
順 位　    総 合 記 録    ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 １区 （３.４km)

 第13回 鏡石駅伝競走大会　◎第１部◎　 【５区間　21.6ｋｍ】 平成30年11月4日(日)

上段：通過タイム･<順位>
下段：区間タイム･（順位）◇ 記 録 結 果 一 覧 表 ◇

２区 (５km) ３区 (５km) ４区 (３.２km) ５区 (５km)

 [AM11:00ｽﾀｰﾄ]

鈴木　裕美

12:26 (2)
1:11:211 ふくしま持久力　Ｚ31 0:12:26 <2>

田崎　健太郎

15:55 (3)
0:28:21 <1>

半沢　拓見

16:15 (3)
0:44:36 <2>

加藤　杏梨

11:50 (2)
0:56:26 <1>

大橋　真弥

14:55 (1)
1:11:21 <1>

柳沼　理恵

13:16 (14)
1:13:422 水曜ランでしょう：序3 0:13:16 <14>

柳沼　順朝

15:58 (4)
0:29:14 <6>

田村　一平

15:40 (2)
0:44:54 <3>

鈴木　菜穂

12:14 (6)
0:57:08 <2>

太田　元紀

16:34 (5)
1:13:42 <2>

亀岡　花凛

13:05 (11)
1:13:553 ふくしま持久力　Ｓ32 0:13:05 <11>

佐久間　光紀

16:15 (5)
0:29:20 <7>

安濃　寛人

16:22 (4)
0:45:42 <5>

瀬戸　悠理

12:05 (5)
0:57:47 <4>

佐藤　樹

16:08 (3)
1:13:55 <3>

小林　夢花

12:50 (7)
1:14:324 鏡石町駅伝チームＡ1 0:12:50 <7>

井上　寿弥

16:16 (6)
0:29:06 <5>

佐藤　征昭

15:24 (1)
0:44:30 <1>

斎田　あず

12:55 (13)
0:57:25 <3>

新田　勝士

17:07 (7)
1:14:32 <4>

鈴木　彩未

12:52 (8)
1:14:595 石川町駅伝チームＡ10 0:12:52 <8>

瀧川　幹太

15:53 (2)
0:28:45 <2>

長田　拓巳

17:18 (11)
0:46:03 <6>

草野　愛花

12:39 (8)
0:58:42 <5>

今村　大紀

16:17 (4)
1:14:59 <5>

西槇　杏莉

12:58 (10)
1:16:526 ＴＥＡＭ　あんり29 0:12:58 <10>

兼子　卓也

15:52 (1)
0:28:50 <3>

小玉　瑞葵

16:48 (6)
0:45:38 <4>

鈴石　葵

13:54 (20)
0:59:32 <7>

瀬戸　敦史

17:20 (9)
1:16:52 <6>

菅野　祥子

12:55 (9)
1:17:287 白河ラーメン愛好会36 0:12:55 <9>

穂積　宏幸

18:14 (19)
0:31:09 <14>

関川　大稀

17:26 (12)
0:48:35 <13>

根本　織華

11:13 (1)
0:59:48 <8>

齋藤　誠

17:40 (14)
1:17:28 <7>

吉田　京香

13:43 (20)
1:17:368 平田村A27 0:13:43 <20>

吉田　凌

16:22 (7)
0:30:05 <10>

須釜　楽

16:39 (5)
0:46:44 <7>

須釜　凛

13:13 (17)
0:59:57 <9>

