
総合結果・リスト

記録
ｺﾒﾝﾄ 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区

ケアー ハウェル 野崎 洋平 割田 雄貴 池田 昌雄 中野 哲也
庄内ＲＴ (2) 16:54 (2) 32:52 (2) 41:12 (1) 49:24 (1) 58:03

(2) 16:54 (1) 15:58 (2) 8:20 (1) 8:12 (3) 8:39
林 勇輝 伊藤 太樹 佐藤 稜 松山 隼人 吉田 智哉

大同特殊鋼 (1) 16:29 (1) 32:32 (1) 40:43 (2) 50:08 (2) 58:44
(1) 16:29 (3) 16:03 (1) 8:11 (7) 9:25 (2) 8:36

村雲 広規 (4) 鈴木 博士 (1) 寺主 駿 (1) 土田 耀大 (2) 松野紘一朗 (2)
愛知大学 (3) 16:59 (3) 32:57 (3) 41:30 (3) 50:23 (3) 58:45

(3) 16:59 (1) 15:58 (3) 8:33 (2) 8:53 (1) 8:22
浅野 竜也 堀井 康裕 宮崎 郁彦 松下 孝洋 尾崎 将也

ＹＡＭＡＴＥ　ＡＣ (6) 18:13 (5) 35:01 (4) 44:04 (4) 53:26 (4) 1:02:06
(6) 18:13 (5) 16:48 (5) 9:03 (5) 9:22 (4) 8:40

鈴木 義尚 川口 諭 日下部 慎 佐伯 崇洋 椙山 翔平
名古屋市消防局 (4) 17:11 (4) 34:50 (5) 44:17 (5) 53:27 (5) 1:02:21

(4) 17:11 (7) 17:39 (8) 9:27 (4) 9:10 (7) 8:54
津村 優也 粕谷 悠介 坂本 安弘 渡邊 広希 草深 博紀

アイシンAW (7) 18:23 (6) 35:09 (6) 44:23 (6) 53:29 (6) 1:02:41
(7) 18:23 (4) 16:46 (7) 9:14 (3) 9:06 (8) 9:12

錦 亮太 (2) 野田 恭平 (3) 西 健太 (4) 成田 賢 (4) 土川 亮太 (2)
南山大学 (8) 18:41 (8) 35:53 (7) 44:37 (7) 54:35 (7) 1:03:17

(8) 18:41 (6) 17:12 (4) 8:44 (8) 9:58 (5) 8:42
中野 峻佑 (3) 石崎 孝幸 (1) 田中 昭徳 (2) 成田 信伍 (1) 村上 友哉 (2)

中部大学 (5) 17:49 (7) 35:36 (8) 45:15 (8) 54:37 (8) 1:03:23
(5) 17:49 (9) 17:47 (9) 9:39 (5) 9:22 (6) 8:46

辺土名 司 (4) 岩田 吉生 (3) 太田 雄斗 (5) 近藤 公正 (1) 小柳津徹也 (2)
名古屋商科大学 (9) 19:37 (9) 37:20 (9) 46:24 (9) 56:52 (9) 1:06:13

(9) 19:37 (8) 17:43 (6) 9:04 (9) 10:28 (9) 9:21

3

順位 No. チーム／メンバー

1 58:03:00 2

9 1:06:13 1

6 1:02:41 5

7 1:03:17 7

2013年12月15日 12時30分
審 判 長:坂井田酵三
記録主任:大西敏功
コ－ス:庄内緑地公園周回コ－ス

駅伝カーニバル
男子一般 駅伝

8 1:03:23 9

4 1:02:06 8

5 1:02:21 4

2 58:44:00 6

3 58:45:00


