
男子都市対抗 駅伝 総合成績

2022年11月 6日 10時45分
審 判 長:明石　則夫
記録主任:長谷　俊哉
鯖江市つつじハーフマラソンコース(207110)

記録 1区 2区 3区 4区 5区 6区
ｺﾒﾝﾄ 5㎞ 6㎞ 3㎞ 6㎞ 5㎞ 5㎞

福田　教人 中村　英志 小林　漣 前原　孝弘 土山　卓男 網谷　敏宏
敦賀市 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾏｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾂﾁﾔﾏ ﾀｸｵ ｱﾐﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ
ﾂﾙｶﾞｼ (3) 16:17 (5) 37:11 (5) 46:54 (3) 1:06:55 (2) 1:24:19 (1) 1:40:40

(3) 16:17 (8) 20:54 (3) 9:43 (2) 20:01 (5) 17:24 (2) 16:21
宇佐見　祐介 笠川　康平 川端　大道 宇田　崇二 荒井　辰央 中村　奈瑠人

勝山市 ｳｻﾐ ﾕｳｽｹ ｶｻｶﾜ ｺｳﾍｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｼﾞ ｳﾀﾞ ﾀｶﾂｸﾞ ｱﾗｲ ﾀﾂｵ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾄ
ｶﾂﾔﾏｼ (4) 16:42 (3) 35:59 (3) 46:26 (1) 1:06:20 (1) 1:23:39 (2) 1:41:05

(4) 16:42 (1) 19:17 (8) 10:27 (1) 19:54 (3) 17:19 (3) 17:26
田中　誠幸 後久　真嗣 前田　蒼空 古定　浩樹 酒井　祥悟 西木　浩司

福井市 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ ﾉﾁﾋｻ ｼﾝｼﾞ ﾏｴﾀﾞ ｱｵｲ ｺﾃｲ ﾋﾛｷ ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ ﾆｼｷ ｺｳｼﾞ
ﾌｸｲｼ (6) 17:08 (4) 36:39 (4) 46:38 (5) 1:08:11 (3) 1:25:31 (3) 1:41:44

(6) 17:08 (2) 19:31 (4) 9:59 (5) 21:33 (4) 17:20 (1) 16:13
井上　泰志 田中　博規 田中　琉偉 相馬　貴史 藤極　シンタロー 佐々木　利広

鯖江市 ｲﾉｳｴ ﾀｲｼ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ ﾀﾅｶ ﾙｲ ｿｳﾏ ﾀｶﾌﾐ ﾌｼﾞｷﾜ ｼﾝﾀﾛｰ ｻｻｷ ﾄｼﾋﾛ
ｻﾊﾞｴｼ (2) 15:36 (1) 35:26 (2) 45:45 (4) 1:07:21 (4) 1:25:36 (4) 1:43:39

(2) 15:36 (3) 19:50 (7) 10:19 (6) 21:36 (7) 18:15 (5) 18:03
正藤　拓来 中村　聡志 水上　竜成 西野　翔太 土田　拳士 永田　陸

越前市 ﾏｻﾄｳ ﾋﾛｷ ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾂﾅﾘ ﾆｼﾉ ｼｮｳﾀ ﾂﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ
ｴﾁｾﾞﾝｼ (5) 16:58 (6) 37:43 (7) 47:58 (8) 1:10:02 (5) 1:25:51 (5) 1:43:59

(5) 16:58 (6) 20:45 (6) 10:15 (8) 22:04 (1) 15:49 (6) 18:08
日置　真斉 北山　敏輝 松田　琉生 髙島　裕貴 下川　義博 石井　利也

坂井市 ﾋｵｷﾅｵﾏｻ ｷﾀﾔﾏﾄｼｷ ﾏﾂﾀﾞﾙｲ ﾀｶｼﾏﾋﾛｷ ｼﾓｶﾜﾖｼﾋﾛ ｲｼｲﾄｼﾔ
ｻｶｲｼ (7) 17:16 (7) 37:56 (8) 48:01 (7) 1:09:13 (8) 1:26:26 (6) 1:44:08

(7) 17:16 (5) 20:40 (5) 10:05 (4) 21:12 (2) 17:13 (4) 17:42
谷口　蓮 新井　博文 野尻　大志 宮崎　智史 吉本　正和 泉　昌克

大野市 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾞﾐ ﾉｼﾞﾘ ﾀｲｼ ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ ﾖｼﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ ｲｽﾞﾐ ﾏｻｶﾂ
ｵｵﾉｼ (1) 14:49 (2) 35:42 (1) 44:51 (2) 1:06:37 (6) 1:26:04 (7) 1:44:15