磯　光清

17:39 (12)
1:17:36 <8>

加藤　釉日

12:34 (3)
1:18:029 矢吹町駅伝チームＤ15 0:12:34 <3>

市ノ渡　拓也

16:29 (8)
0:29:03 <4>

安藤　圭吾

17:44 (15)
0:46:47 <8>

前場　美優

12:01 (4)
0:58:48 <6>

木幡　結斗

19:14 (21)
1:18:02 <9>

矢内　穂乃佳

13:39 (19)
1:18:1610 石川町駅伝チームＢ11 0:13:39 <19>

瀧川　壮司

17:45 (16)
0:31:24 <16>

塩田　羽希

17:15 (10)
0:48:39 <14>

山崎　洸

13:32 (19)
1:02:11 <12>

草野　修吾

16:05 (2)
1:18:16 <10>

玉木　遥

13:22 (15)
1:18:2311 鏡石町駅伝チームＢ2 0:13:22 <15>

市川　侑路

16:59 (10)
0:30:21 <11>

稲川　翔

17:58 (20)
0:48:19 <12>

板垣　恭佳

12:49 (12)
1:01:08 <11>

山崎　隆成

17:15 (8)
1:18:23 <11>

井澤　裕佳

12:25 (1)
1:18:4612 矢吹町駅伝チームＡ12 0:12:25 <1>

長尾　修弥

17:15 (14)
0:29:40 <8>

佐藤　侑也

17:58 (20)
0:47:38 <9>

五十嵐　桃子

12:40 (9)
1:00:18 <10>

長谷川　栄二

18:28 (18)
1:18:46 <12>

安斎　幸

13:11 (13)
1:19:2413 水曜ランでしょう：破4 0:13:11 <13>

圓井　敏彦

17:13 (12)
0:30:24 <12>

濱田　岳

17:36 (14)
0:48:00 <11>

谷藤　美紀

14:43 (28)
1:02:43 <18>

関根　聡

16:41 (6)
1:19:24 <13>

鈴木　美凜彩

14:57 (26)
1:20:1414 矢吹町駅伝チームＣ14 0:14:57 <26>

平賀　大貴

17:32 (15)
0:32:29 <22>

飯島　未来

18:14 (23)
0:50:43 <20>

渡部　華

11:52 (3)
1:02:35 <17>

矢内　陽一朗

17:39 (12)
1:20:14 <14>

渡辺　咲采

12:49 (6)
1:20:4115 ふくしま持久力　ＢＢＢ34 0:12:49 <6>

八巻　琉伊

17:04 (11)
0:29:53 <9>

金丸　哲

17:45 (16)
0:47:38 <10>

瀬戸　ひとみ

14:33 (25)
1:02:11 <13>

朽木　颯辰

18:30 (19)
1:20:41 <15>
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順 位　    総 合 記 録    ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 １区 （３.４km)

 第13回 鏡石駅伝競走大会　◎第１部◎　 【５区間　21.6ｋｍ】 平成30年11月4日(日)

上段：通過タイム･<順位>
下段：区間タイム･（順位）◇ 記 録 結 果 一 覧 表 ◇

２区 (５km) ３区 (５km) ４区 (３.２km) ５区 (５km)

 [AM11:00ｽﾀｰﾄ]

