
第 66回まつえ駅伝ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

参加 24 チ－ム 通算 3 区間 8.58 ㎞ 開催日

№ チーム名 監督氏名 決勝記録
決勝
順位

区 間 3.35 ㎞ 区 間 2.23 ㎞ 区 間 3.00 ㎞

23 松江市陸協 賀元 信哉 00時間26分57秒 1位 川本 乃輔 0°10′43″ (5) 0°10′43″ (5) 山本 祥平 0°06′57″ (1) 0°17′40″ (2) 藤田 佳委 0°09′17″ (3) 0°26′57″ (2)

31 島根大学B 三浦 智紘 00時間27分49秒 2位 三浦 智紘 0°10′25″ (2) 0°10′25″ (2) 中田 理貴 0°07′25″ (3) 0°17′50″ (3) 猪野 結人 0°09′59″ (9) 0°27′49″ (3)

11 城東体協A 長岡 斉 00時間27分50秒 3位 村上 貴亮 0°10′36″ (3) 0°10′36″ (3) 村岡 拓弥 0°07′42″ (7) 0°18′18″ (5) 月輪 浩之 0°09′32″ (6) 0°27′50″ (4)

29 開星高校 武富 真人 00時間27分50秒 4位 若竹 葵礼 0°10′36″ (3) 0°10′36″ (3) 出川 育夢 0°07′34″ (5) 0°18′10″ (4) 勝部 陽貴 0°09′40″ (7) 0°27′50″ (5)

10 東出雲体協 高倉 明信 00時間28分38秒 5位 伊藤 悦宏 0°11′07″ (6) 0°11′07″ (6) 伊藤 智康 0°08′33″ (11) 0°19′40″ (10) 竹内 達也 0°08′58″ (2) 0°28′38″ (6)

26 松江高専A 松本 浩介 00時間28分41秒 6位 田中 冴樹 0°11′42″ (11) 0°11′42″ (11) 澤 龍馬 0°07′38″ (6) 0°19′20″ (9) 永見 晃一 0°09′21″ (4) 0°28′41″ (7)

7 乃木体協 賀元 信哉 00時間28分46秒 7位 小林 慶一郎 0°11′09″ (7) 0°11′09″ (7) 植田 瑞生 0°08′06″ (10) 0°19′15″ (8) 原 尚樹 0°09′31″ (5) 0°28′46″ (8)

1 古志原体協A 遠所 明臣 00時間28分56秒 8位 舟木 裕一 0°11′20″ (8) 0°11′20″ (8) 福田 彰久 0°07′33″ (4) 0°18′53″ (6) 嘉藤 信一 0°10′03″ (10) 0°28′56″ (9)

8 城西体協A 大川 和宏 00時間29分36秒 9位 荒金 耕平 0°11′27″ (9) 0°11′27″ (9) 尾原 智彦 0°07′46″ (8) 0°19′13″ (7) 仁宮 拓帆 0°10′23″ (12) 0°29′36″ (10)

3 古江体協 廣谷 裕志 00時間30分57秒 10位 井原 周治 0°12′26″ (15) 0°12′26″ (15) 木村 賢治 0°08′40″ (13) 0°21′06″ (14) 井原 志樹 0°09′51″ (8) 0°30′57″ (11)

27 松江高専B 松本 浩介 00時間31分04秒 11位 岡崎 陽星 0°11′41″ (10) 0°11′41″ (10) 井原 悠人 0°08′37″ (12) 0°20′18″ (11) 西川 颯真 0°10′46″ (13) 0°31′04″ (12)

24 松江農高A 矢野 力 00時間32分36秒 12位 和田 巧 0°12′09″ (14) 0°12′09″ (14) 石飛 瑞輝 0°08′42″ (14) 0°20′51″ (12) 古藤 由也 0°11′45″ (16) 0°32′36″ (13)

9 城西体協B 大川 和宏 00時間32分42秒 13位 吉田 智一 0°12′49″ (18) 0°12′49″ (18) 城山 大地 0°08′05″ (9) 0°20′54″ (13) 千代 知明 0°11′48″ (18) 0°32′42″ (14)

28 松江商業高校 仲西 邦弘 00時間32分49秒 14位 渡部 太翔 0°12′08″ (13) 0°12′08″ (13) 深田 茉鈴 0°10′29″ (22) 0°22′37″ (19) 糸賀 千晃 0°10′12″ (11) 0°32′49″ (15)

5 宍道体協 持田 淳 00時間33分38秒 15位 持田 淳 0°12′46″ (17) 0°12′46″ (17) 伊藤 恭平 0°09′06″ (16) 0°21′52″ (17) 狩野 悦朗 0°11′46″ (17) 0°33′38″ (16)

22 松江北山陸友会 相見 真吾 00時間33分55秒 16位 加納 裕太 0°12′06″ (12) 0°12′06″ (12) 金山 毅 0°09′31″ (19) 0°21′37″ (16) 森實 諭史 0°12′18″ (21) 0°33′55″ (17)

2 古志原体協B 石飛 啓二 00時間34分26秒 17位 上田 譲司 0°12′28″ (16) 0°12′28″ (16) 小竹原 義則 0°08′55″ (15) 0°21′23″ (15) 伊藤 龍司 0°13′03″ (22) 0°34′26″ (18)

21 松江市消防本部 宮崎 哲人 00時間34分39秒 18位 西田 吉治 0°14′03″ (21) 0°14′03″ (21) 北村 裕周 0°09′48″ (21) 0°23′51″ (20) 矢野 秀明 0°10′48″ (14) 0°34′39″ (19)

25 松江農高B 矢野 力 00時間36分11秒 19位 矢野 成唯 0°13′30″ (20) 0°13′30″ (20) 三島 大輝 0°09′07″ (17) 0°22′37″ (18) 飛田 空良 0°13′34″ (23) 0°36′11″ (20)

32 松江陸上ｸﾗﾌﾞ 井上 盛文 00時間36分18秒 20位 角 美恵 0°13′16″ (19) 0°13′16″ (19) 高橋 香 0°10′55″ (23) 0°24′11″ (21) 松本 華奈 0°12′07″ (19) 0°36′18″ (21)

4 持田体協 石橋 栄 00時間36分53秒 21位 山口 政宗 0°15′56″ (22) 0°15′56″ (22) 山口 一紀 0°09′16″ (18) 0°25′12″ (22) 木村 謙太 0°11′41″ (15) 0°36′53″ (22)

30 島根大学A 三浦 智紘 00時間25分55秒 OP 藤田 達郎 0°10′17″ (1) 0°10′17″ (1) 前田 雄飛 0°07′00″ (2) 0°17′17″ (1) 本田 圭吾 0°08′38″ (1) 0°25′55″ (1)

41 法吉体協B 吉岡 和哉 00時間37分42秒 OP 柴原 伸之 0°16′01″ (23) 0°16′01″ (23) 藤本 翔平 0°09′32″ (20) 0°25′33″ (23) 立花 和弘 0°12′09″ (20) 0°37′42″ (23)

42 松江農高C 矢野 力 00時間43分16秒 OP 伊藤 知穂 0°17′06″ (24) 0°17′06″ (24) 田村 朱里 0°11′48″ (24) 0°28′54″ (24) 代 悠乃 0°14′22″ (24) 0°43′16″ (24)
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