
一般男子800m

4月4日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 2組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ

2 髙橋　琉輝(2) 桃陵中 2 中島　徹 広野町駅伝チーム

ｾｷﾈ ｹｲｺﾞ ｺｼﾞﾏ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ

3 関根　圭吾(2) 須賀川高 3 児島　源二郎(2) 桃陵中
ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾄ ｵﾓｶﾜ ﾖｳｽｹ

4 白石　大登(2) 富田中 4 面川　耀亮(3) 須賀川高
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

5 山田　孝志 県北陸協 5 吉田　諒矢(2) 鏡石中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｲﾜｻｷ ﾑｳﾄ

6 渡邊　悠人(1) 会津ＡＣジュニア 6 岩﨑　夢翔(3) 聖光学院高
ｵｵﾀ ﾔﾏﾄ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

7 太田　倭斗(2) 鏡石中 7 鈴木　智也(2) 郡山商高
ｷｸﾁ ﾋｭｳｷ ｶﾈｺ ｿｳ

8 菊地　飛勇樹(2) 富田中 8 金子　想(3) 天栄中

3組 4組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ

2 橋本　侑冴(3) 安積二中 2 太田　　丞(2) 福島第三中
ｱｵｷ ﾕｳﾀ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞｭ

3 青木　雄太(3) 東和中 3 橋本　大樹(2) 鏡石中
ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞﾖｼ

4 平山　俊輔(2) 若松三中 4 村上　正義(2) 鏡石中
ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲﾄ

5 中間　茂雄 水ランRedBlu's 5 菅原　海音(2) あさか開成高

ｱｲﾀﾞ ｶｹﾙ ﾂﾑﾗﾔ ﾉﾌﾞｷ

6 相田　駈琉(3) 泉崎中 6 圓谷　伸稀(3) 鏡石中
ｶﾄｳ ﾋﾛﾔ ﾔｽﾀ ｿｳﾀ

7 加藤　滉也(2) 福島第三中 7 安田　颯汰(3) 富田中
ｿｴﾀ ｺｳｼﾞ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

8 添田　晄次(3) 天栄中 8 古川　晋太郎(3) 猪苗代東中

5組 6組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

ﾋｸﾞﾁ　ｼｭﾝｽｹ

1 1 樋口　竣亮(2) 安積高
ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ ｱｶﾂｶ ｺｳﾀ

2 高橋　誠 三菱マテリアル若松 2 赤塚　耕太(3) 田村高
ｲﾁﾉｾ ﾀﾂﾉﾘ ﾀｼﾞﾘ　ｼﾝﾔ

3 一ノ瀬　辰徳 猪苗代小 3 田尻　眞也(2) 安積高
ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ ｷｸﾀ ｱﾆﾏﾙ

4 鈴木　一平(2) 日大東北高 4 菊田　亜仁丸 県北陸協
ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾙﾄ ｺｸﾌﾞﾝ ｺｼﾞﾛｳ

5 国分　悠翔(3) 若松一中 5 國分　虎次郎(3) 安積黎明高
ｸﾛｻﾜ ﾙｲ ｵｶﾞﾜ　ﾌｳｶﾞ

6 黒澤　類(2) 日大東北高 6 小川　冬凱(3) 若松三中
ｸﾁｷ ｿｳﾀﾂ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾑ

7 朽木　颯辰(3) 聖光学院高 7 本多　悠夢(3) 日大東北高
ｳﾁｲｹ　ﾀｲｷ ｶﾒﾔﾏ ｼｭﾝ

8 内池　大気(3) 小浜中 8 亀山　詢(3) 郡山商高



一般男子800m

4月4日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

ｱｻﾇﾏ ﾕｳｷ ｻﾝﾍﾟｲ ﾄﾓﾔ

1 浅沼　優樹(3) 安達高 1 三瓶　友也(3) 川内小中学園

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

2 橋本　陸(2) 郡山高 2 佐藤　雄大(2) 田村高
ﾔｷﾞﾇﾏ　ﾀｲｷ ﾆｼﾏｷ ｻｽｶﾞ

3 栁沼　大輝(3) 安積高 3 西牧　琉石(3) 田村高
ｻｲﾄｳ ｲﾁｽﾞ ｲﾄｳ　ｹｲｽｹ

4 齋藤　一筋(1) 学法石川高 4 伊藤　圭介(3) 安積高
ﾏｼｺ ﾌｳｷ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ

5 増子　風希(1) 学法石川高 5 鈴木　諒(3) 福島東高
ﾋﾗﾂｶ ｶﾅﾀ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾉｽｹ

6 平塚　空(3) 会津高 6 高橋　康之介(2) 学法石川高
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

7 松本　樹伊(1) 学法石川高 7 渡邉　優典(2) 原町高
ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ ｱﾗｱｷ ｺｳﾔ

8 有馬　悠翔(3) 緑ケ丘中 8 荒明　航也(3) 郡山高

タイムレース上位8位
順位 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般男子1500m

4月4日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 2組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1 渡邊　悠人(1) 会津ＡＣジュニア 1 本田　智士(2) 東和中
ｾｷﾈ ｹｲｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ

2 関根　圭吾(2) 須賀川高 2 渡辺　海翔(2) 矢吹中
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ ｶﾈｺ ｿｳ

3 髙橋　琉輝(2) 桃陵中 3 金子　想(3) 天栄中
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

4 佐藤　愛将(3) 塙中 4 鈴木　正徳(3) 矢吹中
ｲｼｲ ｹﾝﾄ ｲｼｲ ﾘｮｳﾄ

5 石井　健人(2) 東和中 5 石井　凌和(2) 鏡石中
ｸﾁｷ ﾊﾙﾄ ﾉｻｶ ﾘｸ

6 朽木　悠翔(1) 醸芳中 6 野坂　莉玖(3) 富田中
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

7 山田　孝志 県北陸協 7 吉田　諒矢(2) 鏡石中
ﾓﾘﾔﾏ ﾗｲﾙ ｵｵﾀ ﾔﾏﾄ

8 森山　來星(1) 原町第一中 8 太田　倭斗(2) 鏡石中
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ

9 阿部　陽斗(3) 渡利中 9 安藤　智(3) 棚倉中
ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾔ ﾓﾘﾔﾏ ｴｲﾀ

