
2015年　第44回渡邊杯・第24回新野杯争奪　全学駅伝大会

順位 1区 ( 5.0km ) 2区(5.2km) 3区(2.9km) 4区(4.8km) 5区(3.1km) 総合
1  18.18  小泉 (2009)  19.43  仁科 (2014)  12.02  畠山 (2010)  19.09  高橋裕(2015)  12.17  阿見 (2006) 2:58:51  リアクターズ (2006)
2  19.21  茂木 (2008)  22.24  海藤 (2006)  12.06  高橋秀 (2006)  20.48  北村紀 (2014)  12.42  大沼 (2014) 3:02:30  リアクターズ (2009)
3  19.30  小野 (2015)  22.26  國木 (2011)  12.27  チン (2012)  21.00  森 (2011)  13.12  菅原 (2015) 3:04:35  リアクターズ (2011)
4  19.41　藤田剛 (2013)  22.41  國木 (2009)  12.37  江口 (2009)  21.39  藤長 (2007)  13.14  葛西 (2010) 3:06:02  リアクターズ (2008)
5  20.32  助川 (2011)  23.04  工藤陽 (2008)  12.45  松川 (2007)  22.25  山谷 (2006)  13.31  武田 (2008) 3:08:31  リアクターズ (2015)
6  21.01  畠山 (2006)  24.07  リーン (2015)  13.20  庄司 (2008)  22.34  森 (2009)  14.17  花岡 (2007) 3:12:21 リアクターズ (2014)
7  21.12  國木 (2010)  24.41　永井 (2013)  13.27  板倉 (2013)  22.53  小林佑 (2012)  14.17  板倉 (2012) 3:14:01  リアクターズ (2012)
8  22.20 小野  (2014)  24.56  千葉 (2012)  13.58  板倉 (2011)  23.03  岡崎 (2010)  14.29  佐藤仁 (2009) 3:14:16  リアクターズ (2013)
9  22.48  安達 (2007)  25.26  加賀屋 (2007)  16.34  アリ (2015)  23.09  大槻 (2013)  14.58  渡邊 (2011) 3:15:49  リアクターズ (2007)
10  23.40  高橋祐 (2012)  27.05  楡木 (2010)  17.47  藤原 (2014)  24.02  松川 (2008)  15.59  藤原 (2013) 3:17:49  リアクターズ (2010)

順位 6区 ( 2.7km ) 7区(4.5km) 8区(3.2km) 9区(5.2km) 10区(5.0km)
1  11.52  岡崎 (2009)  17.17  本橋 (2009)  13.43  角間崎 (2011)  22.12  藤長 (2006)  19.13  藤長 (2008)
2  12.01  梅田 (2010)  19.33  大沼 (2015)  13.56  曽根 (2012)  23.01  西田 (2014)  19.58  福井 (2006)
3  12.04  雄鹿 (2012)  18.16  小森谷 (2006)  14.09  曽根 (2013)  24.09  金原 (2011)  20.31  永井 (2015)
4  12.19  リーン (2014)  19.48  高橋祐 (2011)  14.26  葛西 (2008)  24.12  田村 (2015)  20.45  永井 (2014)
5  12.27  江口 (2008)  20.32  高橋祐 (2010)  14.51  葛西 (2007)  24.51  渡部 (2013)  21.09  岡崎 (2011)
6  12.52  楡木 (2011)  20.43  松沼 (2013)  15.05  渡邊 (2009)  25.20  梅田 (2008)  21.11  山谷 (2007)
7  13.03  山口 (2006)  21.18  堀 (2008)  15.09  古瀬 (2006)  25.44  金原 (2010)  21.52  松川 (2009)
8  13.44  江口 (2007)  21.30  角間崎(2012)  16.34  大澤 (2015)  25.45  庄司 (2009)  22.00  角間崎 (2013)
9  15.36  北村 (2013)  23.17  高田 (2007)  16.36  佐藤仁 (2010)  25.51  庄司 (2007)  22.06  楡木 (2012)
10  16.09  藤原 (2015)  25.44  大澤 (2014)  17.12  北村優 (2014)  26.12  金原 (2012)  25.49  渡邊 (2010)






