
第16回鏡石駅伝・ロードレース大会

◇駅伝競走 第１部

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 記 録 第1区(3.4km) 第2区(5.0km) 第3区(5.0km) 4区(3.2km) 5区(5.0km)

1位 1 鏡石町駅伝チームＡ 1:11:47
真船 琴美
0:13:14 (6位)
0:13:14 (6位)

石井 智大
0:28:24 (2位)
0:15:10 (1位)

山本 竜也
0:43:23 (1位)
0:14:59 (1位)

飛澤 胡来実
0:56:44 (2位)
0:13:21 (10位)

増子 陽太
1:11:47 (1位)
0:15:03 (1位)

2位 13 ＦＪＣ／ふくしま持久力クラブＺ 1:12:01
今村 学実
0:11:41 (1位)
0:11:41 (1位)

松田 脩
0:28:04 (1位)
0:16:23 (6位)

長谷川 弘樹
0:44:28 (2位)
0:16:24 (3位)

須藤 陸実
0:56:10 (1位)
0:11:42 (1位)

半沢 拓見
1:12:01 (2位)
0:15:51 (2位)

3位 15 ＦＪＣ／ふくしま持久力クラブＳ 1:13:43
阿部 ゆりあ
0:12:28 (2位)
0:12:28 (2位)

山田 皓亮
0:29:09 (3位)
0:16:41 (10位)

長正 憲武
0:45:42 (3位)
0:16:33 (4位)

服部 奈夢
0:57:26 (3位)
0:11:44 (2位)

朽木 悠翔
1:13:43 (3位)
0:16:17 (5位)

4位 8 世紀末戦隊ゴレンジャイ 1:15:17
松下 貴子
0:13:32 (10位)
0:13:32 (10位)

藤田 賢
0:30:08 (7位)
0:16:36 (8位)

中島 雅隆
0:46:57 (6位)
0:16:49 (7位)

木戸 美帆
0:59:07 (4位)
0:12:10 (3位)

佐藤 慶太
1:15:17 (4位)
0:16:10 (4位)

5位 2 鏡石町駅伝チームＢ 1:17:12
古川 楓夏
0:13:56 (15位)
0:13:56 (15位)

佐藤 征昭
0:30:04 (6位)
0:16:08 (4位)

塚原 健司
0:46:49 (5位)
0:16:45 (5位)

栁沼 夏帆
0:59:39 (5位)
0:12:50 (8位)

村上 正義
1:17:12 (5位)
0:17:33 (10位)

6位 26 広野町駅伝チームＡ 1:17:24
大川原 菜々海
0:13:02 (4位)
0:13:02 (4位)

半澤 悠司
0:29:52 (5位)
0:16:50 (11位)

大和田 幸弘
0:47:24 (8位)
0:17:32 (12位)

市川 眞央
0:59:58 (6位)
0:12:34 (5位)

関根 大将
1:17:24 (6位)
0:17:26 (9位)

7位 31 平田村Aチーム 1:17:50
山口 真央
0:13:34 (11位)
0:13:34 (11位)

吉田 隼
0:30:27 (10位)
0:16:53 (12位)

生田目 瑠偉
0:47:14 (7位)
0:16:47 (6位)

吉田 華菜
1:00:01 (7位)
0:12:47 (7位)

佐藤 慎太郎
1:17:50 (7位)
0:17:49 (12位)

8位 32 平田村Bチーム 1:18:46
須釜 凜
0:13:17 (8位)
0:13:17 (8位)

遠藤 新太
0:30:22 (9位)
0:17:05 (13位)

大沼 隆太
0:47:36 (9位)
0:17:14 (8位)

永瀬 萌愛
1:00:22 (9位)
0:12:46 (6位)

森 わたる
1:18:46 (8位)
0:18:24 (17位)

9位 7 水曜ランでしょう 1:20:19
角田 美智子
0:13:42 (14位)
0:13:42 (14位)

松崎 政継
0:30:20 (8位)
0:16:38 (9位)

田村 一平
0:46:36 (4位)
0:16:16 (2位)

鈴木 菜穂
1:00:09 (8位)
0:13:33 (11位)

山田 喬兵
1:20:19 (9位)
0:20:10 (23位)

10位 27 広野町駅伝チームＢ 1:20:31
荒川 礼奈
0:13:02 (5位)
0:13:02 (5位)