10 奥田　稔哉(2) 富田中 10 森山　栄太(3) 日大東北高
ｾﾄ ﾕｳｶﾞ ﾅｶﾏ ｼｹﾞｵ

11 瀬戸　悠雅(1) 北信中 11 中間　茂雄 水ランRedBlu's

ｻｲﾄｳ ｿｳﾏ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ

12 齋藤　蒼馬(1) 鹿島中 12 鈴木　智也(2) 郡山商高
ｳﾁﾔﾏ ﾘｸ ｺﾝﾄﾞｳ ｻｲﾔ

13 内山　遼久(2) 天栄中 13 近藤　犀也(2) 石川義塾中
ﾔﾅｲ ｼｭﾝｴｲ ｲﾁｶﾜ　ｼｭｳﾄ

14 箭内　駿瑛(2) 泉崎中 14 市川　嵩翔(3) 郡山二中
ﾐｳﾗ ﾘｸ ｳﾒﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ

15 三浦　陸(1) 須賀川三中 15 梅橋　夢大(3) 原町高

3組 4組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾏ ｻﾄｳ　ﾋﾛﾑ

1 吉田　秋真(2) 本宮一中 1 佐藤　大夢(2) 白河南中
ｿｴﾀ ｶｼﾝ ﾔﾌﾞｷ ｹﾞﾝｷ

2 添田　華紳(3) 天栄中 2 矢吹　元輝(2) 田村高
ｲﾄｳ ﾅﾅｾ ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

3 伊藤　七瀬(2) 若松一中 3 平山　俊輔(2) 若松三中
ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ

4 本多　遥流斗(2) 矢吹中 4 横山　裕貴(2) 高田中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ ｱﾗｲ ｿｳﾀ

5 渡辺　悠里(3) 北信中 5 荒井　爽汰(2) 帝京安積高
ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ ﾋﾗﾔﾏ ｼｭｳﾏ

6 佐藤　斐清(3) 鏡石中 6 平山　嵩真(2) 郡山高
ﾂﾑﾗﾔ ﾉﾌﾞｷ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾖｳ

7 圓谷　伸稀(3) 鏡石中 7 中野　翔陽(3) 矢吹中
ﾏｶﾞﾐ ｾｲﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ

8 馬上　星耶(1) Run Lab 8 安藤　圭吾(2) 白河高
ｼﾗｻｶ ﾄｱ ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

9 白坂　冬聖(3) 桃陵中 9 高橋　誠 三菱マテリアル若松

ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾄ ｱﾝﾉｳ　ﾕｳﾏ

10 矢吹　恭叶(2) 田村高 10 安濃　佑真(3) 白河南中
ﾄｶﾞﾐ ﾊｸﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ

11 戸上　博斗(3) 西郷二中 11 松本　陽太(2) 田村高
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ｼﾝｺﾞ ｱｷﾄ

12 遠藤　慧人(3) 田村高 12 新後　亮人(3) 若松一中
ｶﾝﾉ ﾊﾙﾄ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾄ

13 菅野　遥人(3) 桃陵中 13 本多　琉叶(2) 猪苗代東中
ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ ｶﾝﾀﾞ ﾀｲｾｲ

14 菊池　大翔(3) 矢吹中 14 神田　大成(2) 高田中
ﾀｶﾉ ｶｽﾞｷ ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｷ

15 高野　一輝(1) Run Lab 15 青山　陽輝(3) 本宮一中
ｺｼﾞﾏ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ

16 児島　源二郎(2) 桃陵中



一般男子1500m

4月4日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

5組 6組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ｱﾌﾞｷ ｿﾗ ﾊﾏﾂ ﾀｲﾁ

1 矢吹　蒼空(2) 田村高 1 濱津　太一(3) 日大東北高
ﾓﾘ ｱｷﾋｺ ﾏｼｺ ﾖｳﾀ

2 森　暁彦 大熊町駅伝チーム 2 増子　陽太(2) 鏡石中
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼ ﾅｶﾞｵ ｺｳﾀ

3 山田　孔志(3) 若松一中 3 長尾　虹汰(2) 鏡石中
ｻｲﾄｳ　ﾀｲﾖｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾗｳ

4 斎藤　太陽(2) 安積高 4 宮嶋　蘭羽(2) 田村高
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ｼｷﾞﾊﾗ ｿｳﾉｽｹ

5 塩澤　裕也 いずみざきTC 5 鴫原　爽之介(2) 聖光学院高
ｸﾛｻﾜ ﾙｲ ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾏ

6 黒澤　類(2) 日大東北高 6 村上　明真(1) 学法石川高
ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾊ

7 平山　健太 GLS 7 菅沼　万葉(3) 安積黎明高
ｼﾏﾈ ｼｮｳﾀ ﾖｺｲ ﾊﾔﾄ

8 嶋根　祥汰(1) 学法石川高 8 横井　隼人(2) 田村高
ﾔﾏｷ ﾊﾙ ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ

9 八巻　羽琉(1) 学法石川高 9 鈴木　一平(2) 日大東北高
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞｭ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾄ

10 橋本　大樹(2) 鏡石中 10 土屋　奏斗(3) 東和中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ｵｶﾞﾜ　ﾌｳｶﾞ

11 渡辺　黎(2) 安積黎明高 11 小川　冬凱(3) 若松三中
ｻﾄｳ ﾕｳﾜ ｻﾝﾍﾟｲ ﾊﾙﾄ

12 佐藤　優羽(3) 矢吹中 12 三瓶　暖斗(1) 学法石川高
ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾝ ﾉｻｷ ｺｳﾀ

13 藤田　紫穏(1) 学法石川高 13 野崎　考大(1) 学法石川高
ﾈﾓﾄ　ｿｳﾀ ｱｲﾀ ﾏｻﾄｼ

14 根本　聡太(3) 小浜中 14 會田　将駿(3) あさか開成高

ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺｸﾌﾞﾝ ｱﾕﾑ

15 井上　琉之亮(3) 矢吹中 15 國分　渉夢(3) 白沢中
ｿｴﾀ ﾕｳﾄ ｵｵｻﾜ ﾘｵ

16 添田　悠翔(3) 塙中 16 大澤　琉欧(1) 学法石川高

7組 8組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ｶﾝﾉ ﾕｱ ｵﾓﾄ ｹﾝ

1 菅野　優空(1) 学法石川高 1 小元　健 ＭＡＸ　ＰＪＴ

ｿｴﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

2 添田　祥平(1) 学法石川高 2 林　尚範 ＭＡＸ　ＰＪＴ

ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ

3 菅野　裕二郎(3) 学法石川高 3 太田　元紀 水ランRedBlu's

ﾃｼﾛｷﾞ ｲﾌﾞｷ ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ

4 手代木　壱吹(1) 学法石川高 4 大湊　柊翔(2) 学法石川高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ ﾓﾝﾏ ﾘｮｳﾏ

