
一般男子800m

4月7日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾄ ｶﾜﾉﾍﾞ ﾚﾝ

1 9044 永田　雅人(3) 北会津中 1 3404 川野邉　怜(2) 船引中
ｶﾀﾋﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

2 2506 片平　蓮太朗(3) 郡山四中 2 2855 武田　隼輔(2) 郡山一中
ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ

3 4092 安斎　雄一朗(2) 喜多方桐桜高 3 2886 橋本　彪雅(2) 大槻中
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ ｱｽﾞﾊﾀ ﾅｵﾔ

4 2767 長谷川慶光(3) 大槻中 4 3297 小豆畑　直矢(3) 石川中
ｶﾝﾉ ﾌｳﾏ ｻｻｷ ﾀｲｿﾞｳ

5 2579 菅野　楓真(2) 富田中 5 9067 佐々木　大蔵(2) 天栄中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗｲ ｲﾉｺｼ ﾁﾋﾛ

6 4467 渡部　光来(2) 湊中 6 3407 猪越　千寛(2) 船引中
ﾋﾗﾔﾏ ｼｭｳﾏ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸﾄ

7 2561 平山　嵩真(3) 富田中 7 2762 本多　陸斗(3) 大槻中
ｵｵﾀｹ ﾊﾙﾄ ﾎｼ ｶｲﾄ

8 9043 大竹　陽人(3) 北会津中 8 2537 星　海憧(3) 富田中

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾘ ﾏｻﾔ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

1 2633 伊里　将哉(2) 郡山三中 1 4313 鈴木　拓真(3) 若松一中
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂｷ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

2 4320 杉本　光輝(2) 若松一中 2 3381 鈴木　颯人(3) 船引中
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾗｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

3 3184 飯島　未来(2) 矢吹中 3 2770 渡邊　　竣(3) 大槻中
ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ

4 3175 安藤　圭吾(3) 矢吹中 4 1884 吉田　悠世(3) 郡山高
ﾊｶﾞ ﾘｭｳｾｲ ｳﾅｲ ｱｵｼ

5 522 羽賀　龍生(3) 桃陵中 5 2629 宇内　蒼(2) 郡山三中
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭｲ ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ

6 3181 松本　樹伊(2) 矢吹中 6 2650 橋本　陸(3) 郡山七中
ﾂﾉﾀﾞ ｲｯｼﾝ ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾄ

7 3010 角田　一心(2) 鏡石中 7 3987 滝沢　隼人(3) 会津工高
ｺﾊﾀ ﾕｲﾄ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｮｳｽｹ

8 3183 木幡　結斗(2) 矢吹中 8 4428 永峯　良祐(3) 若松五中

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎｸﾄ ﾏｼｺ ﾌｳｷ

1 3981 渡邊　北斗(3) 会津工高 1 2564 増子　風希(2) 富田中
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾌｳﾏ ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ

2 3485 蛯原　風馬(3) 天栄中 2 3176 平賀　大貴(3) 矢吹中
ﾂﾑﾗﾔ ｺｳｾｲ ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝ

3 3483 圓谷　晃生(3) 天栄中 3 1188 工藤　駿(3) 福島明成高
ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｺﾞ ﾐｿﾞｲ ｹﾞﾝｷ

4 2631 堀川　祥吾(2) 郡山三中 4 1935 溝井　元輝(3) 安積高
ｻｻｷ ﾕｷﾁ ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ

5 3482 佐々木　諭吉(3) 天栄中 5 1543 佐藤　望(3) 聖光学院高
ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ ﾊｶﾞ ｱｷﾋﾛ

6 2648 鈴木　一平(3) 郡山七中 6 1870 芳賀　晃浩(3) 帝京安積高
ﾅｶﾞｵ ｼｭｳﾔ ﾄｸﾘｷ ﾀｹﾙ

7 3172 長尾　修弥(3) 矢吹中 7 2086 徳力　尊(2) 安積黎明高
ｺｻｶ ﾏﾅﾄ ﾑﾄｳ ｼｮｳﾏ

8 4466 小坂　真人(3) 湊中 8 1822 武藤　翔真(2) 田村高



一般男子800m

4月7日 09:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｼﾌﾞｶﾜ ﾀｹﾄ ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳﾀ

1 5374 澁川　健人(2) いわき光洋高 1 1366 平塚　翔太(2) 福島南高
ｶﾝﾉ ｹｲﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾀ

2 412 菅野　慧斗(3) 松陵中 2 1274 長谷川　颯広(2) 福島工高
ﾊｼﾓﾄ ﾚｵ ｽｴﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ

3 1929 橋本　礼央(3) 安積高 3 6447 末永　和己(3) 原町高
ｱﾘｼﾞ ﾕｳﾄ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ

4 1330 有路　結斗(3) 福島東高 4 1276 土屋　優斗(2) 福島工高
ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ ｺｸﾌﾞﾝ ﾏﾋﾛ

5 1868 土田　晴紀(3) 帝京安積高 5 1805 國分　真大(3) 田村高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ｺｽｹﾞ ｹｲﾝ

6 1544 山崎　達也(3) 聖光学院高 6 5365 小菅　敬胤(3) いわき光洋高

ｻｲﾄｳ ｲﾁｽﾞ ｱﾍﾞ ｺｳﾋｺ

7 3287 齋藤　一筋(2) 浅川中 7 1726 阿部　宏彦(3) 日大東北高
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｸﾄ ｻﾄｳ ｹｲﾀ

8 1944 東田　拓斗(2) 安積高 8 4086 佐藤　京太(3) 喜多方桐桜高

9組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

1 3949 渡部　勇樹(2) 若松商高 1
ｾｷﾈ ﾕｳｷ

2 1867 関根　佑樹(3) 帝京安積高 2
ｵｶ ﾂﾖｼ

3 1777 岡　　剛史(2) 学法石川高 3
ｸﾛｻﾜ ｶｹﾙ

4 1804 黒澤　　翔(3) 田村高 4
ｶﾄｳ ｶｹﾙ

5 1763 加藤　　駆(3) 学法石川高 5
ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

6 3851 木村　有希(2) 葵高 6
ｱﾗｷ ﾋﾅﾙ

7 9073 荒木　日成(1) 学法石川高 7
ｲﾄｳ ｹｲｽｹ

8 2617 伊藤　圭介(1) 安積高 8



一般男子1500m

4月7日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾋﾗﾔﾏ ｼｭｳﾏ ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾁ

1 2561 平山　嵩真(3) 富田中 1 3401 橋本　櫂知(2) 船引中
ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｷｸﾁ ﾄﾓｷ

2 2834 大和田　凌平(3) 郡山六中 2 1969 菊地　智貴(2) 白河実高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗｲ ｶﾝﾉ ﾕｱ

3 4467 渡部　光来(2) 湊中 3 783 菅野　優空(2) 北信中
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ ﾊｼﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ

4 2726 髙橋　諄(2) 安積二中 4 2886 橋本　彪雅(2) 大槻中
ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｵｲ

5 4429 落合　大佑(2) 若松五中 5 529 山岸　蒼(3) 桃陵中
ｿｴﾀ ｻｴｷ ﾀﾝﾉ ﾂﾊﾞｻ

6 9068 添田　冴樹(2) 天栄中 6 938 丹野　翼(2) 松陵中
ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

