第68回まつえ駅伝ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
総合成績

参加

19

通算
5
区間
19.00
㎞
開催日 令和4年11月20日(日)
決勝
第一区
第二区
第三区
第四区
第五区
1.99
㎞
2.42
㎞
4.70
㎞
5.33
㎞
4.56
㎞
区
間
区
間
区
間
区
間
区
間
順位
1位 岩本 健次郎 0°06′12″ (1) 0°06′12″ (1) 松本 晃史 0°07′22″ (2) 0°13′34″ (1) 金坂 裕貴 0°14′03″ (1) 0°27′37″ (1) 園山 健太 0°14′58″ (1) 0°42′35″ (1) 野津 侑輝 0°15′17″ (2) 0°57′52″ (1)

チ－ム

№

チーム名

監督氏名

決勝記録

21

X-Rabbits

月輪 浩之

00時間57分52秒

22

akirunner

西村 章史

00時間58分38秒

2位 西村 章史 0°06′31″

(2) 0°06′31″ (2)

藤田 佳委 0°07′15″

(1) 0°13′46″ (2)

林原 寛太 0°14′52″

(2) 0°28′38″ (2)

住本 裕樹 0°15′06″

(2) 0°43′44″ (2)

細田 大智 0°14′54″

(1) 0°58′38″ (2)

24 松江市陸協 賀元 信哉

01時間00分53秒

3位 藤原 貴司 0°07′00″

(4) 0°07′00″ (4)

植田 瑞生 0°07′25″

(3) 0°14′25″ (3)

伊藤 悦宏 0°15′08″

(3) 0°29′33″ (3)

竹内 達也 0°15′28″

(3) 0°45′01″ (3)

津川 広志 0°15′52″

(5) 1°00′53″ (3)

0°07′53″

(5) 0°14′30″ (4)

井原 周治 0°17′26″ (10) 0°31′56″ (5)

三島 巧丞 0°15′28″

(4) 0°47′24″ (4)

井原 志樹 0°16′13″

(8) 1°03′37″ (4)

城山 大地 0°07′49″

(4) 0°15′24″ (5)

尾原 智彦 0°16′20″

(6) 0°31′44″ (4)

中嶋 宏海 0°16′21″

(5) 0°48′05″ (5)

荒金 耕平 0°15′54″

(7) 1°03′59″ (5)

4

古江体協

廣谷 裕志

01時間03分37秒

4位 曳野 徳二 0°06′37″

(3) 0°06′37″ (3)

7

城西体協A

大川 和宏

01時間03分59秒

5位 大川 和宏 0°07′35″

(9) 0°07′35″ (9)

23

しおかぜ22 斐川

佐藤 慎一

01時間06分43秒

6位 佐藤 宏明 0°07′27″

(7) 0°07′27″ (7) 木村 喜一郎 0°08′27″

(7) 0°15′54″ (7) 小松原 勇樹 0°16′48″

(8) 0°32′42″ (7)

宮迫 英治 0°16′32″

(6) 0°49′14″ (6)

青木 陽生 0°17′29″ (11) 1°06′43″ (6)

31

鹿島中

青山 和敏

01時間06分58秒

7位 篠原 天樹 0°07′13″

(5) 0°07′13″ (5)

(8) 0°15′43″ (6)

(7) 0°32′29″ (6)

安達 翔大 0°16′53″

(8) 0°49′22″ (7)

菊池 凱人 0°17′36″ (12) 1°06′58″ (7)

30

鹿島ｸﾗﾌﾞ

青山 和敏

01時間07分11秒

8位

森 桐子

0°08′06″ (13) 0°08′06″ (13)

(4) 0°34′42″ (10) 青山 大夢 0°16′41″

(7) 0°51′23″ (8)

3

城東体協

長岡 斉

01時間07分15秒

9位

松本 昊

0°07′55″ (10) 0°07′55″ (10)

6

津田体協

大房 直史

01時間07分20秒

10位

田中 進

0°09′08″ (18) 0°09′08″ (18)

2

宍道体協

持田 淳

01時間09分22秒

11位

持田 淳

0°07′31″

01時間12分02秒

12位

岩井 翼

0°07′57″ (11) 0°07′57″ (11)

春木 直弥 0°09′03″

竹谷 恋

0°08′40″ (14) 0°08′40″ (14)

1

古志原体協 遠所 明臣

27 津田体協Jr.C

(8) 0°07′31″ (8)

