
第56回中国実業団対抗駅伝競走大会オーダー表 2017/11/1210:34

区間/距離 １区 12.5㎞ 2区 7.2㎞ 3区 11.6㎞ 4区 9.0㎞ 5区 9.0㎞ 6区 19.0㎞ 7区 12.5㎞

中継所 せら文化ｾﾝﾀｰ せらにしﾀｳﾝｾﾝﾀｰ ㈱ナンコー 津久志創作館 せら文化ｾﾝﾀｰ 津久志創作館 せらにしﾀｳﾝｾﾝﾀｰ

NO 通過予定時間 10:00 10:38 10:59 11:31 11:57 12:24 13:18 補欠 1 補欠 2 補欠 3 補欠 4 補欠 5

1 マツダ(広島) 寺西 雅俊 ﾃﾚｯｻ･ﾆｬｺﾗ 延藤 潤 圓井 彰彦 周防 俊也 山本 憲二 富永 光 松岡 紘司 名倉 啓太 佐野 拓馬 吉良 充人 山本 雄大

2 中国電力(広島) 清谷 匠 松井 智靖 岡本 直己 藤川 拓也 森本 卓司 米澤 類 藤森 憲秀 山崎 亮平 兼実 省伍 渡邉 心 ﾎﾟｰﾙ･ｶﾏｲｼ 佐藤 孝哉

3 中電工(広島) 相葉 直紀 西岡 喬介 松尾 修治 畑中 大輝 大﨑 翔也 二岡 康平 小山 大介 香川 竜一 牧野 俊紀 鮫島紋二郎

4 ＪＦＥスチール(広島) 松村 元輝 ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ 岡本 雄大 大谷 康太 大谷 健太 土久岡陽祐 久保岡諭司 室田 祐司 堤 悠生 松村陣之助 村上 優輝

5 武田薬品(山口) 廣瀬 岳 松藤 仁 橋本 雅史 寺田 裕成 小林 親平 鶴田 康作 藤田隆ノ介 藤井 翔太

6 自衛隊山口(山口) 木下 幸大 齋藤 寿暁 兼中 孔士 志熊 克成 茂 将臣 立石 直人 竹内 和也 尾林 翼 佐々木 駿 吉田 和輝 永田 拓也

7 日新製鋼(広島) 澤田 幸治 松岡 宏征 冨田 卓未 林 健一 十亀 裕樹 藤井 貴大 永山 聡 奥 健仁 久藤 彰 岡 誠一

8 三菱重工広島(広島) 安田 裕二 岡田 真次 蜷川 祥太 山下 翔平 吉本 一馬 松井 彬浩 千葉大五朗 森 直樹 山田 英樹 安宗 裕幸 上田 浩之 安藤 真

9 広島市役所(広島) 出口 浩己 松永 秀章 松本 進吾 高川 敏彦 吉本 勝志 鍋島 孝 檪良 義則 車谷 慶介 上岡 利伸 平岡 康信

10 ホシザキ(島根) 福濱 駿 熊谷 篤弥 石田 準 出川 諄 朝倉 一樹 宮廻 英治 小村 哲也 田中 達也 加武 昌久 伊藤 和彦

37分40秒 19分25秒 34分46秒 26分05秒 27分16秒 56分40秒 37分19秒 4時間06分19秒

相葉　直紀 ﾃﾚｯｻ・ﾆｬｺﾗ 岡本  直己 延藤　潤 松井　智靖 米澤  類 米澤  類 (中国電力)

(中電工) '16 (マツダ) '16 (中国電力) '13 (マツダ) '15 (中国電力) '16 (中国電力) '13 (中国電力) '15 第52回 ('13年)

大会記録 4:02:28 (第55回大会 2016年) マツダ

区間記録


