
第65回まつえ駅伝ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

参加 22 チ－ム 通算 5 区間 19.00 ㎞ 開催日

№ チーム名 監督氏名 決勝記録
決勝
順位

区 間 1.99 ㎞ 区 間 2.42 ㎞ 区 間 4.70 ㎞ 区 間 5.33 ㎞ 区 間 4.56 ㎞

72 島根大学B 本田 圭吾 01時間01分59秒 1位 小林 千太 0°06′45″ (1) 0°06′45″ (1) 遠藤 佑香 0°10′21″ (18) 0°17′06″ (13) 藤田 達郎 0°14′22″ (1) 0°31′28″ (3) 前田 雄飛 0°15′32″ (2) 0°47′00″ (2) 門田 風雅 0°14′59″ (1) 1°01′59″ (1)

71 島根大学A 本田 圭吾 01時間02分46秒 2位 西村 浩貴 0°06′56″ (5) 0°06′56″ (5) 前田 流歌 0°08′21″ (7) 0°15′17″ (3) 猪野 結人 0°16′10″ (4) 0°31′27″ (2) 三浦 智紘 0°15′26″ (1) 0°46′53″ (1) 古山 義久 0°15′53″ (4) 1°02′46″ (2)

30 玉湯体協A 中岡 宏樹 01時間03分47秒 3位 柳浦 颯太 0°07′02″ (6) 0°07′02″ (6) 犬山 新大 0°08′15″ (4) 0°15′17″ (4) 森脇 博之 0°15′52″ (2) 0°31′09″ (1) 加田 春樹 0°16′49″ (7) 0°47′58″ (3) 太田 考哉 0°15′49″ (3) 1°03′47″ (3)

3 古江体協A 廣谷 裕志 01時間04分42秒 4位 曳野 徳二 0°06′55″ (4) 0°06′55″ (4) 竹下 怜良 0°08′21″ (8) 0°15′16″ (2) 井原 周治 0°16′36″ (5) 0°31′52″ (4) 井原 志樹 0°16′37″ (5) 0°48′29″ (4) 三島 巧丞 0°16′13″ (7) 1°04′42″ (4)

27 宍道A 持田 淳 01時間05分25秒 5位 持田 淳 0°07′13″ (8) 0°07′13″ (8) 狩野 悦朗 0°08′52″ (10) 0°16′05″ (7) 上野 敬介 0°16′03″ (3) 0°32′08″ (5) 陰山 峻 0°18′17″ (14) 0°50′25″ (7) 三賀森 智哉 0°15′00″ (2) 1°05′25″ (5)

81 島根体協ｸﾗﾌﾞ 相見 真吾 01時間06分01秒 6位 三好 颯人 0°07′06″ (7) 0°07′06″ (7) 山田 煉士 0°08′09″ (3) 0°15′15″ (1) 團野 康宏 0°18′34″ (16) 0°33′49″ (8) 月輪 浩之 0°16′04″ (4) 0°49′53″ (5) 小村 哲也 0°16′08″ (6) 1°06′01″ (6)

12 城西体協A 大川  和宏 01時間07分33秒 7位 陶山 崇 0°07′22″ (9) 0°07′22″ (9) 三島 秀仁 0°08′19″ (6) 0°15′41″ (5) 大川  和宏 0°16′53″ (8) 0°32′34″ (6) 荒金 耕平 0°17′23″ (12) 0°49′57″ (6) 尾原 智彦 0°17′36″ (10) 1°07′33″ (7)

17 津田体協α 前田 昭治 01時間09分53秒 8位 田中 進 0°08′53″ (17) 0°08′53″ (17) 石川 順一 0°10′23″ (19) 0°19′16″ (19) 女鹿田 真宏 0°16′45″ (7) 0°36′01″ (14) 嘉本 容己 0°16′00″ (3) 0°52′01″ (9) 日野 誠 0°17′52″ (11) 1°09′53″ (8)

8 持田体協A 石橋 栄 01時間10分24秒 9位 小谷 拓也 0°09′31″ (21) 0°09′31″ (21) 加藤 蒼梧 0°07′35″ (1) 0°17′06″ (14) 加藤 秀之 0°17′20″ (11) 0°34′26″ (9) 星野 直輝 0°17′00″ (10) 0°51′26″ (8) 木村 謙太 0°18′58″ (15) 1°10′24″ (9)

29 美保関 大西 一史 01時間10分47秒 10位 大西 花音 0°09′01″ (19) 0°09′01″ (19) 長谷川 心乃 0°09′41″ (14) 0°18′42″ (18) 作野 優月 0°18′01″ (12) 0°36′43″ (16) 大西 一史 0°16′51″ (8) 0°53′34″ (12) 菊川 恵太 0°17′13″ (8) 1°10′47″ (10)

56 玉湯体協B 中岡 宏樹 01時間11分34秒 11位 小林 隆志 0°07′59″ (13) 0°07′59″ (13) 杉谷 一樹 0°09′05″ (11) 0°17′04″ (12) 森實 諭史 0°19′28″ (17) 0°36′32″ (15) 福庭 秀夫 0°17′31″ (13) 0°54′03″ (13) 足立 正俊 0°17′31″ (9) 1°11′34″ (11)