7 2855 武田　隼輔(2) 郡山一中 7 9063 古川　晋太郎(1) 猪苗代東中
ｶﾝ ﾘｭｳｾｲ ﾋﾀﾞ ﾕｳﾀ

8 4322 管　隆聖(2) 若松一中 8 1883 飛田　裕太(3) 郡山高
ﾊｶﾞ ﾊﾙﾄ ｶﾝﾉ ﾌｳﾏ

9 3484 芳賀　時斗(3) 天栄中 9 2579 菅野　楓真(2) 富田中
ｺｼﾞﾏ ｹﾞﾝｷ ｲｼｲ ﾙﾄ

10 648 児島　源生(2) 桃陵中 10 1967 石井　琉杜(2) 白河実高
ｲﾁｶﾜ ｼｭｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ

11 9037 市川　嵩翔(1) 郡山二中 11 1353 髙橋　秀熙(3) 福島南高
ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾌﾐ ﾎｼ ｶｲﾄ

12 3230 山中　隆史(2) 矢祭中 12 2537 星　海憧(3) 富田中
ｶﾀﾋﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

13 2506 片平　蓮太朗(3) 郡山四中 13 2770 渡邊　　竣(3) 大槻中
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾞｳｻﾞﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾄﾔ

14 841 古川　道三(2) 川俣中 14 4432 山口　基哉(2) 若松五中
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ ｷｸﾁ ﾕｳｷ

15 1652 今野　太幹(2) 福島東高 15 2612 菊地　悠希(3) 郡山六中
ｷｸﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻｶﾏﾄ ﾀｸﾐ

16 2835 菊地　凛太郎(2) 郡山六中 16 2856 坂本　卓海(2) 郡山一中
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｸﾄ

17 2762 本多　陸斗(3) 大槻中



一般男子1500m

4月7日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾗｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸ

1 3184 飯島　未来(2) 矢吹中 1 1723 安藤　拓(3) 日大東北高
ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ ｻﾄｳ ｷﾗﾄ

2 1559 齋藤　学(2) 聖光学院高 2 3487 佐藤　輝歩(3) 天栄中
ﾀｶｳﾗ ｼｭﾝｽｹ ｵｵｳﾁ ﾘｸ

3 2623 髙浦　駿介(3) 郡山三中 3 1949 大内　陸(2) 安積高
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭｲ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

4 3181 松本　樹伊(2) 矢吹中 4 2018 鈴木　陽大(2) 白河高
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ｵｸﾞﾗ ｺｳｾｲ

5 4431 佐藤　優介(2) 若松五中 5 2135 小倉　康誠(2) 郡山東高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

6 2124 渡邉　捺央(3) 郡山東高 6 4084 渡部　瞬(3) 喜多方桐桜高

ﾊｶﾞ ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ｾﾗ

7 522 羽賀　龍生(3) 桃陵中 7 9040 鈴木　聖来(2) 喜多方桐桜高

ﾂﾑﾗﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｻｳﾄｳ ｹﾝﾄ

8 3011 圓谷　純一郎(2) 鏡石中 8 685 齋藤　健人(2) 福島三中
ｵｵﾊｼ ｷﾖﾋﾛ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ

9 9018 大橋　清広(2) 帝京安積高 9 3951 鈴木　亮真(2) 若松商高
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｵﾝ ｱﾂﾞﾏ ｹﾞﾝ

10 2142 近藤　慈恩(2) 郡山高 10 1938 我妻　絃(3) 安積高
ｺﾊﾀ ﾕｲﾄ ﾋﾗﾔﾏ　ｹﾝﾀ

11 3183 木幡　結斗(2) 矢吹中 11 9001 平山　健太 福島市
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｾｲ ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝ

12 4323 田中　仁晟(2) 若松一中 12 1188 工藤　駿(3) 福島明成高
ｵｵﾂｷ ﾖｳﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ

13 937 大槻　陽太(2) 松陵中 13 3175 安藤　圭吾(3) 矢吹中
ｺｻｶ ﾏﾅﾄ ｼﾝﾐｮｳ ﾕｳﾀ

14 4466 小坂　真人(3) 湊中 14 4477 新明　優太(2) 一箕中
ﾂﾑﾗﾔ ｺｳｾｲ ﾀﾆﾅｶ ﾊﾙ

15 3483 圓谷　晃生(3) 天栄中 15 2673 谷中　晴(2) 郡山七中
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳ ｽｹﾞﾉ ﾄﾓｷ

16 1609 橋本　渉(3) 福島東稜高 16 1470 菅野　友喜(2) 安達東高
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｷ ﾊﾏﾂ ﾀｲﾁ

17 9066 内山　巧稀(3) 天栄中 17 9046 浜津　太一(1) 日大東北高



一般男子1500m

4月7日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻｸﾏ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

1 1778 佐久間悠斗(2) 学法石川高 1 1780 佐藤　翔太(2) 学法石川高
ｻｻｷ ﾊｸﾄ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｷ

2 3999 佐々木　舶斗(2) 会津工高 2 1739 山縣　功季(2) 日大東北高
ﾑﾅｶﾀ ﾀﾞｲ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ

3 1856 宗形　大(3) 須賀川高 3 1766 小嶋　勇輝(3) 学法石川高
ｵｷﾉ　ﾘｮｳｶﾞ ｱﾘｼﾞ ﾕｳﾄ

4 2594 沖野　凌我(3) 郡山一中 4 1330 有路　結斗(3) 福島東高
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾄﾜ

5 1931 緑川　翔太(3) 安積高 5 9045 齋藤　永遠(1) 日大東北高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

6 1562 小林　晴樹(2) 聖光学院高 6 3587 塚原　健司 水ラン
ｶﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾔﾌﾞｷ ﾋﾛｱｷ

7 1335 川村　大樹(2) 福島東高 7 9047 矢吹　博昭(1) 日大東北高
ｻｲﾄｳ　ﾀｲﾖｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ

8 2593 齋藤　太陽(3) 郡山一中 8 3064 小林　礼弥(3) 鏡石中
ﾐｿﾞｲ ｹﾞﾝｷ ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ

9 1935 溝井　元輝(3) 安積高 9 3176 平賀　大貴(3) 矢吹中
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ ｶﾜﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ

10 3945 古川　陽斗(3) 若松商高 10 1785 河原田理人(2) 学法石川高
ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾔ ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ

11 1116 松浦　毅弥(3) 福島高 11 1897 林　優大(3) 郡山商高
ﾏｼｺ ﾌｳｷ ｺｽｹﾞ ｹｲﾝ

12 2564 増子　風希(2) 富田中 12 5365 小菅　敬胤(3) いわき光洋高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾞｵ ｼｭｳﾔ

13 4430 山口　千皓(2) 若松五中 13 3172 長尾　修弥(3) 矢吹中
ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ ｳﾘｭｳ ｶｽﾞｷ

14 2122 安達　雅翔(3) 郡山東高 14 1549 瓜生　一輝(3) 聖光学院高
ﾊｼﾓﾄ ﾚｵ ﾊﾞﾊﾞ ｶｴﾃﾞ

15 1929 橋本　礼央(3) 安積高 15 1730 馬場　楓(2) 日大東北高
ｻｸﾏ ﾀｸﾑ ｻﾄｳ ﾕｳﾔ

16 1767 佐久間拓夢(3) 学法石川高 16 2127 佐藤　侑也(2) 郡山東高
ﾖｼﾀﾞ　ｼｮｳﾏ ｾｷﾈ ｿｳﾀ

17 9103 吉田　翔眞(2) 西袋中 17 1880 関根　颯汰(3) 郡山高



一般男子1500m

4月7日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 8組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｵｽｶ ｼｮｳ ｾｷﾈ ﾕｳｷ

1 3953 大須賀　翔(2) 若松商高 1 1867 関根　佑樹(3) 帝京安積高
ｲｿﾆｼ ｹﾝｼﾝ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

