
第６９回  平塚市市内地区対抗駅伝競走大会 記録結果 2023年1月8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00分
後　　援：平塚市体育振興連絡協議会・平塚市スポーツ協会・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・毎日新聞社横浜支局・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 総合時間 No ﾁｰﾑ名 備考

前回2位

1  1:43:51 15 南原 <2> <1> <2> <1> <1> <1> (+1)
(2)     8:20 (1)    18:23 (3)    20:43 (1)    16:31 (4)    21:39 (3)    18:15

前回5位

2  1:47:03 19 四之宮 <7> <4> <3> <3> <3> <2> (+3)
(7)     8:50 (4)    19:50 (2)    20:36 (3)    17:30 (5)    23:05 (1)    17:12

前回11位

3  1:47:22 1 崇善 <6> <2> <1> <2> <2> <3> (+8)
(6)     8:42 (2)    18:43 (1)    19:43 (7)    18:11 (7)    23:17 (7)    18:46

前回14位

4  1:51:58 18 真土 <12> <12> <8> <7> <5> <4> (+10)
(12)     9:35 (13)    23:25 (4)    21:10 (9)    19:02 (1)    21:01 (2)    17:45

前回7位

5  1:53:41 23 旭北 <1> <7> <6> <6> <6> <5> (+2)
(1)     8:03 (8)    21:29 (8)    22:35 (6)    18:07 (10)    25:04 (5)    18:23

前回1位

6 *  1:54:20 5 富士見 <4> <9> <7> <12> <8> <6> (-5)
(4)     8:28 (9)    22:15 (11)    23:20 (12)    20:27 (3)    21:29 (4)    18:21

前回8位

7  1:54:26 17 なでしこ <11> <5> <4> <5> <4> <7> (+1)
(11)     9:34 (3)    19:29 (7)    21:57 (10)    19:08 (6)    23:08 (9)    21:10

前回12位

8 *  1:54:27 8 金目 <15> <13> <9> <11> <7> <8> (+4)
(15)    10:44 (10)    22:24 (5)    21:26 (11)    19:47 (2)    21:26 (6)    18:40

前回10位

9 *  1:58:56 7 岡崎 <13> <8> <12> <9> <9> <9> (+1)
(13)     9:53 (7)    20:29 (13)    25:16 (4)    18:00 (9)    24:44 (8)    20:34

前回9位

10 *  2:01:58 3 花水 <3> <3> <5> <4> <11> <10> (-1)
(3)     8:20 (5)    20:19 (10)    23:06 (2)    17:28 (14)    31:31 (11)    21:14

前回13位

11 *  2:02:45 6 神田 <14> <11> <10> <8> <10> <11> (+2)
(14)    10:11 (11)    22:32 (9)    22:41 (4)    18:00 (11)    25:15 (15)    24:06

前回6位

12 *  2:04:03 2 港 <8> <10> <13> <14> <12> <12> (-6)
(8)     9:02 (12)    23:16 (12)    24:03 (14)    22:05 (8)    24:12 (13)    21:25

前回20位

13 *  2:07:07 13 土屋 <9> <14> <14> <13> <14> <13> (+7)
(9)     9:21 (14)    25:17 (6)    21:49 (13)    21:10 (12)    28:10 (12)    21:20 敢闘賞

前回16位

14 *  2:07:43 21 松が丘 <5> <6> <11> <10> <13> <14> (+2)
(5)     8:39 (6)    20:25 (14)    26:24 (8)    18:35 (13)    30:07 (14)    23:33

前回21位

15 *  2:23:59 16 横内 <10> <15> <15> <15> <15> <15> (+6)
(10)     9:23 (15)    27:20 (15)    28:03 (15)    26:14 (15)    31:46 (10)    21:13

オープン  1:53:32 70 伊豆市 [OP] [OP] [OP] [OP] [OP] [OP]
[OP]     8:49 [OP]    19:47 [OP]    21:05 [OP]    17:07 [OP]    28:33 [OP]    18:11

前回4位
オープン  1:57:45 14 吉沢 [OP] [OP] [OP] [OP] [OP] [OP]