5 中島　雅隆 県南陸協 5 門馬　諒汰(3) 会津高
ﾈﾓﾄ ｼｮｳ ｻｲﾄｳ ｹﾝﾄ

6 根本　翔 Run Lab 6 齋藤　健人(1) 田村高
ｱｻﾇﾏ ﾕｳｷ ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ

7 浅沼　優樹(3) 安達高 7 福島　悠叶(1) 学法石川高
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

8 吉田　翔眞(1) 学法石川高 8 山本　崚介 ＭＡＸ　ＰＪＴ

ｺﾀｷﾘ ｶﾝﾀ ﾔﾌﾞｷ ﾋﾛｱｷ

9 小田切　幹太(2) 学法石川高 9 矢吹　博昭(3) 日大東北高
ｶｻｲ ﾀｸﾐ ｻｲﾄｳ ﾄﾜ

10 笠井　拓海 (3) 郡山商高 10 齊藤　永遠(3) 日大東北高
ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾁ ｱﾗｱｷ ｺｳﾔ

11 橋本　櫂知(1) 学法石川高 11 荒明　航也(3) 郡山高
ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ ｵｵｳﾁ ｱｻｷ

12 藤田　篤史(1) 学法石川高 12 大内　亜彩希(1) 学法石川高
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾑ ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ

13 本多　悠夢(3) 日大東北高 13 鈴木　奏真(1) 学法石川高
ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ

14 山崎　一吹(2) 学法石川高 14 山口　智規(3) 学法石川高
ｳｽﾈ ﾀｲｶﾞ ﾊﾞﾊﾞｱﾝｼﾞｪﾛ ｺｳ

15 薄根　大河(2) 学法石川高 15 馬場アンジェロ　光(1) 学法石川高
ﾐﾔｶﾜ ｼｭｳｳｾｲ ﾆｼﾏｷ ｻｽｶﾞ

16 宮川　秀成(1) 学法石川高 16 西牧　琉石(3) 田村高



一般男子1500m

4月4日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般男子3000m

4月4日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ﾏｼｺ ﾖｳﾀ

1 佐藤　悠生(2) 本宮二中 1 増子　陽太(2) 鏡石中
ｶﾝﾉ　ｼﾝﾍﾟｲ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾔ

2 菅野　心平(3) 原町一中 2 猪股　秀哉(3) 高田中
ﾎｼ ﾊﾙｷ ｱﾝﾉｳ　ﾕｳﾏ

3 星　晴希(1) 西袋中 3 安濃　佑真(3) 白河南中
ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ ﾔﾌﾞｷ ﾋﾛｱｷ

4 佐藤　斐清(3) 鏡石中 4 矢吹　博昭(3) 日大東北高
ｷﾑﾗ　ﾕｳｷ ｶﾈｺ ﾀｸﾔ

5 木村　優希(3) 白河南中 5 兼子　卓也 いずみざきTC

ｸｻｶ ﾘｸ ﾊﾏﾂ ﾀｲﾁ

6 日下　稜空(3) 石神中 6 濱津　太一(3) 日大東北高
ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞﾖｼ ｲｼﾀﾞ ｱｵﾊﾞ

7 村上　正義(2) 鏡石中 7 石田　蒼波(2) 帝京安積高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾘ ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ

8 渡辺　悠里(3) 北信中 8 川島　遥人(3) 高田中
ﾐｳﾗ　ﾕｳﾔ ﾅﾏｴ　ﾘﾝﾀﾛｳ

9 三浦　有矢 Ａプロジェクト 9 生江　倫太郎(3) 喜多方一中
ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｭｳｽｹ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

10 山本　竜輔(1) 須賀川三中 10 遠藤　莉空(3) 高田中
ﾑﾗｵｶ ﾘｸ ｻｲﾄｳ ﾄﾜ

11 村岡　璃久　(2) 行健中 11 齊藤　永遠(3) 日大東北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ｹﾝﾄ

12 渡部　勇輝(2) 高田中 12 齋藤　健人(1) 田村高
ｶﾝﾉ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾞｵ ｺｳﾀ

13 菅野　遥人(3) 桃陵中 13 長尾　虹汰(2) 鏡石中
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞｭ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

14 橋本　大樹(2) 鏡石中 14 吉田　遼太朗(3) 高田中
ｶﾈｺ　ｵｳｽｹ ｱｵｼﾏ ﾘｸ

15 金子　桜左(2) 原町一中 15 青島　大陸(2) 福島第三中
ｱﾗ ﾀﾞｲｺﾞ ｽｽﾞｷ　ｿｳﾀﾞｲ

16 荒　大悟(2) 中村一中 16 鈴木　颯大(3) 表郷中
ﾋﾛﾀ ﾐﾉﾘ ｱｷﾔﾏ ﾊﾔﾄ

17 廣田　みのり(2) 広野町駅伝チーム 17 秋山　勇人(3) 高田中
ﾊﾗﾔ ｼｭﾘ ｵﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ

18 原谷　周琳(2) 本宮二中 18 小畠　翼 会津陸協
ｳｼﾞｲｴ ﾀｸﾐ ﾋﾗｶﾞ ﾋﾛﾐﾁ

19 氏家　拓海(2) 中村一中 19 平賀　大道(3) 矢吹中
ｲｼｲ ﾖｼﾄ ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ

20 石井　慎人(3) 福島四中 20 鈴木　瑛太(3) 高田中
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼ ｻｲﾄｳ ﾘﾓﾝ

21 山田　孔志(3) 若松一中 21 齋藤　理門(3) 石川義塾中
ｼﾗｻｶ ﾄｱ ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ

22 白坂　冬聖(3) 桃陵中 22 平山　健太 GLS
ﾏｼｺ ｶｲ ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ

23 増子　　魁(3) 塙中 23 斉藤　陽一郎(3) 本宮一中
ｲｼｲ ﾘｮｳﾄ ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾂﾊﾞｻ

24 石井　凌和(2) 鏡石中 24 善方　翼(2) 帝京安積高

タイムレース上位8位
順位 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般男子5000m

4月4日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾜﾀﾙ

1 阿部　知弘 広野町駅伝チーム 1 緑川　航(2) 学法石川高
ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｸﾐ

2 鈴木　直飛(3) 会津農林高 2 中島　拓実 福島自衛隊
ﾏﾂｲ ﾗｲ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