(1) 14:49 NSR (7) 20:53 (1) 9:09 NSR (7) 21:46 (8) 19:27 (7) 18:11
中辻　悠貴 松下　友一郎 西野　寛太郎 橋元　亮助 儀峨　徹哉 杉本　和範

小浜市 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳｷ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛ ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ｷﾞｶﾞ ﾃﾂﾔ ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
ｵﾊﾞﾏｼ (8) 17:44 (8) 37:58 (6) 47:23 (6) 1:08:19 (7) 1:26:20 (8) 1:45:13

(8) 17:44 (4) 20:14 (2) 9:25 (3) 20:56 (6) 18:01 (8) 18:53
1区 2区 3区 4区 5区 6区
5㎞ 6㎞ 3㎞ 6㎞ 5㎞ 5㎞

15:10 18:25 9:13 18:35 15:44 15:34
髙村比呂飛
（福井市）

高島　宏希
（越前市）

斎藤　将也
（大野市）

古定　正彬
（福井市）

宇田　崇二
（勝山市）

田中　誠幸
（福井市）

NSR:区間新記録

第20回福井県駅伝選手権大会

6 1:44:08 2

7 1:44:15 7

4 1:43:39 8

5 1:43:59 5

2 1:41:05 6

8 1:45:13 4

第67回都市対抗駅伝競走大会

3 1:41:44 1

順位 No. チーム

1 1:40:40 3



女子都市対抗 駅伝 総合成績

2022年11月 6日 10時50分
審 判 長:明石　則夫
記録主任:長谷　俊哉
鯖江市つつじハーフマラソンコース(207110)

記録 １区 ２区 ３区 ４区
ｺﾒﾝﾄ 3km 3km 3km 3.5km

大塚　めぐみ 大塚　結衣 武田　真由子 吉川　マユミ
福井市 ｵｵﾂｶ ﾒｸﾞﾐ ｵｵﾂｶ ﾕｲ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｺ ﾖｼｶﾜ ﾏﾕﾐ
ﾌｸｲｼ (3) 11:20 (1) 21:50 (1) 34:16 (1) 46:46

(3) 11:20 (1) 10:30 (1) 12:26 (2) 12:30
河合　美奈子 徳本　芙優 上田　紗弥花 橋本　美奈

敦賀市 ｶﾜｲ ﾐﾅｺ ﾄｸﾓﾄ ﾌﾕ ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅ
ﾂﾙｶﾞｼ (1) 10:34 (2) 22:36 (2) 35:30 (2) 47:58

(1) 10:34 (4) 12:02 (5) 12:54 (1) 12:28
廣澤　麗奈 矢田　茅優 吉田　綾子 林　真実

大野市 ﾋﾛｻﾜ ﾚｲﾅ ﾔﾀ ﾁﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ ﾊﾔｼ ﾏﾐ
ｵｵﾉｼ (2) 11:10 (4) 23:26 (4) 36:09 (3) 50:19

(2) 11:10 (5) 12:16 (3) 12:43 (3) 14:10
高松　由莉加 伊藤　瞳 藤本　真菜 山岸　智絵美

越前市 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾘｶ ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅ ﾔﾏｷﾞｼ ﾁｴﾐ
ｴﾁｾﾞﾝｼ (4) 11:46 (3) 23:13 (3) 36:06 (4) 51:59

(4) 11:46 (2) 11:27 (4) 12:53 (4) 15:53
上田　陽菜 荻野　珠琳 山本　麻衣 橋本　恵里

鯖江市 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾅ ｵｷﾞﾉ　ｼｭﾘ ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｲ ﾊｼﾓﾄ ｴﾘ
ｻﾊﾞｴｼ (6) 12:51 (5) 24:27 (5) 37:01 (5) 53:51

(6) 12:51 (3) 11:36 (2) 12:34 (6) 16:50
新谷　望恵 片村　日咲 滝本　紫音 片村　千夏

勝山市 ｱﾗﾀﾆ ﾐｴ ｶﾀﾑﾗ ﾋｻｷ ﾀｷﾓﾄ ｼｵﾝ ｶﾀﾑﾗ ﾁﾅﾂ
ｶﾂﾔﾏｼ (5) 12:35 (6) 24:51 (6) 40:48 (6) 56:53

(5) 12:35 (5) 12:16 (6) 15:57 (5) 16:05
１区 ２区 ３区 ４区
3km 3km 3km 3.5km
10:30 10:18 11:10 11:32

小原　さゆり
(福井市)

吉本　菜央
(大野市)

小川　恵子
(敦賀市)

峯田　由佳
(福井市)

第20回福井県駅伝選手権大会

4 51:59 3

5 53:51 6

2 47:58 2

3 50:19 5

順位 No. チーム

6 56:53 4

第67回都市対抗駅伝競走大会

1 46:46 1


