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丹後大学駅伝　第79回関西学生対校駅伝競走大会
主　催:関西学生陸上競技連盟　　後　援:京都府・京都府教育委員会・
丹後大学駅伝後援会・読売新聞社・海の京都DMO　特別協賛:住友電気工業株式会社
協  賛：ｱｼｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社・ｵｰｼｬﾝ貿易株式会社・株式会社ﾆﾁﾚｸ
コース:丹後地域コース（京丹後市～宮津市）8区間 84.4km
日付:2017-11-18 最終コール:0:00 競技開始:7:45

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区 第8区
9.0km 8.0km 7.0km 9.8km 12.3km 13.3km 13.3km 11.7km

1 4:18:09 11 関西学院大 仲村　尚毅　(　4） 川田　信　(　1） 川島　貴哉　(　2） 藤井　大輔　(　2） 石井　優樹　(　2）qJ 野中　優志　(　4） 坂東　剛　(　3） 小嶋　一魁　(　3）
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ ｶﾜﾀﾞ ｼﾝ ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ ｲｼｲ ﾕｳｷ ﾉﾅｶ ﾏｻｼ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ ｺｼﾞﾏ ｲｯｶｲ
(1) 27:01 (1) 53:03 (1) 1:13:16 (1) 1:43:45 (1) 2:21:10 (1) 3:01:35 (1) 3:41:42 (1) 4:18:09
(1) 27:01 (1) 26:02 (1) 20:13 (4) 30:29 (1) 37:25  40:25 NSR (3) 40:07 (3) 36:27

2 4:18:46 1 立命館大 森　太一　(　3） 中井　拓実　(　2） 村武　慎平　(　5） 桝本　剛史　(　4） 辻村　公佑　(　3） 高畑　祐樹　(　2） 岩﨑　祐也　(　4） 小岩　慎治　(　3）
ﾓﾘ ﾀｲﾁ ﾅｶｲ ﾀｸﾐ ﾑﾗﾀｹ ｼﾝﾍﾟｲ ﾏｽﾓﾄ ﾂﾖｼ ﾂｼﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｷ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ ｺｲﾜ ｼﾝｼﾞ

(4) 27:28 (4) 54:02 (3) 1:14:21 (2) 1:44:23 (2) 2:21:58 (2) 3:04:21 (2) 3:44:00 (2) 4:18:46
(4) 27:28 (7) 26:34 (2) 20:19  30:02 NSR (2) 37:35  42:23 NSR (1) 39:39 (1) 34:46

3 4:21:39 2 京都産業大 宮下　朝光　(　2） 西内　建太　(　4） 久保　拓海　(　4） 西川　和希　(　3） 日下　聖也　(　3） 元木　駿介　(　4） 上坂　優太　(　3） 島田　将志　(　4）
ﾐﾔｼﾀ ｱｻﾋ ﾆｼｳﾁ ｹﾝﾀ ｸﾎﾞ ﾀｸﾐ ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｷ ｸｻｶ ｾｲﾔ ﾓﾄｷ ｼｭﾝｽｹ ｺｳｻｶ ﾕｳﾀ ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｼ

(11) 28:08 (7) 54:33 (5) 1:14:55 (4) 1:45:03 (4) 2:23:24 (4) 3:06:00 (4) 3:45:41 (3) 4:21:39
(11) 28:08 (4) 26:25 (3) 20:22 (2) 30:08 (5) 38:21  42:36 NSR (2) 39:41 (2) 35:58

4 4:22:25 3 関西大 西條　功一　(　3） 平田　佳祐　(　1） 中村　祐介　(　3） 岡田　和樹　(　4） 土肥　祐貴　(　3） 北井　智大　(　4） 石森　海晴　(　1） 草野　魁叶　(　3）
ｻｲｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ ﾋﾗﾀ ｹｲｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾄﾞﾋ ﾕｳｷ ｷﾀｲ ﾄﾓﾋﾛ ｲｼﾓﾘ ｶｲｾｲ ｸｻﾉ ｶｲﾄ
(3) 27:25 (2) 53:49 (2) 1:14:19 (3) 1:44:29 (3) 2:22:44 (3) 3:04:52 (3) 3:45:19 (4) 4:22:25
(3) 27:25 (3) 26:24 (5) 20:30 (3) 30:10 (4) 38:15  42:08 NSR (5) 40:27 (7) 37:06