3 松井　良威(3) あさか開成高 3 佐藤　匠 県南陸協
ﾓﾓｲ ｼｭｳｾｲ ﾌｼﾞﾀ　ｹﾝ

4 桃井　秀世 相双陸協 4 藤田　賢 白河市駅伝チーム

ｻｶｲ ﾏｻﾄ ﾆｼﾏｷ ｻｽｶﾞ

5 坂井　雅人(2) 会津工業高 5 西牧　琉石(3) 田村高
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾄ ﾏﾂｵｶ ｿｳﾏ

6 五十嵐　滉斗(2) 会津農林高 6 松岡　颯馬(2) 学法石川高
ﾎｼ ﾄﾓﾋﾛ ｾｷ ｼｵﾝ

7 星　那宥(3) 学法石川高 7 関　至恩(3) 田村高
ﾔﾍﾞ ｼﾝｾｲ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

8 矢部　神聖(3) 会津農林高 8 半澤　悠司 広野町駅伝チーム

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾀﾙ ｽｽﾞｷ　ﾀｸﾉﾘ

9 渡邊　之(2) 聖光学院高 9 鈴木　拓紀(2) 安積高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ

10 渡辺　悠斗(2) 安達高 10 中島　雅隆 県南陸協
ｲｼﾓﾘ ﾕｳﾄ ﾊﾀﾉ ﾄｼｷ

11 石森　勇翔(3) 安積黎明高 11 秦野　稔己 伊達AC
ﾈﾓﾄ ｼｮｳ ｼｵﾀ ｳﾂｷ

12 根本　翔 Run Lab 12 塩田　羽希(3) 学法石川高
ｾｷﾈ ﾀﾞｲｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱﾂｼ

13 関根　大将 広野町駅伝チーム 13 渡辺　徳 Ａプロジェクト

ﾎｼ ﾋﾛﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ

14 星　寛人 ＭＡＸ　ＰＪＴ 14 遠藤　滉己(3) 福島東高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ｱﾝｻﾞｲ　ｺｳｷ

15 渡邉　隆弘 大熊町駅伝チーム 15 安斎　孝紀 Ａプロジェクト

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

16 遠藤　　舟(3) 安達高 16 齋藤　春都(2) 学法石川高
ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾏ

17 穂積　宏幸 白河市駅伝チーム 17 川田　聖真(2) 学法石川高
ｳｻﾐ ﾕｳﾔ ﾅｶﾞｵ　ｼｭｳﾔ

18 宇佐見　祐哉 いわき陸協 18 長尾　修弥(2) 安積高
ｶﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ

19 菅野　晃大(2) 福島東高 19 根本　和佳(2) 田村高
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ ｶﾉ ﾊﾔﾄ

20 吉田　充芳 大熊町駅伝チーム 20 鹿野　捷人 楢葉中教員
ｵﾓﾄ ｹﾝ ｵｶｻﾞｷ ｺｳ

21 小元　健 ＭＡＸ　ＰＪＴ 21 岡崎　滉(2) 田村高
ﾀｶﾊｼ　ﾘﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ

22 高橋　凜(3) 会津工業高 22 渡部　智哉(2) 田村高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ

23 高橋　悠生(2) 聖光学院高 23 福田　健人 いずみざきTC

ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾉｽｹ

24 戸田　優真(3) 学法石川高 24 高橋　康之介(2) 学法石川高
ﾑﾄｳ ﾀｸﾏ ｶﾝﾉﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

25 武藤　巧真(3) 聖光学院高 25 神野藤　宏行 Ａプロジェクト

ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳﾀ

26 武田　隼斗(2) 福島東高 26 松下　竜大(2) 学法石川高
ﾐｳﾗ ﾂﾊﾞｻ ｵｵｼﾏ ﾏｻﾄﾗ

27 三浦　翼(3) 聖光学院高 27 大島　正虎(2) 学法石川高
ｵｵﾊｼ ﾃﾝ ｶﾊﾞｸﾗ ﾂｶｻ

28 大橋　天(2) 会津工業高 28 蒲倉　司(3) 田村高
ｺﾔﾉ ｼｹﾞｷ ｶﾄｳ ﾏｻｼ

29 小谷野　繁樹 福島県庁 29 加藤　将士 郡山自衛隊
ﾀｺｲ ﾋｶﾙ ｻﾄｳ ｾﾅ

30 蛸井　光 大熊町駅伝チーム 30 佐藤　聖那(3) 田村高
ﾑﾛｲ ｺｳﾀ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

31 室井　宏太(3) 安積黎明高 31 半澤　拓見 Ａプロジェクト

ﾄｳﾉｽ ﾕｳﾀ ｵﾉ ﾏﾅﾄ

32 鴇巣　佑太(2) 会津工業高 32 小野　眞那斗(3) 聖光学院高
ｳﾀｶﾞﾜ ｱﾕﾑ ﾀｹﾀﾞ ﾄﾞｳｹﾞﾝ

33 雅樂川　歩(2) 会津高 33 武田　道元(2) 田村高
ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳﾀ

34 國分　健太郎 ｻﾝｾｲ医機 34 高橋　良太 Ａプロジェクト

ｻﾄｳ ﾘｮｳ ﾀﾆｶﾜ ﾕｲﾄ

35 佐藤　涼(3) 学法石川高 35 谷川　唯人(3) 会津高
ﾑﾅｶﾀ ﾀﾞｲ

36 宗形　大 ふくしま駅伝玉川村チーム



一般男子5000m

4月4日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ

1 大和田　貴治(3) 田村高 1
ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝﾀ

2 國分　健太(2) 学法石川高 2
ｵﾆﾂｶ ﾋﾛﾄ

3 鬼塚　大翔(2) 学法石川高 3
ｻﾄｳ ｷﾗﾄ

4 佐藤　輝歩(2) 学法石川高 4
ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ

5 大湊　柊翔(2) 学法石川高 5
ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 長田　拓巳(3) 学法石川高 6
ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ

7 野口　颯汰(2) 学法石川高 7
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｾｲ

8 笹川　洸成(2) 学法石川高 8
ｵｵﾀ ﾄｱ

9 太田　翔空(3) 田村高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ

10 山口　智規(3) 学法石川高
ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ

11 菅野　裕二郎(3) 学法石川高
ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ

12 藤宮　歩(3) 学法石川高
ｼｼﾄ ﾕｳｷ

13 宍戸　結紀(3) 学法石川高
ｲｿ ｺｳｾｲ

14 磯　光清(2) 学法石川高
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

15 山田　康生(3) 学法石川高
ｵｵﾀﾜﾗ ﾘｸ

16 大田原　陸(2) 田村高
ﾔﾏｷ ﾙｲ

17 八巻　琉伊(2) 田村高
ｱﾝﾉｳ ﾋﾛﾄ

18 安濃　寛人(3) 学法石川高
ｵｷﾉ ﾘｮｳｶﾞ

19 沖野　凌我(2) 学法石川高
ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ

20 平賀　大貴(2) 学法石川高
ｱﾗｷ ﾋﾅﾙ

21 荒木　日成(3) 学法石川高
ｸﾛﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ

22 黒羽　俊輔(3) 田村高
ｳｽﾈ ﾀｲｶﾞ

23 薄根　大河(2) 学法石川高
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

24 佐藤　大介(3) 田村高
ｵｵﾊｼ ｷﾖﾊﾙ

25 大橋　清陽(2) 学法石川高
ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ

26 山崎　一吹(2) 学法石川高
ﾖｺﾀ ｾﾅ

27 横田　星那(3) 田村高
ｵﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ

28 小畠　翼 会津陸協
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ

29 伊藤　大河(3) 会津高
ｿｳﾄﾒ ﾘｮｳﾏ

30 早乙女　良真(2) 学法石川高
ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ

31 圓谷　吏生(3) 学法石川高
ｲﾜｻｷ ｱﾂﾘ

32 岩崎　淳吏(2) 学法石川高
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾝｼﾞ

33 渡辺　晋史 Ａプロジェクト

ﾄｲｵｶ ｺｵｾｲ

34 富岡　晃世(3) 田村高
ｺﾀｷﾘ ｶﾝﾀ

35 小田切　幹太(2) 学法石川高
ﾅｺｼ ﾀｸﾐ

36 名越　巧(3) 田村高



一般男子3000mSC(0.914m)

4月4日 16:00 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 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ

1 太田　元紀 水ランRedBlu's 1
ｵｸﾉ ﾖｳﾀ

2 奥野　陽太(3) 福島東高 2
ｻｲﾄｳ ﾄﾜ

3 齋藤　斗和(3) 田村高 3
ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

4 小松　凌大(3) 会津高 4
ｶｻｲ ﾀｸﾐ

5 笠井　拓海 (3) 郡山商高 5
ｱｻｲ ﾊﾔﾃ

6 浅井　颯(2) 帝京安積高 6
ｽｽﾞｷ　ｵｳｽｹ

7 鈴木　欧介(3) 安積高 7
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

8 山本　崚介 ＭＡＸ　ＰＪＴ 8
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾏ

9 橋本　友真(2) 福島東高
ｾｷﾈ ｻﾄｼ

10 関根　聡 水ランRedBlu's

ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾄ

11 齋藤　真那斗(2) 会津高
ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

12 野村　顕弘 三春町役場
ｻﾄｳ ｼﾞﾝ

13 佐藤　仁(3) 会津高



小学男子1000m

4月4日 13:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾑﾄｳ ﾀｸﾔ

1 伊東　竜星(2) 富田東小 1 武藤　拓也(6) 五百川小
ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ

2 伊東　洋哉(4) 富田東小 2 北條　晃生(5) 桑野小
ｺﾝﾅｲ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

3 根内　悠真(6) 行健二小 3 松本　大河(6) 広野小
ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ ｶﾝﾉ ﾌｳﾏ

4 佐藤　寛倫(3) 小原田小 4 菅野　楓真(6) 福島二小
ｵｵｶﾜﾗ ｺｳｷ ﾔﾅｷﾞﾀ ﾕｳｺﾞ

5 大川原　皇輝(5) 桃見台小 5 栁田　悠吾(6) 日和田小
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ ｻｻｷ ﾕｳﾄ

6 大和田　悠馬(4) 芳山小 6 佐々木　優友(5) 桜丘小
ﾐｽﾞﾉ ｿｳｷ ﾌｼﾞﾀ ﾄｷ

7 水野　奏希(5) 広野小 7 藤田　翔生(4) Run Lab
ﾜｶﾞﾂﾏ ﾕｳﾔ ﾀﾝｼﾞ ﾗｲﾄ

8 我妻　佑哉(6) 富田東小 8 丹治　頼人(5) 鎌田小
ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ

9 齋藤　壮翔(6) 美山小 9 橋本　昊來(3) 白岩小
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ ｱﾗｷ ｹﾝﾀ

10 市川　陽翔(6) 芳山小 10 荒木　絢汰(4) 桜丘小
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾏ

11 橋本　奈旺(3) 五百川小 11 橋本　悠真(6) 五百川小
ﾎｼ ﾏｻﾔ ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ

12 星　柾也(4) 西袋小 12 阿部　拓実(6) 芳賀小
ｴﾄｳ ﾀｲﾁ ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳ

13 江藤　大智(4) 芳賀小 13 鈴木　譲(6) 玉川一小
ﾏｶﾍﾞ ﾊﾙﾔ ｶﾉﾏﾀ ｱﾂｷ

14 真壁　晴也(5) 中郷小 14 鹿又　篤生(6) 五百川小
ｶﾏﾀ ﾚｵ ｸﾏﾀﾞ ｶｲﾖｳ

15 鎌田　麗央(6) 美山小 15 熊田　海陽(5) 五百川小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ ﾓﾝﾏ ﾊﾙｷ

16 小林　陽樹(6) 富田東小 16 門馬　栄希(5) 杉妻小
ｾｷﾔﾏ ﾁﾋﾛ ｸﾏﾀﾞ ﾀｲﾖｳ

17 関山　智大(1) 桜小 17 熊田　太陽(6) 五百川小
ｼｼﾄﾞ ｼｭｳﾄ

18 宍戸　秋人(4) 瀬上小

タイムレース上位8位
順位 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般女子800m

4月4日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 2組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

1 1
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｱ ｾｷ ﾁｱｷ

2 中島　優空(2) 広野町駅伝チーム 2 関　千秋(2) 須賀川高
ｴｶﾞﾜ ﾒｲ ｵﾉ ﾘｺ

3 江川　芽依(2) 喜多方一中 3 小野　莉瑚(2) 富田中
ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾙ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾅ

4 田中　恵瑠(2) 若松一中 4 若林　香里奈(1) 若松五中
ｻｻｷ ﾘｵ ﾖｼﾀﾞ ｺﾄﾐ

5 佐々木　里桜(2) 富田中 5 吉田　琴弥(2) 天栄中
ｶﾄｳ ﾌｳｶ ｷｸﾁ ﾕｷﾉ

6 加藤　楓花(2) 西袋中 6 菊池　雪乃(3) 白河二中
ｺﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｶ ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ

7 小栁　紀香 (3) 郡山商高 7 川村　明日香(2) 福島東高
ｸﾜﾊﾗ ｼﾎ ｼﾗｲ ﾙｱ

8 桑原　史歩(2) 郡山商高 8 白井　月彩(2) 富田中

3組 4組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

ﾅﾗﾊｼ　ｷﾗ ﾌｸﾓﾄ ｶﾅｻ

1 奈良橋　希空(3) 若松三中 1 福本　かなさ(3) 塙中
ｻｶｼﾀ ﾆｲﾅ ﾆｼﾏｷ ﾕｳｶ

2 坂下　新菜(2) 桃陵中 2 西間木　侑果(2) 郡山女大附高

ｻﾄｳ ｱｲﾅ ｻﾄｳ　ﾕﾅ

3 佐藤　愛称(3) 喜多方一中 3 佐藤　結夏(2) 田村高
ｻﾄｳ ﾘｵ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ

4 佐藤　梨央(2) 大平Ｄｒｅａｍ 4 小林　真弥(3) 天栄中
ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾀｶｻﾜ　ｼｵﾝ

5 吉田　彩乃(2) 泉崎中 5 高澤　詩音(3) 郡山東高
ﾅｶﾉﾒ ﾋﾏﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾅ

6 中野目　ひまり(3) 泉崎中 6 山口　小花(2) 天栄中
ｻｶｲ ﾚｲﾅ ﾑﾅｶﾀ ﾉﾎｶ

7 酒井　伶菜(3) 郡山商高 7 宗方　萌歌(1) 白河旭高
ｱｵﾔﾏ ﾐﾕｳ ｵｵﾓﾓ　ﾋﾅﾀ

8 青山　美優(3) 天栄中 8 大桃　ひなた(2) 田村高

5組 6組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

ﾎﾘｶﾈ ｱｲﾅ ﾕﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

1 堀金　遥菜(3) 若松一中 1 湯田　和未(2) 若松一中
ｽｽﾞｷ　ｻﾗ ｻｶｼﾞ ﾅﾙﾊ

2 鈴木　沙莱(1) 湯本高 2 坂路　成葉(3) 矢吹中
ｶﾄｳ ｱﾝﾘ ｱｸﾀｶﾞﾜ　ﾅﾅﾐ

3 加藤　杏梨(2) 学法石川高 3 芥川　七海(3) 若松三中
ｻｻｷ ｺﾊﾙ ﾎｼ ｽﾐﾚｺ

4 佐々木　心陽(3) 泉崎中 4 星　菫心(3) 若松三中
ｺﾝﾉ　ﾋﾅ ｱｽﾞﾐ ﾉｱ

5 紺野　陽菜(3) 原町一中 5 安住　乃茜(2) 郡山四中
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ

6 橋本　瞳(2) 日大東北高 6 安部　花穏(2) 猪苗代東中
ﾏｽｺ ﾎﾉｶ ｶﾝﾀﾞ ﾒｲ

7 益子　和乃花(3) 日大東北高 7 神田　萌衣(1) 一箕中
ｲﾀﾊﾞｼ ｷｮｳｶ ｻｸﾏ　ﾊｸｱ

8 板橋　恭佳(2) 安積黎明高 8 佐久間　珀亜(2) 田村高



一般女子800m

4月4日 09:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

ｱｶｼ ﾐﾉﾘ ｻｶｷｴﾀﾞ ﾚﾅ

1 明石　実(2) 橘高 1 榊枝　玲奈(3) 天栄中
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾅ ﾀｷﾌｶ ﾐｻｷ

2 長谷川　美花(3) 喜多方一中 2 滝深　心咲(3) 棚倉中
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾊｼﾓﾄ ﾉｱ

3 吉田　七海(3) 日大東北高 3 橋本　暖亜(3) 郡山女大附高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ ｻﾄｳ ﾐｸ

4 小林　夢花(2) 日大東北高 4 佐藤　美空(1) 学法石川高
ｳｴｷ  ﾅﾅﾐ ｵｵﾋﾗ ﾅﾅ

5 植木　七海(3) 湯本高 5 大平　水菜(3) 学法石川高
ｳｽｷ ﾋﾅﾉ ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ

6 薄　ひなの(2) 郡山女大附高 6 岡本　可蓮(1) 学法石川高
ｱﾀﾞﾁ ﾏﾎ ｾｷﾈ ﾊﾙﾅ

7 安達　茉帆(3) 日大東北高 7 関根　悠菜(3) 矢吹中
ｶﾏﾀ ﾏｵ ｻｻｷ ｻﾗ

8 鎌田　真央(2) 郡山女大附高 8 佐々木　さら(3) 郡山女大附高

タイムレース上位8位
順位 氏名 所属 記録

1

2

3

4

5

6

7

8



一般女子1500m

4月4日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ﾌﾙｶﾜ ﾌｳｶ ﾌﾙｶﾜ ﾖｳ

1 古川　楓夏(2) 鏡石中 1 古川　瑛(3) 聖光学院高
ｾｷ ﾁｱｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾊﾅ

2 関　千秋(2) 須賀川高 2 山口　小花(2) 天栄中
ｸﾏｶﾞｲ ﾈﾈ ﾎﾘｶﾈ ｱｲﾅ

3 熊谷　寧々(1) 東和中 3 堀金　遥菜(3) 若松一中
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｺﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾅ

4 菅原　心美(2) 若松一中 4 渡部　華(3) 田村高
ﾌﾙｳﾁ ｶﾅﾐ ｶﾅﾏﾙ ﾋﾒﾅ

5 古内　奏南(2) 猪苗代東中 5 金丸　姫菜(1) 学法石川高
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾔ

6 澤田　茉奈(3) 富田中 6 小林　真弥(3) 天栄中
ﾅﾗﾊｼ　ｷﾗ ﾏﾂｳﾗ ﾐｿﾗ

7 奈良橋　希空(3) 若松三中 7 松浦　美空(2) 北信中
ｶﾜﾑﾗ ｱｽｶ ｽｷﾞﾀﾆ　ﾅﾂｷ

8 川村　明日香(2) 福島東高 8 杉谷　奈都姫(2) 白河中央中
ｵｵﾄﾓ ｷｻ ｶﾝﾉ ｺｺｱ

9 大友　希咲(2) 棚倉中 9 菅野　心愛(2) 北信中
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾅ ｵｵﾓﾓ　ﾋﾅﾀ