佐藤 友貴
0:29:28 (4位)
0:16:26 (7位)

牧ノ原 健一
0:49:23 (14位)
0:19:55 (22位)

坂本 美海
1:02:26 (11位)
0:13:03 (9位)

高岡 龍助
1:20:31 (10位)
0:18:05 (14位)

11位 21 伊達市駅伝チームG 1:20:35
池田 夢果
0:14:52 (21位)
0:14:52 (21位)

佐藤 柊斗
0:30:50 (12位)
0:15:58 (2位)

白坂 冬聖
0:48:43 (10位)
0:17:53 (13位)

大越 紗智
1:03:14 (12位)
0:14:31 (16位)

郷 龍輔
1:20:35 (11位)
0:17:21 (8位)

12位 11 いずみざきＴＣ ＴＥＡＭはやぶさ 1:21:44
佐々木 心陽
0:14:10 (18位)
0:14:10 (18位)

溝井 正貴
0:32:07 (17位)
0:17:57 (19位)

瀬戸 隆行
0:49:38 (15位)
0:17:31 (11位)

山田 玖央理
1:05:35 (17位)
0:15:57 (23位)

兼子 卓也
1:21:44 (12位)
0:16:09 (3位)

13位 20 伊達市駅伝チームＳ 1:22:40
佐藤 希望
0:14:05 (16位)
0:14:05 (16位)

児島 源二郎
0:31:11 (13位)
0:17:06 (14位)

佐藤 陸斗
0:50:35 (16位)
0:19:24 (21位)

堀江 美紗季
1:04:58 (14位)
0:14:23 (14位)

渡邉 忠幸
1:22:40 (13位)
0:17:42 (11位)

14位 14 SBRS 1:23:08
林 絵里
0:13:15 (7位)
0:13:15 (7位)

鈴木 洋昭
0:32:29 (18位)
0:19:14 (23位)

丹治 義典
0:51:28 (20位)
0:18:59 (19位)

佐藤 香織
1:05:11 (15位)
0:13:43 (12位)

林 大介
1:23:08 (14位)
0:17:57 (13位)

15位 10 いずみざきＴＣ ＴＥＡＭかがやき 1:23:31
石井 希和
0:13:29 (9位)
0:13:29 (9位)

石井 裕人
0:31:15 (14位)
0:17:46 (17位)

和田 颯太
0:49:20 (13位)
0:18:05 (14位)

佐川 ゆい
1:05:22 (16位)
0:16:02 (24位)

兼子 太鶴
1:23:31 (15位)
0:18:09 (15位)

16位 17 ＦＪＣ／ふくしま持久力クラブＢ 1:23:40
藤倉 萌映
0:13:40 (13位)
0:13:40 (13位)

幕田 成勢
0:31:33 (15位)
0:17:53 (18位)

金丸 哲
0:49:01 (11位)
0:17:28 (10位)

瀬戸 ひとみ
1:03:44 (13位)
0:14:43 (18位)

朽木 徹
1:23:40 (16位)
0:19:56 (22位)

17位 9 Cross Racing 1:24:50
神山 姫菜
0:15:18 (22位)
0:15:18 (22位)

神山 春輝
0:32:37 (19位)
0:17:19 (16位)

木村 優希
0:50:56 (17位)
0:18:19 (16位)

佐藤 琴々南
1:08:10 (23位)
0:17:14 (28位)

冨士原 優
1:24:50 (17位)
0:16:40 (6位)

18位 24 川俣町駅伝チームＡ 1:25:20
安部 結愛
0:14:09 (17位)
0:14:09 (17位)

飯沼 颯人
0:33:07 (21位)
0:18:58 (21位)

菅野 康太
0:51:44 (21位)
0:18:37 (18位)

佐久間 萌夏
1:07:00 (20位)
0:15:16 (21位)

佐久間 裕己
1:25:20 (18位)
0:18:20 (16位)

19位 30 ふくしま駅伝鮫川村Ｂ 1:25:56
矢吹 奈緒
0:14:41 (20位)
0:14:41 (20位)

鈴木 一真
0:33:23 (22位)
0:18:42 (20位)

坂本 大夢
0:52:38 (23位)
0:19:15 (20位)

生田目 真歩
1:07:02 (21位)
0:14:24 (15位)

圓井 敏彦
1:25:56 (19位)
0:18:54 (18位)