2 法吉 角田 雅勇 01時間13分15秒 12位 広山 舞 0°07′59″ (12) 0°07′59″ (12) 須田 智貴 0°07′59″ (2) 0°15′58″ (6) 立花 和弘 0°19′52″ (19) 0°35′50″ (13) 吉岡 和哉 0°16′58″ (9) 0°52′48″ (11) 藤本 翔平 0°20′27″ (19) 1°13′15″ (12)

13 城西体協B 大川  和宏 01時間13分51秒 13位 藤岡 八寸志 0°08′37″ (16) 0°08′37″ (16) 岩田 尚人 0°08′19″ (5) 0°16′56″ (10) 千代 知明 0°18′15″ (15) 0°35′11″ (10) 吉田  智一 0°19′37″ (18) 0°54′48″ (14) 川岡 浩之 0°19′03″ (16) 1°13′51″ (13)

82 鹿島ｸﾗﾌﾞ 青山 和敏 01時間14分05秒 14位 青山 遥香 0°08′57″ (18) 0°08′57″ (18) 中村 陽翔 0°09′06″ (13) 0°18′03″ (15) 羽原 宏明 0°20′19″ (20) 0°38′22″ (20) 谷野 聖和 0°17′09″ (11) 0°55′31″ (15) 戸山 卓也 0°18′34″ (13) 1°14′05″ (14)

24 生馬体協 松浦 栄治 01時間14分36秒 15位 吉田 晄大 0°08′23″ (15) 0°08′23″ (15) 長谷川 聖 0°10′00″ (16) 0°18′23″ (17) 松尾 淳 0°17′06″ (10) 0°35′29″ (12) 山本 整 0°23′11″ (21) 0°58′40″ (20) 山本 祥平 0°15′56″ (5) 1°14′36″ (15)

90 ごうぎんｸﾗﾌﾞ 山根 繁美 01時間16分18秒 16位 岩崎 誠司 0°09′36″ (22) 0°09′36″ (22) 松本 壮司 0°09′58″ (15) 0°19′34″ (20) 佐藤 元洋 0°18′04″ (13) 0°37′38″ (18) 石井 伸卓 0°18′47″ (15) 0°56′25″ (16) 松浦 一史 0°19′53″ (18) 1°16′18″ (17)

4 古江体協B 廣谷 裕志 01時間16分27秒 17位 白石 悠真 0°07′33″ (10) 0°07′33″ (10) 村松 悠真 0°09′06″ (12) 0°16′39″ (9) 多久和 重義 0°21′11″ (21) 0°37′50″ (19) 井原 康輔 0°19′52″ (19) 0°57′42″ (18) 木村 賢治 0°18′45″ (14) 1°16′27″ (18)

20 古志原体協A 石飛 啓二 01時間18分10秒 18位 福田 彰久　 0°06′53″ (3) 0°06′53″ (3) 石原 文生 0°11′10″ (21) 0°18′03″ (16) 楫 輝 0°22′38″ (22) 0°40′41″ (22) 舟木 裕一 0°16′45″ (6) 0°57′26″ (17) 小竹原 義則 0°20′44″ (20) 1°18′10″ (19)

83 鹿島学生ﾁｰﾑ 青山 和敏 01時間18分18秒 19位 石原 海愛 0°09′23″ (20) 0°09′23″ (20) 古瀬 わかな 0°10′52″ (20) 0°20′15″ (21) 平塚 壮太 0°19′34″ (18) 0°39′49″ (21) 高井 立人 0°19′24″ (17) 0°59′13″ (21) 中村 文太 0°19′05″ (17) 1°18′18″ (20)

11 朝酌体協 原 慶治 01時間21分16秒 20位 佐藤 大輝 0°06′46″ (2) 0°06′46″ (2) 野津 保宏 0°10′13″ (17) 0°16′59″ (11) 古藤 亮 0°18′13″ (14) 0°35′12″ (11) 上野 健太郎 0°24′18″ (22) 0°59′30″ (22) 吉岡 義洋 0°21′46″ (21) 1°21′16″ (21)

9 持田体協B 石橋 栄 01時間22分02秒 21位 桐原  蓮太 0°08′00″ (14) 0°08′00″ (14) 細田 風弦 0°08′36″ (9) 0°16′36″ (8) 鎌瀬 亜好 0°16′56″ (9) 0°33′32″ (7) 山口 一紀 0°19′15″ (16) 0°52′47″ (10) 清山 浩司 0°29′15″ (22) 1°22′02″ (22)

94 片江のお友達等 都田 哲司 01時間15分42秒 OP 山崎 武志 0°07′52″ (11) 0°07′52″ (11) 岩田 雅彦 0°12′34″ (22) 0°20′26″ (22) 都田 諒磨 0°16′39″ (6) 0°37′05″ (17) 松本 太一 0°20′37″ (20) 0°57′42″ (19) 三代 高広 0°18′00″ (12) 1°15′42″ (16)

第三区 第四区 第五区

総合成績

第二区第一区

令和元年11月17日(日)