10 若林　香里奈(1) 若松五中 10 大桃　ひなた(2) 田村高
ｱｵﾔﾏ ﾐﾕｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾑ

11 青山　美優(3) 天栄中 11 渡辺　娃夢(3) 小浜中
ﾖｼﾅﾘ ｱﾔﾅ ｼｼﾄﾞ ｽｽﾞﾅ

12 吉成　彩菜(2) 帝京安積高 12 宍戸　涼七(1) 東和中
ｱﾝｻﾞｲ ﾘﾝ ﾌﾙｶﾜ ﾌｱﾘ

13 安齋　凜(1) 二本松二中 13 古川　風愛里 (2) 郡山商高
ｽｽﾞｷ ﾒｲ ﾏｽｺ ﾎﾉｶ

14 鈴木　恵愛(1) 仁井田中 14 益子　和乃花(3) 日大東北高
ｻﾄｳ ｶﾅ ｲﾜｻｷ ｾｲﾅ

15 佐藤　果奈(1) 大平Ｄｒｅａｍ 15 岩崎　聖奈(1) 学法石川高
ｻﾄｳ ｸﾚﾅ

16 佐藤　紅菜(1) 東和中

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組 4組
ORD 氏名 所属 順位 記録 ORD 氏名 所属 順位 記録

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｶ ｳｽｷ ﾋﾅﾉ

1 山口　桃香(3) 塙中 1 薄　ひなの(2) 郡山女大附高

ｽｹﾞﾉ ｺﾉｶ ﾀﾝﾉ ｾﾅ

2 菅野　心花(3) 東和中 2 丹野　星愛(1) 信夫ヶ丘TC
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ

3 吉田　七海(3) 日大東北高 3 井澤　裕佳(1) 学法石川高
ｱﾝｻﾞｲ ｷｮｳ ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾉ

4 安齋　響(3) 二本松二中 4 小島　彩乃(3) 学法石川高
ｽｶﾞﾏ ﾘﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ

5 須釜　凛(2) 帝京安積高 5 渡部　琉楠(2) 郡山四中
ｸﾘｷ ﾉｿﾞﾐ ｸﾎﾞｷ ｱﾔ

6 栗城　希未(3) 高田中 6 久保木　彩(3) 泉崎中
ｼﾏｻﾞｷ ﾓﾓｶ ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

7 嶋崎　桃花(3) 白河二中 7 佐藤　楓(2) 安積黎明高
ﾎｼ ｽﾐﾚｺ ｾﾄ ﾕｳﾘ

8 星　菫心(3) 若松三中 8 瀬戸　悠理(1) 学法石川高
ｼｷﾞﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ ｻｸﾏ　ﾊｸｱ

9 鴫原　和心(2) 日大東北高 9 佐久間　珀亜(2) 田村高
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ

10 鈴木　裕美 県北陸協 10 山田　桃子(1) 学法石川高
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾂｷ ﾋﾗﾉ ﾕﾘ

11 寺島　夏希(3) 安積黎明高 11 平野　友梨(3) 河東学園中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ ｲｼｲ ﾏﾕ

12 小林　夢花(2) 日大東北高 12 石井　万結(2) 天栄中
ﾓﾘ ｺﾉﾝ ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ

13 森　香乃音(1) 信夫ヶ丘TC 13 大河原　萌花(3) 学法石川高
ｵﾉ ﾘﾅ ｻｶｷｴﾀﾞ ﾚﾅ

14 小野　莉菜(1) 信夫ヶ丘TC 14 榊枝　玲奈(3) 天栄中
ｻﾄｳ　ﾕﾅ ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ

15 佐藤　結夏(2) 田村高 15 岩崎　麻知子(2) 学法石川高
ｶｻﾏ ﾕｲｶ ﾀｺﾞ ｱｶﾘ

16 笠間　唯花(3) 日大東北高 16 田子 明花莉(1) 学法石川高



一般女子1500m

4月4日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
ORD 氏名 所属 順位 記録 順位 氏名 所属 記録

ｱﾀﾞﾁ ﾏﾎ

1 安達　茉帆(3) 日大東北高 1
ﾂﾑﾗﾔ ﾆﾅ

2 圓谷　仁渚(3) 石川中 2
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ

3 橋本　瞳(2) 日大東北高 3
ｷﾄﾞ ｱｲｶ

4 木戸　愛花(3) 石川中 4
ｱｸﾀｶﾞﾜ　ﾅﾅﾐ

5 芥川　七海(3) 若松三中 5
ｲﾄｳ ﾏﾘｱ

6 伊東　舞莉彩(2) 郡山女大附高 6
ｻﾄｳ ﾙｶ

7 佐藤　瑠香(2) 学法石川高 7
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ

8 近藤　美憂(3) 西郷二中 8
ﾊｼﾓﾄ ﾉｱ

9 橋本　暖亜(3) 郡山女大附高

ﾀｷﾌｶ ﾐｻｷ

10 滝深　心咲(3) 棚倉中
ｻﾄｳ ﾏﾎ

11 佐藤　舞歩(2) 西郷二中
ｷﾄﾞ ﾉﾉﾐ

12 木戸 望乃実(2) 石川中
ｻｻｷ ｻﾗ

13 佐々木　さら(3) 郡山女大附高

ﾕﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

14 湯田　和未(2) 若松一中
ﾐﾔｼﾀ ﾚﾐ

15 宮下　麗美(1) 学法石川高
ﾅﾘｻﾜ ﾕﾒｶ

16 成澤　夢叶(3) 帝京安積高



一般女子3000m

4月4日 13:45 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 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻﾉ ｱﾕﾐ