5 4:24:53 7 龍谷大 中川　元弥　(　3） 中田　湧人　(　1） 奥田　凌平　(　3） 悟道　勇輔　(　1） 勝下　裕貴　(　3） 大山　佳郎　(　4） 冨田　直樹　(　2） 片山　俊希　(　2）
ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄﾔ ﾅｶﾀ ﾜｸﾄ ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾞﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｶﾂｼﾀ ﾋﾛｷ ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾛｳ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ ｶﾀﾔﾏ ﾄｼｷ
(7) 27:50 (9) 54:38 (6) 1:15:13 (7) 1:46:21 (6) 2:25:39 (5) 3:07:22 (5) 3:47:42 (5) 4:24:53
(7) 27:50 (9) 26:48 (6) 20:35 (7) 31:08 (8) 39:18  41:43 NSR (4) 40:20 (9) 37:11

6 4:25:57 4 大阪経済大 藤山　悠斗　(　4） 松原　恭祐　(　2） 松本　卓也　(　4） 富田　遼太郎　(　1） 塚本　裕也　(　3） 古井　雅也　(　3） 徳丸　晴紀　(　1） 伊吹　崚汰　(　2）
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾌﾙｲ ﾏｻﾔ ﾄｸﾏﾙ ﾊﾙｷ ｲﾌﾞｷ ﾘｮｳﾀ
(8) 27:56 (6) 54:25 (4) 1:14:48 (5) 1:45:51 (5) 2:24:44 (6) 3:07:47 (6) 3:49:19 (6) 4:25:57
(8) 27:56 (5) 26:29 (4) 20:23 (6) 31:03 (6) 38:53 (10) 43:03 (7) 41:32 (4) 36:38

7 4:28:00 8 近畿大 佐藤　博朗　(　2） 横山　翔　(　1） 永山　周輝　(　4） 河合　洋介　(　3） 寺河　慎太郎　(　2） 小原　秀斗　(　3） 田中　誉也　(　1） 上地　悠透　(　4）
ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ ﾃﾗｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ ｵﾊﾗ ｼｭｳﾄ ﾀﾅｶ ﾀｶﾔ ｶﾐｼﾞ ﾕｳﾄ
(6) 27:41 (5) 54:12 (8) 1:15:25 (8) 1:46:48 (8) 2:26:21 (7) 3:08:55 (7) 3:50:47 (7) 4:28:00
(6) 27:41 (6) 26:31 (12) 21:13 (9) 31:23 (9) 39:33  42:34 NSR (8) 41:52 (10) 37:13

8 4:28:55 6 京都大 岡野　颯斗　(　M1） 稲垣　達也　(　M1） 岡本　和晃　(　M2） 下迫田　啓太　(　M2） 柴田　裕平　(　4） 松葉　悠剛　(　M2） 尾﨑　拓　(　4） 久米　祐輔　(　M1）

ｵｶﾉ ﾊﾔﾄ ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ ｼﾓｻｺﾀﾞ ｹｲﾀ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾍｲ ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｺﾞ ｵｻﾞｷ ﾀｸ ｸﾒ ﾕｳｽｹ
(19) 28:58 (12) 55:47 (12) 1:16:30 (10) 1:47:55 (7) 2:25:57 (9) 3:09:33 (8) 3:51:30 (8) 4:28:55
(19) 28:58 (10) 26:49 (8) 20:43 (10) 31:25 (3) 38:02 (12) 43:36 (9) 41:57 (12) 37:25

9 4:29:00 14 びわこ学院大 今西　洸斗　(　2） 三浦　悠斗　(　2） 長谷川　達也　(　1） 岩本　直樹　(　1） 小松原　遊波　(　1） 大崎　陸斗　(　2） 湯川　達矢　(　1） 古田　晶大　(　2）
ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾄ ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾊ ｵｵｻｷ ﾘｸﾄ ﾕｶﾜ ﾀﾂﾔ ﾌﾙﾀ ｱｷﾋﾛ
(2) 27:13 (10) 54:41 (7) 1:15:17 (9) 1:47:36 (10) 2:27:20 (8) 3:09:23 (10) 3:51:53 (9) 4:29:00
(2) 27:13 (14) 27:28 (7) 20:36 (14) 32:19 (10) 39:44  42:03 NSR (15) 42:30 (8) 37:07

