
第５８回  市内実業団対抗駅伝競走大会 記録結果（確定版） 2019年1月13日(日)
主　　催：平塚市市内駅伝競走大会実行委員会・平塚市教育委員会
主　　管：平塚市陸上競技協会・平塚市スポーツ推進委員協議会 スタート時間：午前9時07分55秒
後　　援：平塚市体育振興連絡協議会・平塚市体育協会・西相地区高等学校体育連盟 気象状況：曇
　　　　　平塚市中学校体育連盟・毎日新聞社・平塚商工会議所 審 判 長：福岡　　修
協　　力：平塚市交通安全協会・(公財)平塚市まちづくり財団 記録主任：深谷　昇平
　　　　　平塚市陸上競技協会ＯＢなでしこ会・株式会社湘南平塚コミュニティ放送
順位 No チーム名

総合時間
38

1 <1> <1> <1> <1> <1>
(1) 23:37 (2)    23:03 (4)    19:08 (1)    23:03 (1)    19:18

35
2 <6> <6> <3> <2> <2>

(6) 25:26 (6)    25:45 (1)    17:32 (2)    23:09 (5)    21:46
47

3 <3> <4> <4> <4> <3>
(3) 24:19 (5)    25:33 (8)    20:46 (3)    23:12 (2)    19:49

39
4 <4> <2> <2> <3> <4>

(4) 24:21 (3)    23:55 (3)    18:51 (8)    25:23 (7)    22:11
36

5 <5> <3> <7> <5> <5>
(5) 25:14 (4)    24:24 (9)    22:14 (4)    23:35 (6)    22:08

40
6 <9> <7> <6> <6> <6>

(9) 28:13 (1)    23:02 (5)    20:31 (7)    25:07 (4)    21:41
43

7 <2> <5> <5> <7> <7>
(2) 23:43 (7)    26:59 (6)    20:42 (9)    26:44 (3)    20:40

33
8 <10> <10> <8> <8> <8>

(10) 28:42 (8)    27:44 (2)    18:07 (5)    23:57 (10)    25:46
41

9 <7> <8> <9> <9> <9>
(7) 25:53 (10)    29:07 (7)    20:44 (10)    30:37 (8)    22:18

51
オープン <8> <9> <10> <11> <10>

(8) 27:33 (9)    27:47 (11)    25:01 (11)    33:01 (9)    25:00
48

10 <11> <11> <11> <10> <11>
(11) 32:41 (11)    29:29 (10)    22:36 (6)    24:18 (11)    29:26

80
オープン [OP] [OP] [OP] [OP] [OP]

[OP] 21:38 [OP]    22:07 [OP]    19:10 [OP]    23:22 [OP]    18:07

区間最高記録→
<>:通算記録、(  ):区間記録
NSR:区間新､ESR:区間ﾀｲ､*:繰り上げｽﾀｰﾄ

平塚警察署B

* 2:18:22

田中貴金属工業平塚工場

* 2:18:30

M＠HIRATSUKA

1:44:24

平塚消防署

* 1:58:48

トノックス

* 2:04:16

大東化学㈱

* 2:08:39

高砂香料

1:54:41

田中貴金属工業湘南工場

* 1:57:35

KELK

* 1:58:34

横浜ゴム㈱

1:48:09

平塚市役所

1:53:38

平塚警察署A

* 1:53:39

平塚警察署 平塚警察署

第55回 20:10 第56回 21:28 第57回 15:58 第30回 20:19 第53回 17:06

平塚市役所 県立高校 平塚市役所
川口　活 川口　活 佐藤　裕貴 湯山　秀史 横山　貴臣

守谷　寿紀 草薙　真一郎 野村　昌広 小清水　功 松井　清人
21:38 43:45 1:02:55 1:26:17 1:44:24

大澤　友志郎 内藤　英範 田中　慶悟 加藤　　亮 日裏　成二
32:41 1:02:10 1:24:46 1:49:04 2:18:30

神山　勝美 冨岡　朋樹 小林　弘幸 福島　悠太 松永　直
27:33 55:20 1:20:21 1:53:22 2:18:22

小方　憲二郎 佐々木　充 有田　泰輔 森山　洋平 小川　郁夫
25:53 55:00 1:15:44 1:46:21 2:08:39

山下　　奨 梅津　太志 須藤　智也 広瀬　　隆 折原　博司
28:42 56:26 1:14:33 1:38:30 2:04:16

村田　寛太 水野　栄介 青山　大地 桑原　　了 柴﨑　　唯
23:43 50:42 1:11:24 1:38:08 1:58:48

山本　裕晃 田代　　裕 八馬　弘邦 小山内　直人 高橋　光一
28:13 51:15 1:11:46 1:36:53 1:58:34

和田　俊祐 岩野　卓司 佐々木　文人 山本　大輔 酒井　　誠
25:14 49:38 1:11:52 1:35:27 1:57:35

田沼　健司 佐藤　博弥 半澤　隆貴 大野　陽平 野口　晧平
24:21 48:16 1:07:07 1:32:30 1:54:41

市原　嘉晃 金丸　　慎 古川　　司 今村　圭孝 奥津　　光
24:19 49:52 1:10:38 1:33:50 1:53:39

上田　正彦 遠藤　哲彦 佐藤　裕貴 横山　貴臣 清水　篤志
25:26 51:11 1:08:43 1:31:52 1:53:38

西尾　和彦 加藤　拓也 堤　　俊行 石田　龍生 森岡　光夫
23:37 46:40 1:05:48 1:28:51 1:48:09

第1区(6.3km) 第2区(6.6km) 第3区(5.1km) 第4区(6.6km) 第5区(5.3km)
スタジアム→大住中前 大住中前→大住中前 大住中前→みずほ小前 みずほ小前→吉沢小前 吉沢小前→山城中校庭