20位 16 ＦＪＣ／ふくしま持久力クラブＡ 1:26:00
小板橋 梨亜
0:13:36 (12位)
0:13:36 (12位)

阿部 秀一
0:30:49 (11位)
0:17:13 (15位)

小谷野 繁樹
0:49:04 (12位)
0:18:15 (15位)

齋藤 椛凛
1:01:20 (10位)
0:12:16 (4位)

松田 賢
1:26:00 (20位)
0:24:40 (27位)
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中段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

上段：氏名
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◇駅伝競走 第１部

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 記 録 第1区(3.4km) 第2区(5.0km) 第3区(5.0km) 4区(3.2km) 5区(5.0km)

21位 23 ＩＩＴＡＴＥ ＲＡＮ ＣＬＵＢ２ 1:26:47
高橋 七恵
0:15:56 (23位)
0:15:56 (23位)

大内 龍太郎
0:32:05 (16位)
0:16:09 (5位)

佐藤 賢治
0:52:29 (22位)
0:20:24 (24位)

三本松 里奈
1:07:30 (22位)
0:15:01 (20位)

佐藤 彰洋
1:26:47 (21位)
0:19:17 (19位)

22位 6 かがみいしスポーツクラブＯＢ 1:26:52
石井 楓華
0:17:52 (28位)
0:17:52 (28位)

大波 健伸
0:33:57 (23位)
0:16:05 (3位)

稲田 俊一
0:51:12 (18位)
0:17:15 (9位)

佐藤 有珠
1:05:49 (18位)
0:14:37 (17位)

添田 健伸
1:26:52 (22位)
0:21:03 (24位)

23位 18 ＦＪＣ／ふくしま持久力クラブＣ 1:27:20
鈴木 裕美
0:12:56 (3位)
0:12:56 (3位)

平山 健太
0:32:57 (20位)
0:20:01 (25位)

玉手 大登
0:51:19 (19位)
0:18:22 (17位)

今村 純子
1:06:08 (19位)
0:14:49 (19位)

羽染 慧人
1:27:20 (23位)
0:21:12 (25位)

24位 29 ふくしま駅伝鮫川村Ａ 1:27:23
本郷 芽生
0:14:20 (19位)
0:14:20 (19位)

藤田 大翔
0:34:07 (24位)
0:19:47 (24位)

鈴木 爽太
0:56:22 (25位)
0:22:15 (26位)

岡部 望弥
1:10:14 (24位)
0:13:52 (13位)

江田 和彦
1:27:23 (24位)
0:17:09 (7位)

25位 22 ＩＩＴＡＴＥ ＲＡＮ ＣＬＵＢ１ 1:32:23
斎藤 あおい
0:16:23 (24位)
0:16:23 (24位)

庄司 伸也
0:35:29 (25位)
0:19:06 (22位)

大内 匡泰
0:55:34 (24位)
0:20:05 (23位)

根本 奈於
1:12:41 (25位)
0:17:07 (27位)

菅野 茂則
1:32:23 (25位)
0:19:42 (20位)

26位 25 川俣町駅伝チームＢ 1:36:47
高木 南美
0:17:21 (25位)
0:17:21 (25位)

高橋 直希
0:37:41 (26位)
0:20:20 (26位)

菅野 鈴
1:01:08 (27位)
0:23:27 (28位)

高木 はるみ
1:16:59 (26位)
0:15:51 (22位)

大久保 彰覧
1:36:47 (26位)
0:19:48 (21位)

27位 5 かがみいしスポーツクラブＭＰ－２ 1:40:46
古川 千恵
0:17:26 (27位)
0:17:26 (27位)

古川 真也
0:39:55 (27位)
0:22:29 (27位)

板垣 淳
1:00:49 (26位)
0:20:54 (25位)

板垣 良子
1:17:18 (27位)
0:16:29 (25位)

佐藤 信弥
1:40:46 (27位)
0:23:28 (26位)

28位 4 かがみいしスポーツクラブＭＰ－１ 1:46:01
菊地 貴子
0:17:24 (26位)
0:17:24 (26位)

菊地 浩之
0:39:55 (28位)
0:22:31 (28位)

太田 光則
1:03:18 (28位)
0:23:23 (27位)

増子 和香子
1:20:04 (28位)
0:16:46 (26位)

渡辺 光徳
1:46:01 (28位)
0:25:57 (28位)
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中段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

上段：氏名