橘 謙竜

山本 優莉 0°08′30″
森 健治

0°10′49″ (17) 0°18′55″ (15)

臼井 利依 0°16′46″

井上 礼二 0°15′48″

(4) 1°07′11″ (8)

内田 陽太 0°16′08″

(5) 0°33′13″ (8)

大谷 邦平 0°18′25″ (15) 0°51′38″ (10) 月輪 浩之 0°15′37″

(3) 1°07′15″ (9)

(6) 0°17′32″ (11) 女鹿田 真宏 0°16′55″

(9) 0°34′27″ (9)

矢野 秀明 0°17′01″

田中 賢一 0°15′52″

(6) 1°07′20″ (10)

伊藤 恭平 0°09′57″ (12) 0°17′28″ (10) 狩野 悦朗 0°18′08″ (14) 0°35′36″ (11) 三賀森 智哉 0°17′15″ (11) 0°52′51″ (11) 上野 敬介 0°16′31″

(9) 1°09′22″ (11)

松本 人紀 0°09′10″ (10) 0°17′05″ (9)
日野 誠

0°08′24″

(9) 0°17′00″ (8)

内田 遼

0°15′47″

(9) 0°51′28″ (9)

土江 里佳 0°20′45″ (19) 0°37′45″ (16) 福田 彰久 0°17′07″ (10) 0°54′52″ (13) 嘉藤 信一 0°17′10″ (10) 1°12′02″ (12)

永井 雄

01時間14分01秒

13位

青山 心春 0°10′05″ (13) 0°18′45″ (14) 池田 奏琉 0°17′37″ (12) 0°36′22″ (12)

渡部 修

0°17′51″ (12) 0°54′13″ (12)

大川 和宏

01時間15分18秒

14位 齋藤 成徳 0°08′02″ (12) 0°08′02″ (12) 門脇 鷹也 0°09′44″ (11) 0°17′46″ (12) 池田 博之 0°19′08″ (16) 0°36′54″ (14)

陶山 崇

0°18′47″ (17) 0°55′41″ (15)

28 松江陸上ｸﾗﾌﾞ 井上 盛文

01時間16分13秒

15位 松本 華奈 0°08′51″ (16) 0°08′51″ (16) 高橋 かおり 0°12′19″ (19) 0°21′10″ (19)

25 津田体協Jr.A

8

城西体協B

0°18′20″ (15) 0°39′30″ (18)

宮脇 隆

0°19′37″ (16) 1°15′18″ (14)

園山 慶哉 0°18′02″ (13) 0°57′32″ (17) 井上 盛文 0°18′41″ (13) 1°16′13″ (15)

01時間17分02秒

16位 森脇 はな 0°09′04″ (17) 0°09′04″ (17) 竹下 柚音 0°10′39″ (15) 0°19′43″ (17) 日野 夏愛 0°17′34″ (11) 0°37′17″ (15) 大道 悠貴 0°20′10″ (19) 0°57′27″ (16) 鶴田 粋桜 0°19′35″ (15) 1°17′02″ (16)

29 ごうぎんｸﾗﾌﾞ 山根 繁美

01時間17分16秒

17位 松本 壮司 0°08′49″ (15) 0°08′49″ (15) 佐藤 元洋 0°10′22″ (14) 0°19′11″ (16) 錦織 晋也 0°19′12″ (17) 0°38′23″ (17) 石井 伸卓 0°19′29″ (18) 0°57′52″ (18) 山根 繁美 0°19′24″ (14) 1°17′16″ (17)

26 津田体協Jr.B

永井 雄

01時間20分03秒

18位 田中 美波 0°09′28″ (19) 0°09′28″ (19)

5

石橋 栄

01時間19分31秒

持田体協

永井 雄

角 美恵

鹿島 宗佑 0°19′48″ (17) 1°14′01″ (13)

OP

今岡 太一 0°07′25″

(6) 0°07′25″ (6)

渡部 碧

0°10′43″ (16) 0°20′11″ (18)

今井 穂香 0°19′43″ (18) 0°39′54″ (19) 目次 弘人 0°18′08″ (14) 0°58′02″ (19) 小竹原 ゆい 0°22′01″ (18) 1°20′03″ (19)

西尾 厚造 0°11′13″ (18) 0°18′38″ (13) 加藤 秀之 0°18′01″ (13) 0°36′39″ (13) 加納 雄太 0°18′32″ (16) 0°55′11″ (14) 小谷 拓也 0°24′20″ (19) 1°19′31″ (18)