10 4:30:29 5 大阪体育大 吉野　駆流　(　3） 大坂　祐輝　(　1） 山田　健太郎　(　1） 沖　冴紀　(　4） 田中　佑典　(　3） 住谷　亮太　(　4） 三浦　尚也　(　3） 笠島　龍二　(　1）
ﾖｼﾉ ｶｹﾙ ｵｵｻｶ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｵｷ ｻｴｷ ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ ｽﾐﾀﾆ ﾘｮｳﾀ ﾐｳﾗ ﾅｵﾔ ｶｻｼﾏ ﾘｭｳｼﾞ

(5) 27:35 (3) 53:56 (9) 1:15:36 (6) 1:46:06 (9) 2:27:00 (10) 3:09:36 (9) 3:51:46 (10) 4:30:29
(5) 27:35 (2) 26:21 (13) 21:40 (5) 30:30 (16) 40:54  42:36 NSR (10) 42:10 (16) 38:43

11 4:30:58 15 大阪学院大 河合　翔太　(　2） 亀鷹　大輝　(　1） 金藤　拓巳　(　1） 上田　真也　(　3） 前田　大悟　(　1） 福田　純一　(　2） 今井　康亮　(　2） 根木　拓也　(　4）
ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ ｶﾒﾀｶ ﾀﾞｲｷ ｶﾈﾄｳ ﾀｸﾐ ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲﾏｲ ｺｳｽｹ ﾈｷﾞ ﾀｸﾔ
(9) 28:01 (8) 54:35 (10) 1:16:19 (12) 1:48:37 (12) 2:28:47 (11) 3:11:51 (11) 3:54:08 (11) 4:30:58
(9) 28:01 (7) 26:34 (15) 21:44 (13) 32:18 (13) 40:10 (11) 43:04 (11) 42:17 (6) 36:50

12 4:32:07 10 大阪大 小島　克彦　(　2） 山崎　翔平　(　3） 藤　諒健　(　M2） 塩見　圭史　(　M1） 西　慶一郎　(　4） 樫山　直生　(　2） 奥田　健太　(　2） 岸本　克佳　(　3）
ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾋｺ ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾍｲ ﾌｼﾞ ﾘｮｳｹﾝ ｼｵﾐ ｹｲｼ ﾆｼ ｹｲｲﾁﾛｳ ｶｼﾔﾏ ﾅｵｷ ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾖｼ
(15) 28:40 (18) 57:16 (16) 1:18:28 (14) 1:50:14 (13) 2:30:43 (12) 3:13:22 (12) 3:54:49 (12) 4:32:07
(15) 28:40 (19) 28:36 (11) 21:12 (11) 31:46 (14) 40:29  42:39 NSR (6) 41:27 (11) 37:18

13 4:35:29 12 同志社大 宇野　幹也　(　4） 高橋　和也　(　2） 山田　光希　(　2） 地行　聡一郎　(　3） 佐々　遥平　(　3） 松尾　広之　(　4） 古野　将大　(　4） 荒木　雄大　(　4）
ｳﾉ ﾐｷﾔ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ﾁｷﾞｮｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ｻｯｻ ﾖｳﾍｲ ﾏﾂｵ ﾋﾛﾕｷ ﾌﾙﾉ ﾏｻﾋﾛ ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾞｲ

(13) 28:27 (13) 56:00 (13) 1:16:54 (11) 1:48:14 (15) 2:30:56 (14) 3:15:20 (14) 3:58:03 (13) 4:35:29
(13) 28:27 (15) 27:33 (9) 20:54 (8) 31:20 (21) 42:42 (14) 44:24 (16) 42:43 (13) 37:26

14 4:35:34 13 佛教大 廣瀬　凌　(　2） 熱田　賢哉　(　1） 松久　亮介　(　1） 橋本　拓磨　(　4） 桑山　宗隆　(　4） 山口　和輝　(　3） 箕西　洸一　(　3） 長柄　博人　(　3）
ﾋﾛｾ ﾘｮｳ ｱﾂﾀ ｹﾝﾔ ﾏﾂﾋｻ ﾘｮｳｽｹ ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ ｸﾜﾔﾏ ﾑﾈﾀｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ ﾐﾉﾆｼ ｺｳｲﾁ ﾅｶﾞﾗ ﾋﾛﾄ

