第15回鏡石駅伝・ロードレース大会

令和03年11月7日
上段：氏名
中段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

◇駅伝競走の部
順位

ﾅﾝﾊﾞｰ

チーム名

記

録

1位

13

水ラン・トロピカる部

0:32:12

2位

11

水ラン・ブラックス

0:33:41

3位

14

魁!!水ランリベンジャーズ

0:33:54

4位

12

水ラン・ぽぷら

0:33:54

5位

15

水ラン Upside down

0:34:25

6位

9

鏡石駅伝チームＡ

0:35:51

7位

10

鏡石駅伝チームＢ

0:36:09

8位

8

４ ＯＧＡＷＡ’Ｓ

0:41:08

9位

1

(有)ハシコー梱包運輸

0:45:29

10位

4

かがみいしスポーツクラブMP-1

0:45:39

11位

2

ＪＡ夢みなみ 鏡石支店

0:46:18

12位

3

鏡石一小

0:46:43

13位

6

かがみいしスポーツクラブMP-3

0:47:15

14位

7

かがみいしスポーツクラブMP-4

0:47:21

15位

5

かがみいしスポーツクラブMP-2

0:49:49

1 /1

第1区(3.4km)

第2区(3.2km)

第3区(3.2km)

圓井 敏彦

松崎 政継

塚原 史章

関根 聡

緑川 智公

太田 元紀

柳沼 順朝

髙野 美咲

兼子 卓也

新田 勝士

塩澤 裕也

山田 喬兵

田村 一平

鈴木 菜穂

濱田 岳

稲田 俊一

会田 美桜

真船 琴美

佐藤 征昭

栁沼 夏帆

飛澤 胡来実

小川 圭斗

小川 真花

小川 良夫

吉田 英徳

橋本 一也

橋本 一友

菊地 貴子

菊地 浩之

渡辺 光徳

小貫 秀祐

深谷 紗弓

横田 賢和

矢吹 大輔

斉藤 理駆

黒川 順一

板垣 良子

増子 和香子

太田 光則

佐藤 有珠

佐藤 恭子

佐藤 靖弘

古川 千恵

古川 真也

渡邉 朱美

0:11:22 (8位)
0:11:22 (8位)
0:10:37 (4位)
0:10:37 (4位)
0:10:49 (5位)
0:10:49 (5位)
0:11:13 (7位)
0:11:13 (7位)
0:10:26 (3位)
0:10:26 (3位)
0:11:06 (6位)
0:11:06 (6位)
0:10:17 (2位)
0:10:17 (2位)
0:10:01 (1位)
0:10:01 (1位)
0:14:42 (9位)
0:14:42 (9位)
0:17:11 (14位)
0:17:11 (14位)
0:17:03 (13位)
0:17:03 (13位)
0:15:19 (10位)
0:15:19 (10位)
0:16:46 (12位)
0:16:46 (12位)
0:15:28 (11位)
0:15:28 (11位)
0:17:40 (15位)
0:17:40 (15位)

0:21:32 (1位)
0:10:10 (1位)
0:23:53 (6位)
0:13:16 (6位)
0:24:15 (7位)
0:13:26 (7位)
0:21:35 (2位)
0:10:22 (2位)
0:23:36 (4位)
0:13:10 (4位)
0:23:39 (5位)
0:12:33 (3位)
0:23:03 (3位)
0:12:46 (3位)
0:26:35 (8位)
0:16:34 (8位)
0:30:12 (10位)
0:15:30 (9位)
0:31:02 (11位)
0:13:51 (8位)
0:32:48 (14位)
0:15:45 (12位)
0:30:00 (9位)
0:14:41 (8位)
0:32:41 (13位)
0:15:55 (12位)
0:34:00 (15位)
0:18:32 (15位)
0:32:04 (12位)
0:14:24 (9位)

0:32:12 (1位)
0:10:40 (3位)
0:33:41 (2位)
0:09:48 (2位)
0:33:54 (3位)
0:09:39 (1位)
0:33:54 (4位)
0:12:19 (6位)
0:34:25 (5位)
0:10:49 (4位)
0:35:51 (6位)
0:12:12 (5位)
0:36:09 (7位)
0:13:06 (7位)
0:41:08 (8位)
0:14:33 (10位)
0:45:29 (9位)
0:15:17 (13位)
0:45:39 (10位)
0:14:37 (12位)
0:46:18 (11位)
0:13:30 (9位)
0:46:43 (12位)
0:16:43 (14位)
0:47:15 (13位)
0:14:34 (11位)
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