[OP]     8:32 [OP]    20:57 [OP]    22:57 [OP]    18:39 [OP]    23:46 [OP]    22:54

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

 1:14:03  1:44:10  2:07:43

    8:32    29:29    52:26  1:11:05  1:34:51  1:57:45

    8:49    28:36    49:41  1:06:48  1:35:21  1:53:32
丸山　真理 旭　健汰 飯田　聡 勝呂　和也 右原　昌幸 大村　侑義

三浦　華子 岩原　正樹 大津　哉斗

 1:18:26  1:42:38  2:04:03
小林　ななみ 古木　真慧 清田　宏明 神田　剛 佐伯　力 村山　享司

井上　慎一郎 松田　寛大郎

 1:10:08  1:33:16

三田　雄一 新田　華寿樹
 1:14:21  1:35:47  1:54:27

 1:10:14  1:35:18  1:53:41

 1:54:20

岡部　泰英

 1:35:59

 1:03:57  1:25:36  1:43:51

    8:50    28:40    49:16  1:06:46  1:29:51  1:47:03
佐藤　莉浬杏 今門　飛勇 久野　正悟 西迫　稜太郎 西迫　翔太郎 佐藤　挨希

    8:20    26:43    47:26

平嶋　晃次

馬場　航汰 二宮　龍也
    9:34    29:03    51:00

   10:44    33:08    54:34

    8:20    28:39    51:45
武政　佳奈 藤原　岳久 高峰　朝巳

遠藤　悠一 吉田　剛士
    9:53    30:22    55:38

    8:03

平沢 優果(神田) 南　原 富士見

第60/61回 7:42 第66回 19:22 第65回 19:43

   29:32    52:07

    9:02    32:18    56:21

    8:39    29:04    55:28

崇　善 中　原 豊　田
山田 菜月(岡崎) 小澤　　航 岩佐　快斗 久保　勇介 齋藤　俊輔 佐藤　裕貴

第62回 16:27 第66回 19:34 第62回 16:35

二宮　美幸 三浦　優太朗 猪俣　栄一

鯖江　暢 渡辺　航平 藤井　真羽 玉木　逸聖 小宮　富士男 松田　魁士
    9:23    36:43  1:04:46  1:31:00  2:02:46  2:23:59

   10:11    32:43    55:24  1:13:24  1:38:39  2:02:45

古舘　莉央 松林　大貴 田代　裕 斎藤　美月 外池　雅彦 二之宮　智政

大滝　沙織 山本　珠希弥 矢後　大輔 杉山　徹朗 小幡　佳代子 志賀　遥樹
    9:21    34:38    56:27  1:17:37  1:45:47  2:07:07

嶋本　結衣
 1:54:26

関根　明日香 田川　薫 大澤　智之

尾崎　和奏 野田　翔太 清田　悠太 大塚　心 溝口　翔太 田中　公一

 1:09:13  1:40:44  2:01:58
山崎　夏空 大垣　龍太郎 本田　豊彦

大島　修 高岡　憲一郎 市川　豊
 1:13:38

安岡　咲宝 加川　開我 加藤　泰斗 松下　崇志 荻原　佑太 酒井　裕二郎
 1:47:22

 1:38:22  1:58:56
関谷　真由子

武田　健太

河間　航平 山本　康剛 中川　源太

上原　未羽 河野　太助 佐藤　一貴 秋山　達朗 岩佐　快斗 小野田　翔太
    8:28    30:43    54:03  1:14:30

 1:34:13  1:51:58
水野　奈苗

 1:05:19  1:28:36

檜原　康汰 山口　大翔 尾崎　翔太 伊澤　聡 山口　力也

   27:25    47:08    8:42

井上　玲奈 葛島　怜

女子区(2.2km) 第1区(6.1km) 第2区(6.4km) 第3区(5.1km) 第4区(6.6km) 第5区(5.3km)

鎌野　歩美 中野　蒼心 小澤　航 脇　陽真 南　陽平 鈴木　誠朗
スタジアム→スタジアム 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

    9:35    33:00    54:10  1:13:12