(10) 28:05 (16) 56:27 (15) 1:18:08 (15) 1:50:39 (14) 2:30:47 (13) 3:15:11 (13) 3:57:33 (14) 4:35:34
(10) 28:05 (17) 28:22 (14) 21:41 (15) 32:31 (12) 40:08 (14) 44:24 (12) 42:22 (14) 38:01

15 4:37:38 16 奈良学園大 佐藤　樹　(　1） 北林　誠人　(　4） 羽竹　佑貴　(　3） 柴山　祐介　(　4） 濵石　真　(　3） 三島　和莞　(　4） 岡村　樹　(　3） 中西　将貴　(　1）
ｻﾄｳ ﾀﾂｷ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ﾊﾀｹ ﾕｳｷ ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ ﾊﾏｲｼ ｼﾝ ﾐｼﾏ ｶｽﾞｲ ｵｶﾑﾗ ﾀﾂｷ ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾀｶ

(17) 28:54 (14) 56:03 (14) 1:18:00 (17) 1:51:59 (18) 2:32:48 (18) 3:18:25 (17) 4:00:51 (15) 4:37:38
(17) 28:54 (12) 27:09 (16) 21:57 (18) 33:59 (15) 40:49 (18) 45:37 (13) 42:26 (5) 36:47

16 4:38:06 9 神戸大 桂　翔太　(　3） 井上　敬太　(　3） 丸岡　克成　(　M1） 池内　真弥　(　3） 坂元　亮介　(　4） 根本　夏生　(　2） 平井　大誠　(　2） 矢田　絢介　(　1）
ｶﾂﾗ ｼｮｳﾀ ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ ﾏﾙｵｶ ｶﾂﾅﾘ ｲｹｳﾁ ﾏｻﾔ ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ﾈﾓﾄ ﾅﾂｵ ﾋﾗｲ ﾀｲｾｲ ﾔﾀﾞ ｹﾝｽｹ

(20) 29:12 (19) 57:42 (19) 1:19:56 (18) 1:53:06 (16) 2:32:20 (17) 3:17:26 (15) 3:59:54 (16) 4:38:06
(20) 29:12 (18) 28:30 (18) 22:14 (17) 33:10 (7) 39:14 (17) 45:06 (14) 42:28 (15) 38:12

17 4:39:45 17 甲南大 小田原　健太　(　3） 小西　孝太　(　1） 千原　涼　(　2） 宮本　涼平　(　1） 美好　雅樹　(　3） 藤本　啓　(　2） 藤田　透伍　(　2） 中村　広英　(　1）
ｵﾀﾞﾊﾗ ｹﾝﾀ ｺﾆｼ ｺｳﾀ ﾁﾊﾗ ﾘｮｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ ﾐﾖｼ ﾏｻｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾋﾃﾞ
(14) 28:30 (17) 56:44 (18) 1:19:19 (16) 1:51:30 (17) 2:32:34 (16) 3:16:24 (16) 4:00:32 (17) 4:39:45
(14) 28:30 (16) 28:14 (19) 22:35 (12) 32:11 (17) 41:04 (13) 43:50 (17) 44:08 (18) 39:13

18 4:40:12 20 大阪教育大 池中　貴史　(　2） 坂本　洸朔　(　2） 下藤　真也　(　S1） 菅根　大幹　(　4） Ｊａｋｏｂ　ＲａｎｇｌｉｎＧｒ 稲数　浩也　(　2） 加藤　雄大　(　2） 鹿嶋　悠真　(　2）
ｲｹﾅｶ ﾀｶﾌﾐ ｻｶﾓﾄ ｺｳｻｸ ｶﾄｳ ｼﾝﾔ ｽｶﾞﾈ ﾋﾛｷ ﾔｺﾌﾞ ﾗﾝﾘﾝ･ｸﾞﾘｽﾚﾙ ｲﾅｶｽﾞ ﾋﾛﾔ ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｶｼﾏ ﾕｳﾏ
(12) 28:25 (11) 55:28 (11) 1:16:22 (13) 1:49:00 (11) 2:28:44 (15) 3:16:04 (18) 4:01:00 (18) 4:40:12
(12) 28:25 (11) 27:03 (9) 20:54 (16) 32:38 (10) 39:44 (22) 47:20 (21) 44:56 (17) 39:12