2 9087 磯西　健心(1) 開志国際高 2 1901 齋藤　弘孝(3) 郡山商高
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾀﾙ

3 9086 皆川　響(1) 開志国際高 3 1895 渡邉　至(3) 郡山商高
ｼﾌﾞﾔ ﾚｵﾝ ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

4 9084 澁谷　麗音(1) 開志国際高 4 1809 永山　和真(3) 田村高
ﾂﾑﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾓﾝﾏ ｶｲｾｲ

5 1789 円井　純一(2) 学法石川高 5 3829 門馬　海成(2) 会津高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾂ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ

6 9088 長谷川　律(1) 開志国際高 6 9080 山本　樹(2) 開志国際高
ﾎﾝﾏ ｼｮｳﾊﾞ ｻﾄｳ ﾀﾂｷ

7 9083 本間　秀羽(1) 開志国際高 7 1117 佐藤　　樹(3) 福島高
ﾔﾏｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

8 9089 山澤　秀太(1) 開志国際高 8 1721 山口　智也(3) 日大東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ ｻｲﾄｳ ｲﾁｽﾞ

9 1790 渡部　唯良(2) 学法石川高 9 3287 齋藤　一筋(2) 浅川中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｷ ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱﾀﾙ

10 1722 渡邉　陽生(3) 日大東北高 10 9077 大平　愛陽(3) 開志国際高
ｻｸﾏ ﾐﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

11 1118 佐久間光紀(3) 福島高 11 1328 高橋　拓也(3) 福島東高
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ｽｶﾞｲ ｼﾞﾝ

12 1788 吉田　　凌(2) 学法石川高 12 9079 須貝　仁(2) 開志国際高
ﾅﾏﾀﾒ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ

13 1821 生田目　一矢(2) 田村高 13 9076 山本　唯翔(3) 開志国際高
ｲﾄｳ ｹｲｽｹ ﾓﾘ ﾋﾛﾄ

14 2617 伊藤　圭介(1) 安積高 14 1348 森　大翔(2) 福島東高
ｱﾍﾞ ｺｳﾋｺ ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ

15 1726 阿部　宏彦(3) 日大東北高 15 1808 高橋　樹也(3) 田村高
ﾁﾖ ﾀｸﾐ ﾆﾍｲ ﾀｲｶﾞ

16 1771 千代　拓海(3) 学法石川高 16 1740 二瓶　大河(2) 日大東北高
ｵﾁｱｲ ﾀｸﾐ ｲｼｲ ﾌｳﾏ

17 9085 落合　匠(1) 開志国際高 17 1801 石井　楓馬(3) 田村高



一般男子1500m

4月7日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

9組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

1 1782 佐藤　祐輔(2) 学法石川高 1
ｵｶﾔﾏ ﾖｳｼﾞ

2 1762 岡山　鷹士(3) 学法石川高 2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙｽ

3 1775 渡部　来渚(3) 学法石川高 3
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ

4 9014 小原　響(3) 仙台二華高 4
ｶﾄｳ ｶｹﾙ

5 1763 加藤　　駆(3) 学法石川高 5
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾔ

6 1765 金澤　宏哉(3) 学法石川高 6
ｼﾞｮｾﾌ ﾑﾜﾝｷ

7 9081 JOSEPH MWANGI(2) 開志国際高 7
ｶﾄｳ ﾕｳﾄ

8 1764 加藤　優斗(3) 学法石川高 8
ｵｶ ﾂﾖｼ

9 1777 岡　　剛史(2) 学法石川高
ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ

10 3595 佐藤　征昭 水ラン
ﾀｷｶﾞﾜ ｶﾝﾀ

11 1769 瀧川　幹太(3) 学法石川高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

12 1776 渡辺　亮太(3) 学法石川高
ﾀｶﾂｷ ﾖｼﾃﾙ

13 1768 高槻　芳照(3) 学法石川高
ﾊｾﾍﾞ ｼﾝ

14 1772 長谷部　慎(3) 学法石川高
ﾆｼﾏｷ ｼｭﾝｽｹ

15 1786 西槇　駿祐(2) 学法石川高
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ

16 1815 遠藤　広大(2) 田村高
ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ

17 2774 藤宮　歩(1) 学法石川高



一般男子3000m

4月7日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾔ

1 9008 武田　隼人(3) 信陵中 1 1116 松浦　毅弥(3) 福島高
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｵｲ ｻﾄｳ ﾄｳｲ

2 529 山岸　蒼(3) 桃陵中 2 2139 佐藤　斗威(3) 安積黎明高
ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｻｲﾄｳ　ﾀｲﾖｳ

3 2834 大和田　凌平(3) 郡山六中 3 2593 齋藤　太陽(3) 郡山一中
ｵｵﾂｷ ﾕｳｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｷ

4 676 大槻　侑志(3) 福島三中 4 1124 山田　竜毅(3) 福島高
ﾊｶﾞ ﾊﾙﾄ ﾐｳﾗ ﾋﾛｱｷ

5 3484 芳賀　時斗(3) 天栄中 5 1810 三浦　宏晃(3) 田村高
ｷｸﾁ ﾕｳｷ ｼﾌﾞﾔ ﾚｵﾝ

6 2612 菊地　悠希(3) 郡山六中 6 9084 澁谷　麗音(1) 開志国際高
ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ ｵｷﾉ　ﾘｮｳｶﾞ

7 2122 安達　雅翔(3) 郡山東高 7 2594 沖野　凌我(3) 郡山一中
ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ

8 9015 田村　大輝(3) 仙台二華高 8 1819 下山田　陽登(2) 田村高
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾎﾝﾏ ｼｮｳﾊﾞ

9 9038 吉田　湊(1) 清水中 9 9083 本間　秀羽(1) 開志国際高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ

10 2767 長谷川慶光(3) 大槻中 10 1276 土屋　優斗(2) 福島工高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝﾀ

11 5375 遠藤　大晟(2) いわき光洋高 11 2622 國分　健太(3) 郡山三中
ｱﾂﾞﾏ ｹﾞﾝ ｻｸﾏ ﾕｳﾄ

12 1938 我妻　絃(3) 安積高 12 1778 佐久間悠斗(2) 学法石川高
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｷ

13 4313 鈴木　拓真(3) 若松一中 13 1722 渡邉　陽生(3) 日大東北高
ｿｶﾞ ﾕｳﾄ ｲｼｲ ﾁﾋﾛ

14 1947 曽我　勇斗(2) 安積高 14 9064 石井　智大 水ラン
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｷ ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ

15 9066 内山　巧稀(3) 天栄中 15 4649 戸田　優真(1) 学法石川高
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ ｲﾜｻｷ　ｱﾂﾘ

16 1931 緑川　翔太(3) 安積高 16 9110 岩崎　淳吏(3) 須賀川三中
ｽｽﾞｷ　ﾅｶﾞﾄ ﾔﾏｷ　ﾙｲ

17 9104 鈴木　那賀登(2) 玉川泉中 17 782 八巻　琉伊(3) 北信中
ﾀﾁﾔ ﾙｲ ﾉｻﾞｷ ｺｳﾀ

18 6572 立谷　琉偉(2) 原町一中 18 2920 野﨑　考大(2) 石川中
ｶﾄｳ　ﾕｳﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾂ

19 9109 加藤　悠太(3) 須賀川三中 19 9088 長谷川　律(1) 開志国際高
ｻｶﾏﾄ ﾀｸﾐ ﾓｷﾞ ﾊﾙｷ

20 2856 坂本　卓海(2) 郡山一中 20 681 茂木　治輝(3) 福島三中
ﾄｳﾉｽ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｮｳｽｹ

21 9039 　鴇巣　佑太　(3) 若松五中 21 4428 永峯　良祐(3) 若松五中
ﾏﾂｵｶ ﾌｳﾏ ｿｴﾀ　ｼｮｳﾍｲ

22 621 松岡　颯馬(3) 本宮二中 22 9108 添田　祥平(2) 玉川泉中
ﾌｶﾔ ｺｳｼﾛｳ ｻﾄｳ ﾕｳﾔ

23 1950 深谷　洸史郎(2) 安積高 23 2127 佐藤　侑也(2) 郡山東高
ｼﾏ ﾀｲﾎｳ ｽｻ ﾀｶｱｷ

24 2634 嶋　汰峰(2) 郡山三中 24 3980 須佐　鷹秋(3) 会津工高
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

25 1881 千葉　祐大(3) 郡山高 25 1361 森口　壮竜(2) 福島南高
ﾓｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｷ ﾚﾓﾝ

26 1879 最上　大輝(3) 郡山高 26 1651 八巻　伶門(2) 福島東高
ｻｻｷ ﾀｲｿﾞｳ ｼﾝﾐｮｳ ﾕｳﾀ

27 9067 佐々木　大蔵(2) 天栄中 27 4477 新明　優太(2) 一箕中
ｻｶｲ ﾏｻﾄ ｲｼｲ ｹｲｽｹ

28 9042 坂井　雅人(3) 北会津中 28 1344 石井　京輔(2) 福島東高
ｷｸﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾆｯﾀ ｶﾂｼﾞ

29 2835 菊地　凛太郎(2) 郡山六中 29 3590 新田　勝士 水ラン
ﾐﾅﾐﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ｷﾗﾄ

30 2715 南本　一樹(3) 安積二中 30 3487 佐藤　輝歩(3) 天栄中
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ ｵｵﾊｼ ｷﾖﾊﾙ

31 4556 安部　拓海(3) 猪苗代東中 31 4535 大橋　清陽(3) 猪苗代中
ｵｵｳﾁ ﾘｸ ｵﾁｱｲ ﾀｸﾐ

32 1949 大内　陸(2) 安積高 32 9085 落合　匠(1) 開志国際高
ｲﾁｶﾜ ｼｭｳﾄ ｻｸﾏ ﾀｸﾑ

33 9037 市川　嵩翔(1) 郡山二中 33 1767 佐久間拓夢(3) 学法石川高
ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ

34 3016 石川　知輝(2) 西袋中 34 3288 長田　拓巳(1) 学法石川高



一般男子3000m

4月7日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻﾄｳ ﾀﾂｷ

1 1117 佐藤　　樹(3) 福島高 1
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ

2 9080 山本　樹(2) 開志国際高 2
ﾊｾﾍﾞ ｼﾝ

3 1772 長谷部　慎(3) 学法石川高 3
ｼﾞｮｾﾌ ﾑﾜﾝｷ

4 9081 JOSEPH MWANGI(2) 開志国際高 4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ

5 1790 渡部　唯良(2) 学法石川高 5
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

6 1780 佐藤　翔太(2) 学法石川高 6
ｻｸﾏ ﾐﾂｷ

7 1118 佐久間光紀(3) 福島高 7
ｶﾄｳ ﾕｳﾄ

8 1764 加藤　優斗(3) 学法石川高 8
ﾎｼ ﾄﾓﾋﾛ

9 4723 星　那宥(1) 学法石川高
ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ

10 3281 圓谷　吏生(1) 学法石川高
ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱﾀﾙ

11 9077 大平　愛陽(3) 開志国際高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ

12 9074 山口　智規(1) 学法石川高
ｺﾀﾞﾏ ﾐｽﾞｷ

13 1946 小玉　瑞葵(2) 安積高
ｱﾝﾉｳ ﾋﾛﾄ

14 773 安濃　寛人(1) 学法石川高
ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ

15 9072 菅野　裕二郎(1) 学法石川高
ｵｶﾔﾏ ﾖｳｼﾞ

16 1762 岡山　鷹士(3) 学法石川高
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾋﾞｷ

17 9014 小原　響(3) 仙台二華高
ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ

18 1802 岩井　駿介(3) 田村高
ｶﾜﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ

19 1785 河原田理人(2) 学法石川高
ｽｶﾞｲ ｼﾞﾝ

20 9079 須貝　仁(2) 開志国際高
ｼｼﾄ ﾕｳｷ

21 472 宍戸　結紀(1) 学法石川高
ﾁﾖ ﾀｸﾐ

22 1771 千代　拓海(3) 学法石川高
ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ

23 3595 佐藤　征昭 水ラン
ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ

24 2774 藤宮　歩(1) 学法石川高
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ

25 1788 吉田　　凌(2) 学法石川高
ﾂﾑﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

26 1789 円井　純一(2) 学法石川高
ﾆｼﾏｷ ｼｭﾝｽｹ

27 1786 西槇　駿祐(2) 学法石川高
ﾀｷｶﾞﾜ ｶﾝﾀ

28 1769 瀧川　幹太(3) 学法石川高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ

29 9076 山本　唯翔(3) 開志国際高
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ

30 1766 小嶋　勇輝(3) 学法石川高
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

31 1782 佐藤　祐輔(2) 学法石川高
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾔ

32 1765 金澤　宏哉(3) 学法石川高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙｽ

33 1775 渡部　来渚(3) 学法石川高
ﾀｶﾂｷ ﾖｼﾃﾙ

34 1768 高槻　芳照(3) 学法石川高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

35 1776 渡辺　亮太(3) 学法石川高



一般男子5000m

4月7日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ ﾊｶﾞ ｼｭｳﾔ

1 1818 佐藤　真人(2) 田村高 1 1904 芳賀　柊弥(2) 郡山商高
ﾏｼｺ ｼｮｳﾔ ｲｼｲ ﾁﾋﾛ

2 2146 増子　翔矢(2) 郡山高 2 9064 石井　智大 水ラン
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｷ

3 1871 吉田　智紀(3) 帝京安積高 3 1739 山縣　功季(2) 日大東北高
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ ｶﾝｹ ｼｮｳﾏ

4 1931 緑川　翔太(3) 安積高 4 1803 菅家　尚真(3) 田村高
ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾄ ﾔﾅｲ ﾏｺﾄ

5 2089 古川　真跳(2) 安積黎明高 5 1811 矢内　　允(3) 田村高
ｱﾂﾞﾏ ｹﾞﾝ ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾀ

6 1938 我妻　絃(3) 安積高 6 1187 阿部　俊太(3) 福島明成高
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾄ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

7 3018 石川　和人(1) 尚志高 7 1551 吉田　光希(3) 聖光学院高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ ｳﾐﾑﾗ ﾚﾝ

8 1558 遠藤　真斗(2) 聖光学院高 8 1813 海村　　蓮(2) 田村高
ｽｹﾞﾉ ﾄﾓｷ ﾋﾗﾉ ｼﾝﾍﾟｲ

9 1470 菅野　友喜(2) 安達東高 9 3984 平野　伸平(3) 会津工高
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｱﾍﾞ ﾘｮｳｶ

10 1817 佐藤　大輝(2) 田村高 10 1812 安部　諒嘉(2) 田村高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ

11 1958 近藤　大祐(3) 白河実高 11 1816 齋藤　彰人(2) 田村高
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ　ﾕｷﾔ

12 6453 田中　優太(2) 原町高 12 1501 佐藤　悠貴也(3) 福島成蹊高
ﾑﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

