:49:49
(5) 26:06 (7) 31:09 (9) 28:46 (9) 27:14 (5) 29:36 (5) 26:58

9 2:51:33 305 慶應志木高校競走部Ｂ 池田 崇将 荻谷 柊哉 渡部 綾介 小澤 亮太 小林 武文 吉野 伊吹

(9) 28:55 (9) 59:55 (7) 1:25:29 (7) 1:49:51 (9) 2:24:06 (9) 2:51:33
(9) 28:55 (6) 31:00 (7) 25:34 (6) 24:22 (9) 34:15 (7) 27:27

307 浦和実業学園高校 池田 翔 磯 幸希 田村 一真 小島 柊平 木村 直人 須藤 陸
DNS

DNS:欠    場



2016年12月4日 11:30 スタート

女子の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　女子の部　37:22　ＡＣ・ＫＩＴＡ　第７２回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区

3.7km 3.6km 3.8km

1 37:28 426 コモディイイダ 下村 紫織 岸田 美香 倉澤 ありさ

(1) 12:18 (1) 24:05 (1) 37:28

(1) 12:18 NSR (2) 11:47 (1) 13:23

2 39:42 401 青春ランナーズＡ 長谷川 智子 里中 志帆 平賀 祥子

(7) 13:31 (2) 25:17 (2) 39:42
(7) 13:31 (1) 11:46 (5) 14:25

3 40:32 438 首都大学東京Ａ 石川 優鈴 米山 千裕 石井 里奈

(2) 12:25 (3) 25:28 (3) 40:32
(2) 12:25 NSR (5) 13:03 (11) 15:04

4 40:37 404 東京実業高校Ａ 樋口 舞 栃原 紗耶 稲毛 梨乃

(12) 13:53 (4) 26:53 (4) 40:37
(12) 13:53 (4) 13:00 (2) 13:44

5 41:39 441 東京大女子 黒岩 道子 高石 涼香 藤原 ゆか

(25) 14:45 (5) 27:12 (5) 41:39
(25) 14:45 (3) 12:27 (6) 14:27

6 41:42 405 東京実業高校Ｂ 鶴田 麻未 山元 莉奈 大原 菜々恵

(4) 13:09 (11) 27:40 (6) 41:42
(4) 13:09 (20) 14:31 (3) 14:02

7 42:13 407 青梅若草ＲＲＣ 石川 奈都子 竹内 亜希子 長野 さゆり

(8) 13:34 (6) 27:13 (7) 42:13
(8) 13:34 (11) 13:39 (10) 15:00

8 42:27 449 青梅市中学校選抜Ａ 加藤 花 海老澤 姫奈 町田 直美

(9) 13:49 (8) 27:33 (8) 42:27
(9) 13:49 (14) 13:44 (8) 14:54

9 43:20 445 駒大ＡＣ陸同会女子 久保田 千尋 新澤 茉依奈 赤羽 美柚

(30) 15:42 (20) 29:18 (9) 43:20
(30) 15:42 (9) 13:36 (3) 14:02

10 43:21 410 東京工業大学Ｂ 丸田 彩佳 川崎 忍 五日市 実侑

(17) 14:22 (14) 28:05 (10) 43:21
(17) 14:22 (12) 13:43 (13) 15:16

11 43:22 450 青梅市中学校選抜Ｂ 榎本 梨々花 相澤 凪咲 松井 美咲

(21) 14:27 (12) 28:00 (11) 43:22
(21) 14:27 (8) 13:33 (15) 15:22



2016年12月4日 11:30 スタート

女子の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　女子の部　37:22　ＡＣ・ＫＩＴＡ　第７２回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区