遠藤　来海

13:32 (18)
1:21:5116 平田村B28 0:13:32 <18>

吉田　一貴

17:49 (18)
0:31:21 <15>

大沼　智優

18:12 (22)
0:49:33 <18>

芳賀　明日香

13:23 (18)
1:02:56 <19>

阿部　泰聖

18:55 (20)
1:21:51 <16>

長尾　真綾

14:46 (25)
1:21:5217 矢吹町駅伝チームＢ13 0:14:46 <25>

山田　康生

17:14 (13)
0:32:00 <21>

松本　樹伊

19:02 (25)
0:51:02 <22>

國井　瑚々

13:03 (15)
1:04:05 <22>

角田　良次

17:47 (16)
1:21:52 <17>

小板橋　梨音

12:49 (5)
1:22:2118 安積高校Ｂ38 0:12:49 <5>

高坂　宥希

18:18 (20)
0:31:07 <13>

東田　拓斗

18:21 (24)
0:49:28 <16>

佐久間　桃

12:48 (11)
1:02:16 <15>

曽我　勇斗

20:05 (26)
1:22:21 <18>

服部　美里

13:05 (12)
1:23:3319 ふくしま持久力　ＣＣＣ35 0:13:05 <12>

服部　大登

18:37 (22)
0:31:42 <19>

小谷野　繁樹

17:47 (18)
0:49:29 <17>

金丸　美和

14:08 (22)
1:03:37 <21>

中沢　智哉

19:56 (24)
1:23:33 <19>

長谷川　笑花

12:48 (4)
1:24:0320 伊達市駅伝チームＡ20 0:12:48 <4>

三浦　日向

18:48 (23)
0:31:36 <18>

山岸　蒼

19:16 (27)
0:50:52 <21>

前田　愛咲弘

12:43 (10)
1:03:35 <20>

高橋　悠生

20:28 (28)
1:24:03 <20>

鈴木　美咲

14:10 (24)
1:24:1721 伊達市駅伝チームＣ22 0:14:10 <24>

太田　武志

20:09 (28)
0:34:19 <25>

菅野　達郎

17:32 (13)
0:51:51 <23>

遠藤　愛花

14:40 (27)
1:06:31 <23>

渡辺　泰幸

17:46 (15)
1:24:17 <21>

金丸　姫菜

13:28 (17)
1:24:3722 ふくしま持久力　ＡＡＡ33 0:13:28 <17>

武藤　楓輝

18:27 (21)
0:31:55 <20>

平山　健太

17:45 (16)
0:49:40 <19>

鈴木　もえ

12:34 (7)
1:02:14 <14>

長谷川　古浩

22:23 (32)
1:24:37 <22>

鈴木　結

13:23 (16)
1:25:4423 ふくしま駅伝鮫川村チーム16 0:13:23 <16>

坂本　大夢

19:24 (25)
0:32:47 <23>

芳賀　利哉

22:40 (34)
0:55:27 <29>

岡田　十妃杏

12:56 (14)
1:08:23 <27>

鈴木　悟

17:21 (10)
1:25:44 <23>

兼子　奈緒

18:08 (35)
1:26:0224 ＴＥＡＭ　じゅな30 0:18:08 <35>

鈴木　陽大

16:45 (9)
0:34:53 <27>

瀬戸　隆行

17:07 (9)
0:52:00 <24>

穂積　真緒

16:27 (33)
1:08:27 <28>

田崎　大智

17:35 (11)
1:26:02 <24>

古川　瑛

13:49 (22)
1:26:5825 川俣町駅伝チームＡ24 0:13:49 <22>

佐藤　実吹

19:25 (26)
0:33:14 <24>

三浦　翼

19:26 (28)
0:52:40 <26>

今野　凜香

14:23 (24)
1:07:03 <24>

高橋　陽

19:55 (23)
1:26:58 <25>

郷家　和海

14:05 (23)
1:27:0826 伊達市駅伝チームＢ21 0:14:05 <23>

羽賀　龍生

20:46 (30)
0:34:51 <26>

井間　翼

19:06 (26)
0:53:57 <27>

大木　美紅

13:54 (20)
1:07:51 <25>

佐藤　靖浩

19:17 (22)
1:27:08 <26>

齋藤　麻煕

15:06 (28)
1:27:4927 川俣町駅伝チームＣ26 0:15:06 <28>

飯沼　大晴

22:27 (32)
0:37:33 <31>

本田　渉

