
連合町内会の部 一般男子の部 高校男子の部 高校女子の部 中学男子の部   一般・中学女子の部

第1位 大倉山連合（太尾）A 横浜ウインズA 市立金沢高校 荏田高校 山内中学校 大綱中A
01:11'16" 01:04'31" 01:12'12" 01:19'12" 00:50'31" 00:58'45"

第2位 綱島連合Sチーム 酒RUNA 新栄高校A 白鵬女子高校 日大中A 樽町中陸上部A
01:14'17" 01:08'57" 01:14'09" 01:19'20" 00:51'26" 01:01'12"

第3位 大倉山連合（太尾）B スクーデリア 新栄高校B 多摩高校 大綱中A 篠中陸上カメさん部
01:18'55" 01:10'01" 01:14'21" 01:29'36" 00:52'14" 01:03'38"

第4位 綱島連合Aチーム ザ・スペース 横浜高校A 新栄高校 樽町中陸上部A 高田中学校女子A
01:19'24" 01:13'25" 01:14'27" 01:30'41" 00:52'55" 01:03'41"

第5位 篠原A 横浜ウインズB 多摩高校A 港北高校 新田中陸上競技部 日大中D
01:20'51" 01:14'02" 01:14'33" 01:39'48" 00:53'17" 01:04'16"

第6位 高田A SUIRAN-R 霧が丘高校 横浜平沼高等学校 都田中陸上競技部 山内中学校
01:21'45" 01:15'21" 01:15'09" 01:40'27" 00:53'37" 01:05'38"

  距離 2 0 km 1 9 km 2 2 km 1 5 km



1 位 2位 3位
区間 距離 氏　名 チーム名 記 録 氏　名 チーム名 記 録 氏　名 チーム名 記 録
1 区 4km 有賀　裕亮 大倉山連合（太尾）A 00:12'22" 新 田　龍宏 綱島連合 Sチーム 00:12'29" 高 橋　健留 高　田　Ａ 00:12'54"
2 区 1km 北原　怜奈 大倉山連合（太尾）A 00:03'48" 小 野寺　令 大倉山連合（太尾）Ｂ 00:04'06" 澤 田　若葉 綱島連合 Sチーム 00:04'09"
3 区 3km 有馬　 　龍 綱島連合 Sチーム 00:09'13" 有 賀　智樹 大倉山連合（太尾）A 00:09'19" 鈴 木　凱斗 大倉山連合（太尾）Ｂ 00:09'35"
4 区 3km 服部　文祥 大倉山連合（太尾）A 00:09'59" 石 井　徹治 篠　原　Ａ 00:10'21" 一見 　仁 綱島連合 Sチーム 00:10'46"
5 区 1km 浅沼　優人 綱島連合 Sチーム 00:03'46" 野 村　風翔 綱島連合 Aチーム 00:03'53" 林 　琢磨 篠　原　Ａ 00:04'05"
6 区 3km 村上　浩子 樽町マリノス 00:11'53" 砂 川　紗英 大倉山連合（太尾）A 00:12'19" 八代うらら 高　田　Ａ 00:12'34"

7 区 1km
松本　澪奈 綱島連合 Sチーム

00:04'25" 仁 谷　美咲 綱島連合 Bチーム 00:04'28"
鈴 木　文乃 綱島連合 Aチーム

8 区 1km 川中　亮平 大倉山連合（太尾）A 00:04'11" 浅 沼　直人 綱島連合 Sチーム 00:04'27" 栗 原　大輝 綱島連合 Aチーム 00:04'31"
9 区 3km 矢野　愛弓 大倉山連合（太尾）A 00:10'17" 山端百合恵 綱島連合 Sチーム 00:11'36" 東海林亜矢子 菊名地区連合町内会 00:12'36"



地区名 チーム名 スコア

第１位 大倉山
神明 Bチーム

537
大倉山 GG会

第２位 日吉
下田町

545
箕輪町町内会 A

第３位 樽町
琵琶畑Ａ

550
樽町第三親和会

【地区対抗】（２チームの合計） 【チーム対抗】（２ラウンドの合計） 【ホールインワン賞】

【ハイスコア賞】

※チームナンバー順に記載

チーム名 スコア

第１位 鶴ねんクラブ（一般） 247

第２位 土井町Ｃチーム（一般） 255

第３位 新吉田さわやかＡ（一般） 257

チーム名 氏名 スコア

男性 神明Ｂチーム（地区） 竹内　豊 35

女性 樽町親友クラブＣ（一般） 河村　きよ子 32

チーム名 氏名

樽町親友クラブＣ（一般） 河村　きよ子

大倉山ＧＧ会（地区） 伊藤　亀代子

鶴ねんクラブ（一般） 酒井　計吾

鶴ねんクラブ（一般） 酒井　雅子

日吉ふなばし（一般） 廣田　勇

菊名北町Ｂ（一般） 金子　幹雄

チーム名 氏名

中央桜会Ａ（一般） 小池　松代

箕輪町町内会Ｃ（一般） 二羽　真佐子

新吉田町会Ａ（地区） 勝岡　孝夫

篠原台町ＧＧクラブ（地区） 宮島　道雄

鳥山Ａ（地区） 今井　カツ