3.7km 3.6km 3.8km

12 43:24 406 津田一橋四女連合 中嶋 萌花 出口 美喜子 今野 藍

(14) 14:15 (10) 27:40 (12) 43:24
(14) 14:15 (6) 13:25 (17) 15:44

13 44:01 439 首都大学東京Ｂ 石井 那奈 岸上 真代 山崎 玲奈

(15) 14:18 (18) 29:16 (13) 44:01
(15) 14:18 (26) 14:58 (7) 14:45

14 44:08 430 ＴＵＦＳ　ＬＤＧｓ 船木 佐紀野 中原 穂波 土井 絵令奈

(19) 14:25 (16) 28:20 (14) 44:08
(19) 14:25 (15) 13:55 (19) 15:48

15 44:11 412 津田一橋 戸田 美咲 田中 恵 澤田 英里香
フレッシュ連合

(23) 14:35 (19) 29:16 (15) 44:11
(23) 14:35 (21) 14:41 (9) 14:55

16 44:30 402 東洋大学二部 笹川 雅代 海野 果歩 佐藤 望
陸上部女子

(11) 13:51 (7) 27:23 (16) 44:30
(11) 13:51 (7) 13:32 (33) 17:07

17 44:33 432 津田塾大学 池田 彩夏 高木 沙友里 藤井 万里子
チーム二十歳

(18) 14:22 (17) 28:47 (17) 44:33
(18) 14:22 (18) 14:25 (18) 15:46

18 44:41 428 慶應義塾大学三四会 道振 瑞葵 竹内 聡佳 城戸 真和子

(5) 13:10 (9) 27:39 (18) 44:41
(5) 13:10 (19) 14:29 (32) 17:02

19 44:56 446 東亜学園 平城 咲絵 藤村 侑音 佐藤 奈々子

(20) 14:26 (21) 29:30 (19) 44:56
(20) 14:26 (28) 15:04 (16) 15:26

20 45:25 443 国分寺高校陸上部女子 水野 綾 大坪 茂恵花 星 美里

(39) 16:20 (27) 30:19 (20) 45:25
(39) 16:20 (16) 13:59 (12) 15:06

21 45:59 451 青梅市中学校選抜Ｃ 本橋 ゆりえ 室田 莉奈 小山 芽衣

(27) 15:25 (28) 30:40 (21) 45:59
(27) 15:25 (29) 15:15 (14) 15:19

22 45:59 409 南蛮連合レディーズＡ ｱﾝﾅ ﾉｳﾞｨｯｸ ﾕｶﾘ ﾑﾗﾊﾗ ﾘｶ ﾎﾝﾏ

(24) 14:44 (22) 29:42 (22) 45:59
(24) 14:44 (26) 14:58 (26) 16:17



2016年12月4日 11:30 スタート

女子の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　女子の部　37:22　ＡＣ・ＫＩＴＡ　第７２回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区

3.7km 3.6km 3.8km

23 46:01 434 東京都市大学女子 南尾 真紀 本間 遼花 阿部 紗也加

(13) 14:11 (23) 29:47 (23) 46:01
(13) 14:11 (34) 15:36 (25) 16:14

24 46:21 440 多摩サブ会（姫サブ） 武田 典子 平井 和宮 渡辺 和子

(26) 15:06 (25) 30:00 (24) 46:21
(26) 15:06 (25) 14:54 (27) 16:21

25 46:34 444 ＳＲＣ 森澤 由美子 山口 歩子 河野 恵美子

(22) 14:34 (15) 28:11 (25) 46:34
(22) 14:34 (10) 13:37 (41) 18:23

26 46:46 413 学習院Ａ 前原 遊希 山崎 萌 近藤 彩乃

(10) 13:50 (26) 30:08 (26) 46:46
(10) 13:50 (40) 16:18 (29) 16:38

27 47:02 433 東京工業大学Ａ 上田 菜々子 上岡 未来 大谷 菜々子

(6) 13:14 (24) 29:50 (27) 47:02
(6) 13:14 (41) 16:36 (34) 17:12

28 47:15 431 シルエット 帯刀 春香 小林 紗佳 新山 早葵

(16) 14:21 (13) 28:04 (28) 47:15
(16) 14:21 (12) 13:43 (44) 19:11

29 47:31 411 東京農工大 手塚 友喜 前田 恵 山室 友紀
アドラー女子

(28) 15:30 (31) 31:06 (29) 47:31
(28) 15:30 (34) 15:36 (28) 16:25

30 48:11 418 お茶の水女子大学 辻横 真琴 中山 莉子 用名 雪乃

(31) 15:46 (37) 32:03 (30) 48:11
(31) 15:46 (38) 16:17 (22) 16:08

31 48:48 419 南蛮連合レディースＢ ﾐｶ ﾄｰｶｲﾘﾝ ﾛｰﾗ ｵｰｶﾈﾙ ﾀﾏﾐ ﾎｰﾑｽﾞ

(34) 15:52 (29) 30:42 (31) 48:48
(34) 15:52 (22) 14:50 (39) 18:06

32 48:51 424 日本女子大学Ａ 寺内 礼華 寺内 智華 斉藤 圭以

(47) 17:30 (42) 33:00 (32) 48:51
(47) 17:30 (33) 15:30 (20) 15:51

33 49:01 423 千代田走友会 石井 牧 金綱 あけみ 森 千鶴
レディスＡ

(35) 15:56 (35) 31:33 (33) 49:01
(35) 15:56 (36) 15:37 (36) 17:28



2016年12月4日 11:30 スタート

女子の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　女子の部　37:22　ＡＣ・ＫＩＴＡ　第７２回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区

