
1 ・ 中学生男子の部 3km 1組

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1101 鈴木　海斗 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 神奈川県 泉中学校 9分17秒
2 1102 坂元　航太 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 9分19秒
3 1103 下條　乃將 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横浜市立山内中学校 9分26秒
4 1105 中山　大地 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 山王中学校 9分26秒
5 1107 西　翔太郎 ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 川崎市立宮前平中学校 9分37秒
6 1110 蛭田　哲平 ﾋﾙﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 9分41秒

7 1109 坂本　健悟 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 日野南中学校 9分45秒

8 1119 西來　英太 ﾆｼﾗｲ ｴｲﾀ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 9分46秒

9 1111 金子　伊吹 ｶﾈｺ ｲﾌﾞｷ 神奈川県 鎌倉市立手広中学校 9分46秒

10 1114 山本　貴大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 相模原中等教育学校 9分49秒

11 1118 伊藤　徳 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 9分51秒

12 1120 伊藤　諭 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 9分51秒

13 1137 井上　颯真 ｲﾉｳｴ ｿｳﾏ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 9分51秒

14 1124 馬場園　怜生 ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ　ﾚｵ 神奈川県 新町中学校 9分52秒

15 1116 本田　一平 ﾎﾝﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 9分52秒

16 1115 石井　琉聖 ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 神奈川県 成瀬中学校 9分53秒

17 1106 倉本　皓司 ｸﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 9分54秒

18 1151 中沼　俊介 ﾅｶﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 上菅田中学校 9分57秒

19 1138 福岡　樹 ﾌｸｵｶ　ﾀﾂｷ 神奈川県 相模原中学校 9分58秒

20 1142 黒巣　凌我 ｸﾛｽ ﾘｮｳｶﾞ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 9分59秒

21 1122 倉持　渉 ｸﾗﾓﾁ ﾜﾀﾙ 神奈川県 相模原市立相原中学校 9分59秒

22 1147 茅野　友翔 ｶﾔﾉ ﾕｳﾄ 神奈川県 横浜市立山内中学校 10分00秒

23 1121 小松　裕太 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 神奈川県 上菅田中学校 10分00秒

24 1126 谷本　慧多 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀ 神奈川県 川崎市立宮前平中学校 10分03秒

25 1128 鎌田　豊 ｶﾏﾀ ﾕﾀｶ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 10分05秒

26 1135 坂元　優介 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分09秒

27 1159 富田　翔 ﾄﾐﾀ ｼｮｳ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分10秒

28 1108 本多　遼也 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分10秒

29 1113 吉野　宏次朗 ﾖｼﾉ ｺｼﾞﾛｳ 東京都 新宿西戸山中学校 10分11秒

30 1125 後藤　大知 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 神奈川県 相模原中等教育学校 10分11秒

31 1139 和田　悠都 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分11秒

32 1157 曳地　謙人 ﾋｷﾁ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 相模原中等教育学校 10分12秒

33 1141 宮川　卓 ﾐﾔｶﾜ ｽｸﾞﾙ 東京都 八王子市立椚田中学校 10分17秒

34 1130 増田　陸人 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 神奈川県 川崎市立宮前平中学校 10分18秒

35 1150 齋藤　　周 ｻｲﾄｳ ｼｭｳ 神奈川県 横浜市立豊田中学校 10分19秒

36 1155 佐藤　風綺 ｻﾄｳ ﾌﾌﾞｷ 神奈川県 川崎市立宮前平中学校 10分20秒

37 1153 藁科　寿和 ﾜﾗｼﾅ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 10分20秒

38 1132 大和　恒瑛 ｵｵﾜ ｺｳｴｲ 神奈川県 川崎市立宮前平中学校 10分21秒

39 1140 岸本　琉生弥 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾔ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分21秒

40 1156 中村　一太 ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾀ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分25秒

41 1149 村瀬　広晃 ﾑﾗｾ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市立山内中学校 10分30秒

42 1170 一ノ間　輝 ｲﾁﾉﾏ ﾃﾙ 神奈川県 横浜市立豊田中学校 10分31秒

43 1136 立見　政宏 ﾀﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市立山内中学校 10分40秒

44 1166 谷口　竜真 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳﾏ 神奈川県 上菅田中学校 10分40秒

45 1145 鶴田　幸広 ﾂﾙﾀ ﾕｷﾋﾛ 東京都 新宿西戸山中学校 10分43秒

46 1168 内山　大輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 相模原市立麻溝台中学校　陸上競技部 10分44秒

47 1146 三浦　裕介 ﾐｳﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 10分44秒

48 1171 藤原　佑成 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 神奈川県 相模原市立鵜野森中学校 10分47秒

49 1127 草川　倖太郎 ｸｻｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市立山内中学校 10分48秒

50 1148 水越　貴郁 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾌﾐ 東京都 八王子市立椚田中学校 10分48秒

相模原クロスカントリー大会2016
Results/ 競技結果

Data:2016/3/12



1 ・ 中学生男子の部 3km 1組

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考

相模原クロスカントリー大会2016
Results/ 競技結果

Data:2016/3/12

51 1162 池口　晃司 ｲｹｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 10分50秒

52 1165 中原　光太 ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀ 神奈川県 上菅田中学校 10分50秒

53 1158 辻　裕斗 ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 10分51秒

54 1134 杉本　康輔 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分52秒

55 1161 石井　優輝 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 神奈川県 山王中学校 10分54秒

56 1154 小倉　夕輝 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市立田奈中学校 10分55秒

57 1144 根岸　佑馬 ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾏ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 10分55秒

58 1133 平塚　眞人 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾅﾄ 神奈川県 葉山町立南郷中学校 10分56秒

59 1129 吉村　快 ﾖｼﾑﾗ ｶｲ 神奈川県 鎌倉市立手広中学校 11分01秒

60 1169 菊月　竜之亮 ｷｸﾂﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 神奈川県 上菅田中学校 11分04秒

61 1163 大山　准 ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 東京都 新宿西戸山中学校 11分10秒

62 1160 竹本　恭汰 ﾀｹﾓﾄ ｷｮｳﾀ 神奈川県 横須賀市立大津中学校 11分11秒

63 1164 鎌谷　翔太 ｶﾏﾀﾆ ｼｮｳﾀ 東京都 八王子市立椚田中学校 11分12秒

64 1152 高尾　俊介 ﾀｶｵ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 山王中学校 11分23秒


