
第６３回関西実業団対抗駅伝競走大会

兼　第６５回全日本実業団対抗駅伝競走大会予選

主　催:関西実業団陸上競技連盟

主　管:和歌山陸上競技協会

コース:龍神行政局スタート～大熊高硲谷折り返し～龍神体育館ゴール

********************************************************************

* 男子　　駅伝オーダー・リスト*

********************************************************************

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区

１２．６Ｋｍ ７．６８Ｋｍ １０．８７Ｋｍ ９．５Ｋｍ １６．０Ｋｍ １１．０Ｋｍ １２．８Ｋｍ

ＳＧＨグループ 塩見 雄介 林　竜之介 橋爪　孝安 八巻　雄飛 千葉　直輝 湯澤　舜 鈴木　塁人 橋詰　大慧 柿原　聖哉 竹下　凱 鈴木　勝彦 三上　嵩斗 阪口　竜平 關　颯人 平田　幸四郎

ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾔｽ ﾔﾏｷ ﾕｳﾄ ﾁﾊﾞ ﾅｵｷ ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ ｶｷﾊﾗ　ﾏｻﾔ ﾀｹｼﾀ　ｶｲ ｽｽﾞｷ　ｶﾂﾋｺ ﾐｶﾐ　ｼｭｳﾄ ｻｶｸﾞﾁ　ﾘｮｳﾍｲ ｾｷ　ﾊﾔﾄ ﾋﾗﾀ　ｺｳｼﾛｳ

住友電工 渡辺　康幸 村本　一樹 坂口　裕之 中村　祐紀 阿部　弘輝 高田　康暉 永山　博基 伊藤　和麻 西川　雄一朗 藤村　行央 熊谷　拓馬 平賀　翔太 茂木　亮太 遠藤　日向 田村　和希

ﾑﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ ﾀｶﾀﾞ ｺｳｷ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ ﾆｼｶﾜ　ﾕｳｲﾁﾛ ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾕｷｵ ｸﾏｶﾞｲ　ﾀｸﾏ ﾋﾗｶﾞ　ｼｮｳﾀ ﾓﾃｷﾞ　ﾘｮｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾋｭｳｶﾞ ﾀﾑﾗ　ｶｽﾞｷ

大阪ガス 小坂田　淳 中村　友哉 今﨑　俊樹 野中　優志 辻横　浩輝 坂東　剛 辻村　公佑 岩﨑　祐也 廣瀨　大貴 中村　涼 籔下　響大 中島　怜利

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｲﾏｻﾞｷ ﾄｼｷ ﾉﾅｶ ﾏｻｼ ﾂｼﾞﾖｺ ﾋﾛｷ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ ﾂｼﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ ﾋﾛｾ　ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳ ﾔﾌﾞｼﾀ　ｷｮｳﾀ ﾅｶｼﾏ　ﾚｲﾘ

ＮＴＴ西日本 清水　康次 監物　稔浩 ﾊﾟﾄﾘｯｸ　ﾏｾﾞﾝｹﾞ　ﾜﾝﾌﾞｨ 小松　巧弥 渡邊　力将 竹ノ内　佳樹 大塚　倭 山本　翔馬 関戸　雅輝 益田　賢太朗 馬場　翔大 城越　勇星 浦川　大樹 石井　優樹 森田　諒太

ｹﾝﾓﾂ ﾄｼﾋﾛ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾏｾﾞﾝｹﾞ ﾜﾝﾌﾞｨ ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾉﾌﾞ ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ ｵｵﾂｶ ﾔﾏﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ ｾｷﾄﾞ　ﾏｻｷ ﾏｽﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾊﾞﾊﾞ　ｼｮｳﾀ ｼﾛｺｼ　ﾕｳｾｲ ｳﾗｶﾜ　ﾀﾞｲｷ ｲｼｲ　ﾕｳｷ ﾓﾘﾀ　ﾘｮｳﾀ