3.7km 3.6km 3.8km

34 49:05 452 青梅市中学校選抜Ｄ 河村 知華 黒田 和実 保坂 愛美

(44) 17:10 (32) 31:25 (34) 49:05
(44) 17:10 (17) 14:15 (38) 17:40

35 49:12 435 武蔵境が最寄り 山本 瑛 高橋 瞳 小田 里沙子

(36) 16:01 (43) 33:05 (35) 49:12
(36) 16:01 (45) 17:04 (21) 16:07

36 49:20 442 南蛮連合レディースＣ ﾕﾐ ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ ｼｶｳﾁ ﾐｶ ｸﾒ

(40) 16:41 (38) 32:04 (36) 49:20
(40) 16:41 (31) 15:23 (35) 17:16

37 49:35 429 ＳＵＩＴ－ｆｅｔｉ 駒田 裕美 河野 久美子 赤間 悦子

(48) 17:47 (39) 32:37 (37) 49:35
(48) 17:47 (22) 14:50 (30) 16:58

38 49:39 417 東京農工大女子Ｂ 徳永 悦子 岩崎 彩佳 本木 知奈美

(45) 17:11 (40) 32:39 (38) 49:39
(45) 17:11 (32) 15:28 (31) 17:00

39 50:11 408 東京農工大女子Ａ 多田 光里 磁貝 ﾚｵﾅ 植之原 碧

(3) 12:58 (36) 31:53 (39) 50:11
(3) 12:58 (50) 18:55 (40) 18:18

40 50:12 447 ＭＴＹ 今 友香 副島 ゆうか 平久 未来
エボリューション

(46) 17:19 (46) 34:02 (40) 50:12
(46) 17:19 (42) 16:43 (24) 16:10

41 50:29 427 日本女子大学Ｂ 岩城 知夏 鈴木 優美 福永 優希

(29) 15:38 (41) 32:50 (41) 50:29
(29) 15:38 (46) 17:12 (37) 17:39

42 50:42 414 学習院Ｂ 茂出木 美樹 山崎 紗弥 角田 冴理

(33) 15:48 (47) 34:33 (42) 50:42
(33) 15:48 (49) 18:45 (23) 16:09

43 51:00 416 東京理科大学 久保田 紗生 金子 紗弓 矢野 仁実

(32) 15:48 (34) 31:32 (43) 51:00
(32) 15:48 (37) 15:44 (45) 19:28

44 51:50 420 すずらんＤ 浅利 直実 水登 真裕美 大塚 真弓

(37) 16:04 (30) 30:56 (44) 51:50
(37) 16:04 (24) 14:52 (48) 20:54



2016年12月4日 11:30 スタート

女子の部　総合成績
コース：奥多摩渓谷駅伝競走大会コース

大会記録（CR)　女子の部　37:22　ＡＣ・ＫＩＴＡ　第７２回

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区

3.7km 3.6km 3.8km

45 52:16 425 千代田走友会 田中 香織 島田 裕子 御菩薩木 恵子
レディスＢ

(43) 16:49 (44) 33:43 (45) 52:16
(43) 16:49 (44) 16:54 (42) 18:33

46 53:02 448 温泉マラソン部女湯 遠藤 美沙絵 原田 志帆 西村 真由

(41) 16:44 (45) 34:00 (46) 53:02
(41) 16:44 (47) 17:16 (43) 19:02

47 54:36 422 千代田走友会 柴田 富久子 池田 勢津子 國貞 博子
レディスＣ

(49) 18:18 (48) 34:35 (47) 54:36