16:48 (6)
0:54:21 <28>

髙木　はるみ

15:15 (29)
1:09:36 <29>

菊地　和起

18:13 (17)
1:27:49 <27>

上杉　綾乃

16:18 (31)
1:27:5728 水曜ランでしょう：Ｑ5 0:16:18 <31>

井戸川　俊

19:17 (24)
0:35:35 <29>

本田　貴大

16:55 (8)
0:52:30 <25>

佐藤　真理奈

15:30 (30)
1:08:00 <26>

山田　喬兵

19:57 (25)
1:27:57 <28>

三浦　瑠華

15:10 (29)
1:31:5529 川俣町駅伝チームＢ25 0:15:10 <29>

古川　道三

19:45 (27)
0:34:55 <28>

齋藤　佑成

21:01 (30)
0:55:56 <30>

渡邉　吏央

14:11 (23)
1:10:07 <30>

菅野　康太

21:48 (31)
1:31:55 <29>

増子　和香子

16:48 (32)
1:37:1130 かがみいしスポーツクラブＭＰ－３9 0:16:48 <32>

角田　博満

20:29 (29)
0:37:17 <30>

佐藤　信弥

21:10 (31)
0:58:27 <31>

佐藤　恭子

17:28 (35)
1:15:55 <32>

佐藤　靖弘

21:16 (29)
1:37:11 <30>
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順 位　    総 合 記 録    ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 １区 （３.４km)

 第13回 鏡石駅伝競走大会　◎第１部◎　 【５区間　21.6ｋｍ】 平成30年11月4日(日)

上段：通過タイム･<順位>
下段：区間タイム･（順位）◇ 記 録 結 果 一 覧 表 ◇

２区 (５km) ３区 (５km) ４区 (３.２km) ５区 (５km)

 [AM11:00ｽﾀｰﾄ]

菅野　沙菜

16:06 (30)
1:37:3731 いいたて駅伝Ｂ19 0:16:06 <30>

佐藤　圭祐

24:21 (34)
0:40:27 <34>

菅野　翔

22:28 (33)
1:02:55 <34>

若林　千珂

14:34 (26)
1:17:29 <34>

菅野　大樹

20:08 (27)
1:37:37 <31>

佐藤　ちさと

15:01 (27)
1:38:3132 いいたて駅伝Ａ18 0:15:01 <27>

木幡　圭吾

24:21 (34)
0:39:22 <33>

岡部　真翔

21:40 (32)
1:01:02 <33>

大東　かりん

16:09 (31)
1:17:11 <33>

高野　政人

21:20 (30)
1:38:31 <32>

古川　千恵

17:02 (33)
1:39:1733 かがみいしスポーツクラブＭＰ－１7 0:17:02 <33>

古川　真也

21:40 (31)
0:38:42 <32>

板垣　淳

20:09 (29)
0:58:51 <32>

板垣　良子

16:13 (32)
1:15:04 <31>

影山　義記

24:13 (35)
1:39:17 <33>

菊地　貴子

17:13 (34)
1:45:5434 かがみいしスポーツクラブＭＰ－２8 0:17:13 <34>

菊地　浩之

23:27 (33)
0:40:40 <35>

太田　光則

24:45 (36)
1:05:25 <35>

渡邉　朱美

16:51 (34)
1:22:16 <35>

内山　健也

23:38 (33)
1:45:54 <34>

星　美名

21:36 (36)
1:57:1135 一小つなげ隊6 0:21:36 <36>

溝井　智大

25:29 (36)
0:47:05 <36>

黒澤　拓幹

23:01 (35)
1:10:06 <36>

安達　亜由美

23:05 (36)
1:33:11 <36>

曲山　洋樹

24:00 (34)
1:57:11 <35>
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順 位　    総 合 記 録    ﾅﾝﾊﾞｰ チ ー ム 名 １区 （３.４km)

 第13回 鏡石駅伝競走大会　◎第１部◎　 【５区間　21.6ｋｍ】 平成30年11月4日(日)

上段：通過タイム･<順位>
下段：区間タイム･（順位）◇ 記 録 結 果 一 覧 表 ◇

２区 (５km) ３区 (５km) ４区 (３.２km) ５区 (５km)

 [AM11:00ｽﾀｰﾄ]