19 4:45:18 18 京都教育大 山口　大樹　(　4） 三上　純　(　M1） 山中　晴登　(　3） 森　瑛斗　(　3） 高岸　信策　(　3） 清水　大幹　(　M2） 品川　竜史　(　1） 柳瀬　涼介　(　1）
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝ ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ ﾓﾘ ｴｲﾄ ﾀｶｷﾞｼ ｼﾝｻｸ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ ｼﾅｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾅｾ ﾘｮｳｽｹ
(18) 28:55 (15) 56:12 (17) 1:18:48 (19) 1:53:43 (19) 2:35:05 (19) 3:19:42 (19) 4:04:11 (19) 4:45:18
(18) 28:55 (13) 27:17 (20) 22:36 (21) 34:55 (18) 41:22 (16) 44:37 (20) 44:29 (22) 41:07

20 4:47:44 19 兵庫県立大 武下　晃大　(　3） 寺垣　亮太　(　3） 林　幸佑　(　4） 鈴木　貫太　(　2） 永見　太一　(　1） 河野　脩司　(　3） 村本　直樹　(　4） 三木　景介　(　3）
ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ ﾃﾗｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ ﾅｶﾞﾐ ﾀｲﾁ ｶﾜﾉ ｼｭｳｼﾞ ﾑﾗﾓﾄ ﾅｵｷ ﾐｷ ｹｲｽｹ
(21) 29:48 (21) 59:26 (20) 1:21:38 (20) 1:56:00 (20) 2:37:57 (20) 3:23:38 (20) 4:07:46 (20) 4:47:44
(21) 29:48 (20) 29:38 (17) 22:12 (20) 34:22 (19) 41:57 (19) 45:41 (17) 44:08 (21) 39:58

21 4:49:56 22 大阪府立大 久冨　優太　(　3） 小澤　一郎　(　2） 駒井　智己　(　4） 西坂　友希　(　1） 若松　和伸　(　1） 中嶋　利騎　(　2） 三上　賢吾　(　M1） 勝見　涼一　(　M2）

ﾋｻﾄﾐ ﾕｳﾀ ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ ｺﾏｲ ﾄﾓｷ ﾆｼｻｶ ﾕｳｷ ﾜｶﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ ﾐｶﾐ ｹﾝｺﾞ ｶﾂﾐ ﾘｮｳｲﾁ
(16) 28:48 (20) 58:38 (21) 1:22:31 (21) 1:56:46 (21) 2:39:58 (21) 3:25:57 (21) 4:10:08 (21) 4:49:56
(16) 28:48 (21) 29:50 (22) 23:53 (19) 34:15 (22) 43:12 (21) 45:59 (19) 44:11 (20) 39:48

22 4:54:20 21 大阪市立大 中村　友之　(　4） 伏本　カーディン　(　2） 成田　正彰　(　M2） 平松　晃輝　(　1） 三木　康裕　(　1） 石井　正樹　(　4） 田中　大樹　(　1） 姫野　拓真　(　3）
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ ﾌｼﾓﾄ ｶｰﾃﾞｨﾝ ﾅﾘﾀ ﾏｻｱｷ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｷ ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ ｲｼｲ ﾏｻｷ ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ ﾋﾒﾉ ﾀｸﾏ
(22) 30:28 (22) 1:00:22 (22) 1:23:51 (22) 1:59:07 (22) 2:41:30 (22) 3:27:26 (22) 4:14:52 (22) 4:54:20
(22) 30:28 (22) 29:54 (21) 23:29 (22) 35:16 (20) 42:23 (20) 45:56 (22) 47:26 (19) 39:28

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区 第8区
9.0km 8.0km 7.0km 9.8km 12.3km 13.3km 13.3km 11.7km

区間記録                         久保　拓海  元木　駿介  上門　大祐  住谷　亮太  寺西　雅俊              
                        京都産業大  京都産業大  京都産業大  大阪体育大  京都産業大              

20:00 30:05 36:05 42:40 39:17

qJ :ジュリーの決定による通過者/ NSR…区間新記録