(49) 18:18 (38) 16:17 (47) 20:01

48 56:13 437 核天 安藤 未彩希 野口 さゆみ 石川 遼子

(50) 19:55 (50) 36:43 (48) 56:13
(50) 19:55 (43) 16:48 (46) 19:30

49 58:38 421 すずらんＥ 岡林 あす香 岡本 聡子 細井 八千代

(42) 16:45 (49) 34:58 (49) 58:38
(42) 16:45 (48) 18:13 (49) 23:40

ＤＮＦ 403 ほたて大学江戸川 井上 万倫 饒村 かりん 帆高 歩美

DNF DNS DNS
ＤＮＦ 415 青春ランナーズＢ 長谷川 智美 佐俣 牧子 伊藤 真祐子

(38) 16:11 (33) 31:26
(38) 16:11 (29) 15:15 DNF

ＤＮＦ 436 羊蹄会レディース 二宮 暢子 三浦 紗土 坂井 優里

DNF DNS DNS

qJ :ジュリーの決定による通過者/ NSR…区間新記録/ DNF…区間未完走/ DNS…区間未発走



奥多摩渓谷駅伝競走大会 最高記録資料 

◆総合記録 

44.8 ㎞(第 74 回大会より現区間距離へ変更） 

一般の部 第77回 2時間13分 15秒 警 視 庁

大学の部 第77回 2時間16分 51秒 麗 澤 大 学 Ｃ

高校の部 第77回 2時間26分 48秒 東 京 実 業 高 等 学 校 Ｂ

11.1 ㎞(第 72 回大会より現区間距離へ変更） 

女子の部 第72回 37分 22秒 Ａ Ｃ ・ Ｋ Ｉ Ｔ Ａ

◆区間最高記録 

一般の部（第74回大会より現区間距離へ変更） 

第一区 〔7.4㎞〕 第76回 21分 54秒 小野 智弘 ( 大 田 区 陸 協 ）

第二区 〔8.4㎞〕 第77回 25分 20秒 柱  欽 也 （ 警 視 庁 ）

第三区 〔6.6㎞〕 第75回 20分 14秒 坂口 竜成 （ 警 視 庁 ）

第四区 〔6.6㎞〕 第78回 19分 16秒 木 田 貴 大 （コモディイイダＡ）

第五区 〔8.4㎞〕 第78回 24分 34秒 松 枝 啓 太 （コモディイダＡ）

第六区 〔7.4㎞〕 第77回 21分 18秒 木田 貴大 （コモディイイダ）

大学の部（第74回大会より現区間距離へ変更） 

第一区 〔7.4㎞〕 第78回 22分 06秒 佐 々 木 捷 ( 松 蔭 大 学 Ｂ ）

第二区 〔8.4㎞〕 第76回 25分 38秒 贄  貴紀 ( 麗 澤 大 学 Ａ ）

第三区 〔6.6㎞〕 第77回 20分 27秒 三郷 一輝 （ 麗 澤 大 学 Ｃ ）

第四区 〔6.6㎞〕 第75回 19分 58秒 横内  悠 （ 拓 殖 大 学 Ａ ）

第五区 〔8.4㎞〕 第77回 25分 04秒 吉 鶴  実 （ 麗 澤 大 学 Ａ ）

第六区 〔7.4㎞〕 第77回 21分 37秒 青木 章悟 （ 麗 澤 大 学 Ｃ ）

高校の部（第74回大会より現区間距離へ変更） 

第一区 〔7.4㎞〕 第77回 23分 00秒 小川 和也 (松戸市立松戸高等学校）

第二区 〔8.4㎞〕 第77回 26分 22秒 石綿 宏人
（松戸市立松戸高等学

校 ）

第三区 〔6.6㎞〕 第76回 22分 08秒 田久保 悠 ( 東 京 実 業 高 校 ）

第四区 〔6.6㎞〕 第77回 21分 12秒 田村 春凪 （東京実業高等学校Ｃ）

第五区 〔8.4㎞〕 第77回 26分 32秒 小林将大郎 （東京実業高等学校Ａ）

第六区 〔7.4㎞〕 第77回 23分 17秒 青山 和暉 (東京実業高等学校Ｂ）

女子の部（第72回大会より現区間距離へ変更） 

第一区 〔3.7㎞〕 第78回 12分 18秒 下 村 紫 織 ( コ モ デ ィ イ イ ダ ）

第二区 〔3.6㎞〕 第72回 11分 13秒 稲見 真己 ( Ａ Ｃ ・ Ｋ Ｉ Ｔ Ａ ）

第三区 〔3.8㎞〕 第75回 12分 57秒 水清田有紀 （ 理 系 女 子 ）