13 2144 武藤健太朗(2) 郡山高 13 348 渡辺　一哉 二本松市駅伝チーム

ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ﾅﾏﾀﾒ ｽﾅｵ

14 3587 塚原　健司 水ラン 14 1820 生田目　惇(2) 田村高
ﾐｿﾞｲ ｹﾞﾝｷ ﾆﾍｲ ﾀｲｶﾞ

15 1935 溝井　元輝(3) 安積高 15 1740 二瓶　大河(2) 日大東北高
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

16 1858 三浦　翔太(2) 須賀川高 16 1807 鈴木　涼太(3) 田村高
ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ ﾑﾅｶﾀ ﾀﾞｲ

17 1971 鈴木　　昇(2) 白河実高 17 1856 宗形　大(3) 須賀川高
サイトウ　リョウヘイ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

18 1560 齋藤　良平(2) 聖光学院高 18 1721 山口　智也(3) 日大東北高
ｼｵﾀ ﾊﾙﾀｶ ﾋﾗﾔﾏ　ｹﾝﾀ

19 2013 塩田　悠揮(3) 白河高 19 9001 平山　健太 福島市
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾔ ｻﾄｳ　ﾏﾋﾛ

20 2179 山岸　和矢(2) 帝京安積高 20 1529 佐藤　眞尋(2) 福島成蹊高
ｶﾉ ﾊﾔﾄ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

21 319 鹿野　捷人 二本松市駅伝チーム 21 3565 佐藤　匠 県南陸協
ｼﾓｶﾜ ﾂｶｻ ｲﾄｳ ｱｸﾞﾘ

22 2095 下川　司(3) 安積黎明高 22 3988 伊藤　亜久里(3) 会津工高
ﾖｼﾀ ﾚｲ ｶﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

23 1859 吉田　怜(2) 須賀川高 23 2093 加藤　昂大(3) 安積黎明高
ﾊﾞﾊﾞ ｶｴﾃﾞ

24 1730 馬場　楓(2) 日大東北高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般男子3000mSC(0.914m)

4月7日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｲｼｲ ﾀｹｱｷ

1 1349 石井　健暉(2) 福島東高 1
ｽﾜ ｼｮｳﾀ

2 2025 諏訪　翔太(2) 小野高 2
ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

3 3614 野村　顕弘 県南陸協 3
ﾎｼ ﾀｶﾋﾛ

4 2156 星　貴大(2) 白河高 4
ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ

5 1545 吉田　新(3) 聖光学院高 5
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

6 1328 高橋　拓也(3) 福島東高 6
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

7 3594 山本　崚介 水ラン 7
ｱﾍﾞ ｹｲﾀ

8 4106 安部　景太(3) 大沼高 8
ｲｼﾊﾀ ﾚﾝ

9 1546 石幡　廉(3) 聖光学院高
ﾓｷﾞ ﾏｻｼ

10 1467 茂木　勝心(3) 安達東高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾀﾙ

11 1895 渡邉　至(3) 郡山商高
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ

12 3982 鈴木　大基(3) 会津工高
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ

13 1346 加藤　碧(2) 福島東高
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ

14 1897 林　優大(3) 郡山商高
ｷﾐｼﾞﾏ ｱｷﾄ

15 3848 君島　彬斗(2) 葵高
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ

16 2155 中山　翔太(2) 白河高
ﾊｽﾇﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

17 4082 蓮沼　伸幸(3) 喜多方桐桜高

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

18 1901 齋藤　弘孝(3) 郡山商高
ｲﾘｴ ﾕｳｽｹ

19 1324 入江　勇祐(3) 福島東高
ｱｻｸﾗ ｲﾂｷ

20 1354 朝倉　樹(3) 福島南高
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ

21 6444 橋本　翔太(3) 原町高
ｺｼﾞﾏ ﾏﾅﾄ

22 3843 児島　真斗(3) 葵高
ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ

23 1814 江川　広夢(2) 田村高
ﾓﾝﾏ ｶｲｾｲ

24 3829 門馬　海成(2) 会津高
ﾑﾛｲ ﾀｸﾄ

25 3952 室井　拓人(2) 若松商高



小学男子1000m

4月7日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｵｲｶﾜ　ｱｵﾄ ｻｻｷ ｿｳ

1 9120 及川　碧斗(4) 小山田小 1 9007 佐々木　壮(6) 瀬上小
ｽｽﾞｷ　ｼﾞｮｳ ﾎｼ　ﾊﾙｷ

2 9105 鈴木　譲(4) 玉川一小 2 9112 星　晴希(5) 西袋小
ｱﾍﾞ　ﾀｸﾐ ｺﾝﾄﾞｳ　ｻｲﾔ

3 9113 阿部　拓実(4) 芳賀小 3 9102 近藤　犀也(6) 仁井田小
ｺﾀﾞﾏ ｻﾄｱｷ ﾎｳｼﾞｮｳ ｱﾂﾄ

4 9035 児玉　賢亮(2) 須賀川二小 4 9020 北條　温都(6) 桑野小
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾔﾊﾞｼ ｿｳｽｹ

5 9032 大和田　悠馬(3) 芳山小 5 9003 矢橋　聡介(5) 東和小
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ ｸﾁｷ ﾕｳｼｮｳ

6 9031 北條　晃生(3) 桑野小 6 9052 朽木　悠翔(5) 醸芳小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ ｻｲﾄｳ　ﾋﾅﾀ

7 9029 小林　陽樹(4) 富田東小 7 9111 齋藤　日向(6) 桜小
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ﾕｳｺﾞ ﾏｼｺ ﾖｳﾀ

8 9137 栁田　悠吾(4) 日和田小 8 9054 増子　陽太(6) 鏡石一小
ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｱｵｼﾏ ﾘｸ

9 9021 難波　瞭太郎(6) 桃見台小 9 9006 青島　大陸(6) 福島三小
ｼﾏﾑﾗ ﾏﾙﾉｽｹ ｲｶﾞﾘ ﾚｵ

10 9005 島村　丸之亮(2) 東和小 10 9138 猪狩　礼央(5) 本宮小
ﾎｼ　ｶﾅﾀ ｶﾝﾉ ﾘｲﾁ

11 9127 星　叶汰(2) 行健二小 11 9050 菅野　理市(6) 福島二小
ｵｵｶﾗﾜ ｺｳｷ ｵｲｶﾜ　ﾊﾙﾄ

12 9030 大川原　皇輝(3) 桃見台小 12 9119 及川　晴智(5) 小山田小
ｺﾀﾞﾏ ﾀﾂﾔ ﾀﾙｶﾜ　ｼｭｳﾀ

13 9019 児玉　達哉(6) 須賀川二小 13 9132 樽川　脩太(6) 富田西小
ﾔｽﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ ｻｲﾄｳ　ｱｵｲ

14 9115 保田　大輝(3) 柴宮小 14 9116 斎藤　蒼空(6) 朝日が丘小
ｾﾄ ﾕｳｶﾞ ｵｵｶﾜﾗ ｼｮｳｴｲ

15 9051 瀬戸　悠雅 (5) 鎌田小 15 9025 大川原　昌瑛(5) 桃見台小
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾝｼﾝ ｵﾓｶﾜ　ﾚｲ

16 9128 渡邉　絢心(2) 緑ケ丘一小 16 9113 面川　零(4) 須賀川二小
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ ｼｼﾄﾞ ﾘｸ

17 9027 市川　陽翔(4) 芳山小 17 9011 宍戸　稜空(6) 朝日が丘小
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ ｼﾏﾑﾗ ｷﾝﾀﾛｳ