草野　真輝

12:30 (4)
0:34:081 ＴＥＡＭ　まさき62 0:12:30 <4>

塩澤　裕也

10:15 (1)
0:22:45 <1>

小松　克毅

11:23 (1)
0:34:08 <1>

(0)
<0>

(0)
<0>

高橋　良太

11:14 (1)
0:34:482 いいたて駅伝Ｄ63 0:11:14 <1>

浅野　純平

12:05 (2)
0:23:19 <2>

佐藤　彰洋

11:29 (2)
0:34:48 <2>

(0)
<0>

(0)
<0>

善方　英樹

11:29 (2)
0:39:443 善方家season259 0:11:29 <2>

善方　翼

13:44 (4)
0:25:13 <4>

善方　英夫

14:31 (7)
0:39:44 <3>

(0)
<0>

(0)
<0>

後藤　拓真

12:32 (5)
0:39:554 ＴＥＡＭ　まさたか61 0:12:32 <5>

三瓶　暖斗

12:28 (3)
0:25:00 <3>

小玉　猶敏

14:55 (10)
0:39:55 <4>

(0)
<0>

(0)
<0>

吉田　健一

13:15 (8)
0:42:015 棚倉ＲＣ60 0:13:15 <8>

鈴木　克浩

14:41 (6)
0:27:56 <5>

鈴木　隆

14:05 (4)
0:42:01 <5>

(0)
<0>

(0)
<0>

戸田　英俊

13:13 (6)
0:42:146 チーム戸田58 0:13:13 <6>

戸田　文恵

16:18 (10)
0:29:31 <9>

戸田　千里

12:43 (3)
0:42:14 <6>

(0)
<0>

(0)
<0>

松崎　政継

11:42 (3)
0:43:177 チーム長小56 0:11:42 <3>

香西　さゆり

17:21 (12)
0:29:03 <7>

渡部　雅憲

14:14 (6)
0:43:17 <7>

(0)
<0>

(0)
<0>

松本　圭一

13:19 (9)
0:45:118 UNIY(ユニー)57 0:13:19 <9>

松本　美穂

15:18 (8)
0:28:37 <6>

渡邉　真吾

16:34 (13)
0:45:11 <8>

(0)
<0>

(0)
<0>

吉田　英徳

15:22 (11)
0:45:569 有限会社ハシコー梱包運輸54 0:15:22 <11>

橋本　一友

16:28 (11)
0:31:50 <12>

曳地　洋平

14:06 (5)
0:45:56 <9>

(0)
<0>

(0)
<0>

高橋　健一

13:14 (7)
0:46:1110 つなぐ鏡一魂55 0:13:14 <7>

大内　菜美子

18:17 (13)
0:31:31 <10>

常松　善道

14:40 (8)
0:46:11 <10>

(0)
<0>

(0)
<0>

穐山　太亮

15:07 (10)
0:47:1311 まきばっ子Ⅲ53 0:15:07 <10>

新田　正恵

14:04 (5)
0:29:11 <8>

穐山　俊之

18:02 (14)
0:47:13 <11>

(0)
<0>

(0)
<0>

佐藤　浩江

16:58 (12)
0:47:4612 かがみいしスポーツクラブＭＰ－４52 0:16:58 <12>

長尾　俊宏

14:41 (6)
0:31:39 <11>

城坂　勇寿

16:07 (12)
0:47:46 <12>

(0)
<0>

(0)
<0>

金子　利幸

18:21 (14)
0:48:3813 日光ランナーズ66 0:18:21 <14>

齋藤　良作

15:24 (9)
0:33:45 <13>

佐藤　義昌

14:53 (9)
0:48:38 <13>

(0)
<0>

(0)
<0>

藤田　欽一

17:24 (13)
0:54:5214 ＪＵＮＫＥＲＳ51 0:17:24 <13>

添田　和徳

21:32 (14)
0:38:56 <14>

児島　浩

15:56 (11)
0:54:52 <14>

(0)
<0>

(0)
<0>
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