大塚製薬 犬伏　孝行 國行　麗生 宮木　快盛 岩佐　壱誠 秦　将吾 上門　大祐 奥谷　裕一 森田　智哉 新井　和貴 松本　葵 岡田　竜治 野田　一貴 上村　和生 髙橋　裕太 打越　雄允

ｸﾆﾕｷ ﾚｵ ﾐﾔｷ ｶｲｾｲ ｲﾜｻ ｲｯｾｲ ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ ｳｴｶﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｵｸﾀﾆ ﾕｳｲﾁ ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ ｱﾗｲ　ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ　ｱｵｲ ｵｶﾀﾞ　ﾘｭｳｼﾞ ﾉﾀﾞ　ｶｽﾞｷ ｳｴﾑﾗ　ｶｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳﾀ ｳﾁｺｼ　ﾕｳｽｹ

大阪府警 伐栗 直樹 永信　明人 比夫見　将吾 芝田　俊作 源　康介 谷原　先嘉 藤山　悠斗 米田　大輝 鍋谷　紀之 清水　弥寿允 浜田　泰輔 吉野　駆流

ｴｲｼﾝ ｱｷﾋﾄ ﾋﾌﾐ ｼｮｳｺﾞ ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｻｸ ﾐﾅﾓﾄ ｺｳｽｹ ﾀﾆﾊﾗ ﾏﾄﾞｶ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾅﾍﾞﾀﾆ　ﾉﾘﾕｷ ｼﾐｽﾞ　ﾔｽﾏｻ ﾊﾏﾀﾞ　ﾀｲｽｹ ﾖｼﾉ　ｶｹﾙ

大阪市役所 永岡 久直 柿島　瑞紀 藤田　悠希 竹田　悟史 辻　啓太 岡　秀哲 長島　潮 大黒　裕史 永岡　久直 佐藤　正義

ｶｷｼﾏ ﾐｽﾞｷ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ ﾂｼﾞ ｹｲﾀ ｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ ﾅｶﾞｼﾏ ｳｼｵ ｵｵｸﾞﾛ ﾋﾛﾌﾐ ﾅｶﾞｵｶ　ﾅｵﾋｻ ｻﾄｳ　ﾏｻﾖｼ

和歌山RC 中島　章雄 中島　章雄 高石　陽平 入学　遼治 林　優 竹中　俊樹 城本　尚斗 清水　陽介 三浦　雄亮 藪本　圭司

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ ﾀｶｲｼ ﾖｳﾍｲ ﾆｭｳｶﾞｸ ﾘｮｳｼﾞ ﾊﾔｼ ｽｸﾞﾙ ﾀｹﾅｶ ﾄｼｷ ｼﾛﾓﾄ ﾅｵﾄ ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ ﾐｳﾗ　ﾕｳｽｹ ﾔﾌﾞﾓﾄ　ｹｲｼﾞ

GRlab 外村　翼 衣斐　俊彦 岡　純平 浜田　浩佑 前田　淳宏 久本　駿輔 岩田　一希 外村　翼 中島　弘貴 佐藤　泰之 池亀　透 松本　浩一 栗坂　俊弥

ｴﾋﾞ ﾄｼﾋｺ ｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ ﾋｻﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ ﾎｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾋﾛｷ ｻﾄｳ　ﾔｽﾕｷ ｲｹｶﾞﾒ　ﾄｵﾙ ﾏﾂﾓﾄ　ｺｳｲﾁ ｸﾘｻｶ　ﾄｼﾔ

80.45Km 大川　久之(38回) ﾊﾟﾄﾘｯｸ M ﾜﾝﾌﾞｨ(62回) 大森　輝和(49回) 井幡　磨(48回) 家谷　和男(47回) 松岡　佑起(57回) 井幡　磨(49回)
大塚製薬(45回) 山陽特殊製鋼 ＮＴＴ西日本 四国電力    大塚製薬    山陽特殊製鋼 大塚製薬    大塚製薬    

3:56:58 37:20 21:59 30:06 26:53 46:56 32:41 36:57
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総合成績 区間記録
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補欠７チーム名 監督 補欠１ 補欠２ 補欠３ 補欠４ 補欠５ 補欠６