1 佐野　歩美 会津オリンパス株式会社 1
ﾋﾗｵ ｱｷｴ

2 平尾　暁絵(2) 学法石川高 2
ｱﾗｶﾜ ﾚﾅ

3 荒川　礼奈(3) 広野町駅伝チーム 3
ｼﾏｻﾞｷ ﾓﾓｶ

4 嶋崎　桃花(3) 白河二中 4
ｵｵﾓﾓ　ﾋﾅﾀ

5 大桃　ひなた(2) 田村高 5
ｲﾄｳ ﾏﾘｱ

6 伊東　舞莉彩(2) 郡山女大附高 6
ｻﾄｳ ﾙｶ

7 佐藤　瑠香(2) 学法石川高 7
ｻｶﾓﾄ ﾐｳ

8 坂本　美海(2) 広野町駅伝チーム 8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｱﾔ

9 渡辺　咲采(2) 学法石川高
ｻｸﾏ　ﾊｸｱ

10 佐久間　珀亜(2) 田村高
ﾆｼﾏｷ ｱﾝﾘ

11 西槇　杏莉(2) 学法石川高
ｵｵﾋﾗ ﾅﾅ

12 大平　水菜(3) 学法石川高
ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ

13 佐藤　陽真莉(2) 会津高
ｻﾄｳ　ﾕﾅ

14 佐藤　結夏(2) 田村高
ｶﾄｳ ｱﾝﾘ

15 加藤　杏梨(2) 学法石川高
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾅ

16 渡部　華(3) 田村高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾊﾙ

17 小林　美晴(2) 石神中
ｵｵｶﾜﾗ ﾓｴｶ

18 大河原　萌花(3) 学法石川高
ﾂﾑﾗﾔ ﾐｳ

19 圓谷　美侑(2) 学法石川高
ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ

20 岩崎　麻知子(2) 学法石川高
ﾊｼﾓﾄ ｺﾄﾐ

21 橋本　琴美(3) 西郷二中
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾉ

22 小島　彩乃(3) 学法石川高
ｷﾄﾞ ﾐﾎ

23 木戸　美帆 県南陸協
ｶﾒｵｶ ｶﾘﾝ

24 亀岡　花凛(3) 学法石川高
ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ

25 馬場　理奈(1) 会津高
ｲｼｶﾜ ﾉｱ

26 石川　乃亜(3) 石神中
ﾋﾔﾏ ﾕﾅ

27 檜山　侑那(3) 学法石川高



一般女子2000ｍSC

4月4日 15:45 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 氏名 所属 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ｻｶｲ ﾚｲﾅ

1 酒井　伶菜(3) 郡山商高 1
ｼｷﾞﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ

2 鴫原　和心(2) 日大東北高 2
ｲﾜｻﾜ ｱｶﾈ

3 岩沢　明音(2) 郡山女大附高 3
ｶﾄｳ ﾕｳﾋ

4 加藤　釉日(2) 安積黎明高 4
ｳｴｷ  ﾅﾅﾐ

5 植木　七海(3) 湯本高 5
ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ

6 佐藤　楓(2) 郡山商高 6
ｶｻﾏ ﾕｲｶ

7 笠間　唯花(3) 日大東北高 7
ｽｽﾞｷ　ｻﾗ

8 鈴木　沙莱(1) 湯本高 8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｾ

9 渡邉　七瀬(2) 安積黎明高



小学女子800m

4月4日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録

ｾｷﾔﾏ ｺﾊﾈ ﾌﾙｳﾁ ﾕｲﾅ

1 関山　恋羽(3) 桜小 1 古内　結菜(4) 桑野小
ﾊﾞﾊﾞ ﾚｲﾅ ｺｸﾌﾞﾝ ｺﾊﾙ

2 馬場　礼奈(4) 原町二小 2 國分　心晴(5) 片平小
ﾀﾙｶﾜ ｱﾔｻ ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

3 樽川　綾紗(6) 桑野小 3 吉田　楓(5) 清水小
ﾈﾓﾄ ﾅｵ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷｶ

4 根本　奈穂(5) 広野小 4 五十嵐　友姫花(4) 一箕小
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾉｱ ﾀｷﾌｶ ｺｺﾐ

5 山田　愛空(5) 東和小 5 滝深　心望(6) 棚倉小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ ﾂﾁﾔ ﾊﾂｷ

6 渡辺　日和(5) 東和小 6 土屋　初妃(6) 東和小
ｶﾉﾏﾀ ﾕｳﾘ ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅ

7 鹿又　由生李(3) 五百川小 7 熊谷　奈々(5) 東和小
ｼｶﾞ ｱｻｺ ﾎﾘｶﾈ ﾕｲ

8 志賀　安佐子(4) 広野小 8 堀金　心結(5) 会津ＡＣジュニア

ﾐｳﾗ ｶﾅ ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ

9 三浦　香愛(5) 須賀川一小 9 森山　未結(4) 須賀川一小
ｵｵﾓﾘ ﾊﾂﾞｷ ｱﾗｷ ﾕｳｶ

10 大森　葉月(5) 久之浜一小 10 荒木 優花 (6) さくらっこＲＣ

ｻｶﾓﾄ ﾙｶ ｾﾝｻﾞｷ ﾕｷ

11 坂本　瑠花(6) 広野小 11 先﨑　夢姫(6) 五百川小
ｶﾉﾏﾀ ﾘｵ ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ

12 鹿又　稟生　(4) 五百川小 12 齋藤　茜里(5) 大成小
ﾓﾘﾔﾏ ｳﾙﾊ ｺﾔﾏ ﾎﾉﾐ

13 森山　麗花(4) 原町第一小 13 小山　歩乃未(5) 白岩小
ﾀｶﾊｼ ｾﾅ

14 14 高橋　せな(6) 東和小

3組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ 氏名 所属 順位 記録 順位 氏名 所属 記録

ｳｼﾞｲｴ ﾅﾅﾐ

1 氏家 七海(6) さくらっこＲＣ 1
ｱﾝｻﾞｲ ｽｽﾞ

2 安齋　紗(5) 大平小 2
ﾏﾂｼﾀ ﾕﾒﾉ

3 松下　ゆめの(5) 石川小 3
ﾓﾘ ｺｲﾛ

4 森　恋彩(6) 信夫ヶ丘TC 4
ﾏｶﾞﾐ ﾕﾗ

5 馬上　夢桜(5) Run Lab 5
ｶﾝﾀﾞ ﾕｷﾊ

6 神田　雪羽(6) 一箕小 6
ﾐﾂﾔﾏ ｱｵｲ

7 満山　葵妃(6) 会津ＡＣジュニア 7
ｺｸﾌﾞﾝ ﾐｱ

8 國分　美杏(6) 本宮小 8
ﾏｽｺ ﾕｳﾋ

9 益子　夕姫(5) 松長小
ｱﾍﾞ ﾕﾘｱ

10 阿部　ゆりあ(6) 信夫ヶ丘TC
ｸｻｶ ﾙｶ

11 日下　琉楓(6) 石神二小
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅ

12 橋本　杷奈(5) 白岩小
ﾎｼ ﾐｽｽﾞ

13 星　微涼(6) 会津ＡＣジュニア

ｵﾉﾀﾞ ﾐｻｷ

14 小野田 美咲(6) さくらっこＲＣ