18 9026 難波　孝次郎(5) 桃見台小 18 9004 島村　金太郎(5) 東和小
ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼ ﾔｽﾀﾞ　ﾊﾙｷ

19 9033 永野　皓之(3) 芳山小 19 9138 保田　陽輝(6) 柴宮小
ｵﾉ　ﾘｮｳﾀ ﾑﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

20 9124 小野　稜太(4) 富田西小 20 9002 武藤優一郎(5) 東和小
ｲﾄｳ ﾚﾝ ｵｵﾀ ﾔﾏﾄ

21 9028 伊藤　蓮(4) 富田東小 21 9053 太田　倭斗(6) 鏡石一小

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般女子800m

4月7日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾌﾙｶﾜ　ﾘﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ

1 9125 古川　璃奈(1) 郡山六中 1 9012 松本　姫麻莉(3) 郡山ザベリオ中

ｸﾘﾀ　ｻﾜ ｶﾝﾉ ﾘﾘ

2 9126 栗田　紗羽(1) 郡山六中 2 2570 菅野　琳梨(2) 富田中
ﾀｸﾞﾏ ﾙﾅ ｼﾗﾄﾘ ﾐｽﾞｷ

3 2368 多熊　瑠菜(2) 小野高 3 2820 白鳥　瑞季(2) 富田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾈﾗ ﾌｶﾔ ﾉﾉ

4 2320 渡辺　海寧(2) 郡山高 4 2616 深谷　野乃(3) 郡山六中
ｵｵﾋﾗ ﾉｱ ﾔﾅｲ ﾘｵ

5 3489 大平　乃彩(2) 天栄中 5 3399 箭内　李桜(2) 船引中
ｻﾄｳ ｺｺ ｵｵｷ ﾋﾅｶ

6 2905 佐藤　幸呼(2) 郡山ザベリオ中 6 576 大城　日南夏(3) 福島四中
ｸﾛｻﾜ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ

7 3477 黒澤　愛理(3) 天栄中 7 2613 鈴木　菜々子(3) 郡山六中
ｱﾐﾄｳ ｱﾔﾉ ﾎﾘｶﾜ ﾏｵ

8 9065 綱藤　彩乃(2) 天栄中 8 566 堀川　雅桜(2) 福島四中

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ ｺﾋﾞﾔﾏ ｼｵﾝ

1 2664 近藤　穂華(3) 郡山七中 1 4571 小檜山　詩音(2) 猪苗代東中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

2 4336 菅原　心優(3) 若松一中 2 9070 小林　愛結(3) 石川中
ｲﾜｻﾜ ｱｶﾈ ﾄﾀﾞ ｾﾝﾘ

3 3478 岩沢　明音(3) 天栄中 3 2331 戸田　千里(3) 安積高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾉｶ ｻﾄｳ ﾕｲｶ

4 2926 山崎　洸(2) 石川中 4 9013 佐藤　由一花(1) 郡山ザベリオ中

ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾕﾏ ﾊｶﾞ ｶﾅﾐ

5 2340 本栁　佑茉(2) 安積高 5 2516 芳賀　香菜美(3) 郡山四中
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ

6 2260 深澤　由依(2) 田村高 6 2719 渡辺　蒼良(2) 安積二中
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕ ｲｶﾞﾗｼ ｶｴ

7 2668 安田　美優(3) 郡山七中 7 4339 五十嵐　華愛(2) 若松一中
ｽｽﾞｷ ﾊﾅ ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

8 2557 鈴木　葉菜(3) 富田中 8 2908 齊藤　美優(2) 郡山三中

5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｽｽﾞｷ ﾐﾘｱ ｷｸﾁ ﾕｳｱ

1 3186 鈴木　美凜彩(2) 矢吹中 1 2261 菊地　結愛(2) 田村高
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ ｽｽﾞｷ ﾅﾅ

2 3173 加藤　釉日(3) 矢吹中 2 9069 鈴木　菜々(2) 郡山七中
ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾗ ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ

3 4333 安齊　優来(3) 若松一中 3 9071 鈴木　優花(2) 石川中
ﾑﾅｶﾀ ﾎﾉｶ ﾐﾀｶ ﾚｲﾅ

4 3490 宗方　萌歌(2) 天栄中 4 2597 三高　玲奈(3) 郡山一中
ﾅｶﾞｵ ﾏｱﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ

5 3178 長尾　真綾(3) 矢吹中 5 2556 小林　凜香(3) 富田中
ｶﾄｳﾉ ﾕﾂﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ

6 2268 上遠野　優月(1) 田村高 6 578 山田　泉琴(3) 福島四中
ﾊｼﾓﾄ ｻﾅ ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ

7 2662 橋本　彩来(3) 郡山七中 7 4341 馬場　理奈(2) 若松一中
ｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ

8 3185 井澤　裕佳(2) 矢吹中 8 2887 武田　侑佳(2) 大槻中



一般女子800m

4月7日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｳｴﾉ ﾊﾙｶ ｲｼｶﾜ ﾕﾉ

1 2907 上野　遙夏(2) 郡山三中 1 2266 石川　由乃(1) 田村高
ｶﾏﾀ ﾏｵ ﾊｾﾍﾞ ﾕｲ

2 3387 鎌田　真央(3) 船引中 2 2270 長谷部　唯(1) 田村高
ﾊｶﾞﾈ ﾋﾖﾘ ｽｽﾞｷ ﾜｶﾅ

3 4391 羽金　日陽(2) 若松三中 3 3306 鈴木　和香奈(3) 石川中
ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ ﾏｴﾊﾞ ﾐﾕｳ

4 2267 大森　美優(1) 田村高 4 2298 前場　美優(2) 帝京安積高
ｵｸﾞﾗ ｲﾁｶ ｳｽｷ ﾋﾅﾉ

5 4387 小椋　一花(3) 若松三中 5 2775 薄　ひなの(3) 大槻中
ｷｸﾁ ﾏﾔ ｽﾀﾞ ｼﾙｱ

6 2269 菊地　麻耶(1) 田村高 6 3475 須田　幸彩(3) 天栄中
ﾔﾏﾅｶ ﾕｷﾉ ｲﾀｶﾞｷ ｷｮｳｶ

7 2263 山中　友紀野(2) 田村高 7 3067 板垣　恭佳(3) 鏡石中
ｵｶﾞﾜ ﾏﾅｶ ｵｵﾊﾞ ﾋﾅﾘ

8 2262 小川　真花(2) 田村高 8 2264 大場　ひなり(1) 田村高

9組 10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｳﾁﾔﾏ ｲｵﾘ ﾕﾀﾞ ﾏﾅﾐ

1 2247 内山　伊織(2) 学法石川高 1 2245 湯田真奈美(3) 学法石川高
ｶﾄｳ ｱﾝﾘ ｻｻｷ ｻﾗ

2 4389 加藤　杏梨(3) 若松三中 2 2626 佐々木　さら(1) 郡山女大附高

ｱｶｼ ﾐﾉﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ

3 575 明石　実(3) 福島四中 3 3066 小林　夢花(3) 鏡石中
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ ｵｵｽｶﾞ ﾐｳ

4 2249 谷口　亜実(2) 学法石川高 4 2242 大須賀ミウ(3) 学法石川高
ｶｼﾜｷﾞ ﾚﾅ ﾅﾘｻﾜ ﾕﾒｶ

5 2434 柏木　レナ(3) 安積黎明高 5 2653 成澤　夢叶(1) 帝京安積高
ｱﾍﾞ ﾘﾝ ｻﾄｳ ﾐｸ

6 3859 阿部　凛(3) 葵高 6 567 佐藤　美空(2) 福島四中
ｸﾛｴ ｻｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ

7 2250 黒江　彩聖(2) 学法石川高 7 2251 長谷川莉子(2) 学法石川高
ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ ｽｹﾞﾉ ﾐｸ

8 3476 岩崎　麻知子(3) 天栄中 8 2244 菅野　未来(3) 学法石川高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般女子1500m

4月7日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｺﾏﾂ ﾘｺ ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾕﾏ

1 2666 小松　莉子(3) 郡山七中 1 2340 本栁　佑茉(2) 安積高
ﾌｸﾅｶﾞ ｴｲﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾏﾎ

2 2225 福永　英巳(3) 郡山女大附高 2 9049 安達　茉帆(1) 日大東北高
ﾌｶﾔ ﾉﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ

3 2616 深谷　野乃(3) 郡山六中 3 2719 渡辺　蒼良(2) 安積二中
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ ｲﾜｻﾜ ｱｶﾈ

4 2613 鈴木　菜々子(3) 郡山六中 4 3478 岩沢　明音(3) 天栄中
ﾂﾑﾗﾔ ﾐｳ ｱﾝｻﾞｲ ｷｮｳ

5 3282 圓谷　美侑(3) 浅川中 5 9058 安齋　響(1) 二本松二中
ｼﾗﾄﾘ ﾐｽﾞｷ ｱｵﾔｷﾞ ﾓﾓｶ

6 2820 白鳥　瑞季(2) 富田中 6 6458 青柳　桃佳(2) 原町高
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏﾐ ｽｽﾞｷ ﾐﾘｱ

7 2369 長久保　真望(2) 小野高 7 3186 鈴木　美凜彩(2) 矢吹中
ｻｸﾏ ﾘﾉ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ

8 897 佐久間　俐乃(2) 北信中 8 2419 遠藤　由加里(2) 光南高
ﾎﾘｶﾜ ﾏｵ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ

9 566 堀川　雅桜(2) 福島四中 9 9048 吉田　七海(1) 日大東北高
ｶﾝﾉ ﾘﾘ ｲｶﾞﾗｼ ｶｴ

10 2570 菅野　琳梨(2) 富田中 10 4339 五十嵐　華愛(2) 若松一中
ｱｸﾂ ﾕﾅ ｵｵｷ ﾐｸ

11 909 阿久津　結菜(2) 北信中 11 652 大木　美紅(2) 桃陵中
ﾄﾀﾞ ｾﾝﾘ ﾅｶﾞｵ ﾏｱﾔ

12 2331 戸田　千里(3) 安積高 12 3178 長尾　真綾(3) 矢吹中
ｽｽﾞｷ ﾊﾅ ｸﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ

13 2557 鈴木　葉菜(3) 富田中 13 2206 熊田　陽(3) 日大東北高
ｵｵｷ ﾋﾅｶ ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘﾝｶ

14 576 大城　日南夏(3) 福島四中 14 2883 栁田　琳花(2) 行健中
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕ ｻﾄｳ ｱﾏﾈ

15 4336 菅原　心優(3) 若松一中 15 2217 佐藤　天音(2) 日大東北高
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｲ ｶﾅﾏﾙ ﾋﾒﾅ

16 2732 玉川　真衣(2) 安積二中 16 483 金丸　姫菜(2) 岳陽中
ﾊｶﾞ ｶﾅﾐ

17 2516 芳賀　香菜美(3) 郡山四中



一般女子1500m

4月7日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ

1 3185 井澤　裕佳(2) 矢吹中 1 578 山田　泉琴(3) 福島四中
ｷｸﾁ ﾕｳｱ ｾﾄ ﾕｳﾘ

2 2261 菊地　結愛(2) 田村高 2 792 瀬戸　悠理(2) 北信中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ ﾑﾅｶﾀ ﾎﾉｶ

3 2556 小林　凜香(3) 富田中 3 3490 宗方　萌歌(2) 天栄中
ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾗ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ

4 4333 安齊　優来(3) 若松一中 4 4437 佐藤　菜那美(3) 若松五中
ｱﾏﾉ ｺｺﾐ ｻﾄｳ ｺﾊﾙ

5 4480 天野　心愛(2) 一箕中 5 6462 佐藤　小陽(2) 原町高
ｻｶﾞﾜ ｶﾘﾝ ｳｽｷ ﾋﾅﾉ

6 2420 佐川　花梨(2) 光南高 6 2775 薄　ひなの(3) 大槻中
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ

7 2887 武田　侑佳(2) 大槻中 7 1341 大内　美怜(2) 福島東高
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｵﾝ ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘﾑ

8 2337 小板橋　梨音(2) 安積高 8 4542 小板橋　梨夢(3) 猪苗代中
ｲﾜｻｷ　ｾｲﾅ ｶﾄｳ ｱﾝﾘ

9 9111 岩崎　聖奈(2) 須賀川三中 9 4389 加藤　杏梨(3) 若松三中
ｵｵｼﾏ ﾘｺ ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

10 4707 大島　梨瑚(2) 猪苗代中 10 1325 佐藤　美陽(3) 福島東高
ﾐﾈｷﾞｼ ｻﾎ ｸﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

11 1340 嶺岸　咲歩(2) 福島東高 11 2430 熊田　知優(2) 安積黎明高
ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ

12 1368 鈴木　ほのか(2) 福島南高 12 3476 岩崎　麻知子(3) 天栄中
ｶﾄｳﾉ ﾕﾂﾞｷ ﾀﾍﾞ ﾅﾂｷ

13 2268 上遠野　優月(1) 田村高 13 4439 田部　夏希(2) 若松五中
ﾛｯｶｸ ﾐｺ ﾅｶﾞﾐﾈ ｻﾔ

14 4569 六角　美虹(3) 猪苗代東中 14 4540 長峰　沙弥(3) 猪苗代中
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ ｲﾄｳ ﾏﾘｱ

15 3173 加藤　釉日(3) 矢吹中 15 9041 伊東　舞莉彩(3) 富田中
ｾｷﾈ ｱﾔｶ ｵｸﾞﾗ ｲﾁｶ

16 5371 関根　彩華(3) いわき光洋高 16 4387 小椋　一花(3) 若松三中
ｵｶﾞﾜ ﾏﾅｶ ｱﾍﾞ ﾘﾝ

17 2262 小川　真花(2) 田村高 17 3859 阿部　凛(3) 葵高



一般女子1500m

4月7日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｶﾞ ﾓﾓｶ ﾕﾀﾞ ﾏﾅﾐ

1 9090 山賀　桃香(1) 開志国際高 1 2245 湯田真奈美(3) 学法石川高
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ ﾀｺﾞ ｱｶﾘ

2 2249 谷口　亜実(2) 学法石川高 2 2925 田子　明花莉(2) 石川中
ｲﾏﾑﾗ ﾏﾅﾐ ﾏﾌﾈ ｺｺﾛ

3 431 今村　学実(2) 松陵中 3 3068 真船　こころ(3) 鏡石中
ﾏｴﾊﾞ ﾐﾕｳ ｻﾄｳ ﾐｸ

4 2298 前場　美優(2) 帝京安積高 4 567 佐藤　美空(2) 福島四中
ｸﾛｴ ｻｷ ﾔﾏﾅｶ ﾕｷﾉ

5 2250 黒江　彩聖(2) 学法石川高 5 2263 山中　友紀野(2) 田村高
ﾊｶﾞﾈ ﾋﾖﾘ ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ

6 4391 羽金　日陽(2) 若松三中 6 4341 馬場　理奈(2) 若松一中
ﾅｺｼ ﾐﾎ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ

7 2213 名越　美帆(2) 日大東北高 7 2251 長谷川莉子(2) 学法石川高
ｳﾁﾔﾏ ｲｵﾘ ｲｼｶﾜ ﾕﾉ

8 2247 内山　伊織(2) 学法石川高 8 2266 石川　由乃(1) 田村高
ﾈﾓﾄ ｵﾘｶ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ｱｷﾄﾞﾙ

9 2335 根本　織華(3) 安積高 9 9082 MARGARET AKIDOR(2) 開志国際高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｱﾔ ﾂﾑﾗﾔ　ﾆﾅ

10 574 渡辺　咲采(3) 福島四中 10 9106 圓谷　仁渚(1) 円谷ランナーズ

ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ ｷｸﾁ ﾏﾔ

11 2267 大森　美優(1) 田村高 11 2269 菊地　麻耶(1) 田村高
ｱｶｼ ﾐﾉﾘ ﾔﾅｲ ｶﾚﾝ

12 575 明石　実(3) 福島四中 12 2212 矢内　楓恋(2) 日大東北高
ｶﾈｺ ｺｺ ｵｵﾊﾞ ﾋﾅﾘ

13 9078 金子　紅香(3) 開志国際高 13 2264 大場　ひなり(1) 田村高
ｻﾄｳ ﾙｶ ｽｹﾞﾉ ﾐｸ

14 750 佐藤　瑠香(3) 信夫中 14 2244 菅野　未来(3) 学法石川高
ﾈﾓﾄ ﾕｲ ｽﾀﾞ ｼﾙｱ

15 2216 根本　唯(2) 日大東北高 15 3475 須田　幸彩(3) 天栄中
ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾊｾﾍﾞ ﾕｲ

16 4438 小川　陽愛(3) 若松五中 16 2270 長谷部　唯(1) 田村高
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ ｵｵｽｶﾞ ﾐｳ

17 2710 佐藤　楓(3) 安積二中 17 2242 大須賀ミウ(3) 学法石川高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般女子3000m

4月7日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾏｶﾍﾞ ﾋﾄﾐ

1 1322 眞壁　ひとみ(3) 福島東高 1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｱﾔ

2 574 渡辺　咲采(3) 福島四中 2
ｲﾄｳ ﾏﾘｱ

3 9041 伊東　舞莉彩(3) 富田中 3
ﾄﾖｺ ﾙﾅ

4 4097 豊子　留奈　(2) 喜多方桐桜高 4
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｵﾝ

5 2337 小板橋　梨音(2) 安積高 5
ﾔﾏｶﾞｲ ﾐｸ

6 1137 山貝　翠来(2) 福島高 6
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ

7 2426 斉藤　葵(2) 安積黎明高 7
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅｺ

8 3940 原田　菜々子(3) 若松商高 8
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

9 2450 佐藤　みなみ(3) 郡山東高
ﾈﾓﾄ ｵﾘｶ

10 2335 根本　織華(3) 安積高
ｻﾄｳ ﾙｶ

11 750 佐藤　瑠香(3) 信夫中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ

12 2419 遠藤　由加里(2) 光南高
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ｱｷﾄﾞﾙ

13 9082 MARGARET AKIDOR(2) 開志国際高
ｻｶﾞﾜ ｶﾘﾝ

14 2420 佐川　花梨(2) 光南高
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾅ

15 2296 藤澤　珠奈(3) 帝京安積高
ｱﾍﾞ ｱﾔｶ

16 2425 阿部　綾花(2) 安積黎明高
ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾐｶ

17 1122 長谷川笑花(3) 福島高
ｶﾈｺ ｺｺ

18 9078 金子　紅香(3) 開志国際高
ｷｸﾁ ﾘﾝ

19 1204 菊地　凛(3) 福島明成高



一般女子2000ｍSC

4月7日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｱﾘﾔ ﾒｸﾞﾐ

1 9016 有谷　萌(2) 仙台二華高 1
ﾊﾏﾂ ﾋﾏﾘ

2 2318 濱津　姫万理(2) 郡山商高 2
ｻｸﾏ ﾓﾓ

3 2339 佐久間　桃(2) 安積高 3
ｽｽﾞｷ ｺﾄﾈ

4 1595 鈴木　琴音(3) 福島東稜高 4
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅｺ

5 1597 古川　奈菜子(2) 福島東稜高 5
ｺﾝﾉ ﾅﾅ

6 9017 今野　菜那(2) 仙台二華高 6
ｸﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ

7 2430 熊田　知優(2) 安積黎明高 7
ｸﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ

8 2206 熊田　陽(3) 日大東北高 8

9

10



小学女子800m

4月7日 10:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録

ｲﾅﾓﾄ ﾏｵ

1 1 9055 稲本　真生(6) 河東学園小
ﾏﾂｳﾗ　ｴﾚﾅ ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ

2 9122 松浦　永怜奈(4) 行徳小 2 9023 齋藤　穂子(6) 小山田小
ｶﾝｹ　ｺﾄﾊ ｻﾄｳ ｶﾅ

3 9123 菅家　琴芭(4) 桃見台小 3 9061 佐藤　果奈(5) 大平小
ﾀﾙｶﾜ　ﾐﾕ ｽｽﾞｷ　ﾒｲ

4 9131 樽川　実冬(3) 開成小 4 9101 鈴木　恵愛(5) 仁井田小
ｾｷﾔﾏ ｺﾊﾈ ﾏﾙﾉ ﾅﾅｾ

5 9036 関山　恋羽(1) 桜小 5 9057 丸野 七瀬(4) 富田東小
ｲｼｲ　ﾉｱ ｻﾄｳ ﾘｵ

6 9129 石井　希愛(2) 緑ケ丘一小 6 9059 佐藤　梨央(6) 大平小
ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕｱ ｿｴﾀ　ﾕｲ

7 9136 安藤　優亜(6) 富田西小 7 9107 添田　結衣(6) 玉川一小
ｺｸﾌﾞﾝ ｺﾊﾙ ｶﾌﾞｷ ﾜｶﾊﾞ

8 9034 國分　心晴(3) 片平小 8 9022 冠木　若葉(6) 朝日が丘小
ｽｽﾞｷ　ﾐﾕ ｵﾉ ﾘｺ

9 9134 鈴木　美結(6) 富田西小 9 9024 小野　莉瑚(6) 富田東小
ｻｸﾏ　ﾘｱ ﾑﾛﾉｲ ｱﾝ

10 9133 佐久間　莉愛(6) 富田西小 10 9056 室野井　杏(6) 河東学園小
ﾀﾙｶﾜ　ｱｷ ﾓﾘ ｺﾉﾝ

11 9130 樽川　愛生(5) 開成小 11 9010 森　香乃音(5) 瀬上小
ﾌｼﾞﾀ　ｱｵｲ ﾏﾂｼﾀ　ﾕﾒﾉ

12 9135 藤田　葵衣(6) 富田西小 12 9114 松下　ゆめの(3) 石川小
ﾌﾅﾔﾏ　ｼｵﾘ ｱﾝｻﾞｲ ﾘﾝ

13 9121 船山　汐織(5) 小山田小 13 9060 安齋　凛(5) 大平小
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾘｺ ｵﾉ ﾘﾅ

14 9117 小林　璃子(5) 富田西小 14 9009 小野　莉菜(5) 福島二小
ｵﾊﾞﾀ　ﾒｲ ｱﾝｻﾞｲ ｽｽﾞ

15 9118 小幡　芽生(5) 富田西小 15 9062 安齋　紗(3) 大平小
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