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 第１８回 

東北高等学校女子駅伝競走大会 
 

 

日 時  平成１９年１１月８日（木） 

コース  ながい黒獅子ハーフマラソンコース 
         （山形県長井市  日本陸連公認コース） 

 

 

 

主  催  東北高等学校体育連盟 山形県 山形県教育委員会 

      東北陸上競技協会 長井市 長井市教育委員会 毎日新聞社 

後  援  （財）山形県体育協会 長井市体育協会 

主  管  東北高等学校体育連盟陸上競技部 山形県高等学校体育連盟 

      山形陸上競技協会 東北高等学校駅伝競走大会実行委員会 

 

 大会コード  男子 0７501204 

       女子 07501220 

競技場コード 067110 
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第４３回東北高等学校駅伝競走大会 

第１８回東北高等学校女子駅伝競走大会 

日 時  平成１９年１１月８日（木） 

コース  ながい黒獅子ハーフマラソンコース 

 

総 務 安孫子 元春 

男子審判長 影山  圭佑 

女子審判長 長谷川  剛 

記 録 主 任 池田  正敏 

 

男子スタート時刻  １０：３０ 

女子スタート時刻  １０：００ 

 

 

 

 

 

グランド・コンディション

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所
07/11/08 9:00 晴れ 10.0 50.0 南南西 0.6 ｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙ地点

10:00 晴れ 11.0 46.0    0.0
11:00 晴れ 14.6 38.0 北東 0.8
12:00 晴れ 20.0 34.0 南東 0.7
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主　催：東北高体連/山形県/山形県教委/東北陸協/長井市/長井市教委/毎日新聞社

後　援：(財)山形県体育協会/長井市体育協会

主　管：東北高体連陸上競技部/山形県高体連/山形陸協/東北高校駅伝実行委員会

期　日：平成１９年１１月８日

コース：ながい黒獅子ハーフマラソンコース（日本陸連公認コース）［山形県長井市］

男子総合成績 女子総合成績

順位 高　校　名 県　名 記　　録 順位 高　校　名 県　名 記　　録

1 仙台育英学園 宮　城 ２時間０７分０２秒 1 仙台育英学園 宮　城 １時間１０分２４秒

2 秋田工業 秋　田 ２時間０７分３５秒 2 青森山田 青　森 １時間１２分１５秒

3 一関学院 岩　手 ２時間０９分４５秒 3 大　曲 秋　田 １時間１２分５９秒

4 青森山田 青　森 ２時間０９分５３秒 4 いわき総合 福　島 １時間１３分１４秒

5 田　村 福　島 ２時間１０分３６秒 5 山形城北 山　形 １時間１３分４９秒

6 東　北 宮　城 ２時間１１分４３秒 6 利　府 宮　城 １時間１４分００秒

7 学法石川 福　島 ２時間１２分５３秒 7 東　北 宮　城 １時間１４分１４秒

8 酒田南 山　形 ２時間１３分０８秒 8 聖和学園 宮　城 １時間１４分２０秒

男子区間優勝者 女子区間優勝者

区間 記　　録 区間 記　　録

第１区 第１区

10.0km 6.0km

第２区 第２区

3.0km 4.0975km

第３区 第３区

8.1075km 3.0km

第４区 第４区

8.0875km 3.0km

第５区 第５区

3.0km 5.0km

第６区

5.0km

第７区

5.0km

仙台育英学園（宮城）

嶋田　くるみ[1]

仙台育英学園（宮城）

　　１４分４６秒

ウィリアム　デラング[2]

青森山田（青森）

岡本　尚文　[3]

田　村（福島）

 　 １４分５６秒

　　１６分３５秒

　　１０分０９秒

 　 　９分４１秒

仙台育英学園（宮城）

広瀬　　葉　[2]

仙台育英学園（宮城）

阿部　有香里[3]

　　２４分４２秒
仙台育英学園（宮城）

菅原　直哉　[2]
 　   ８分５５秒

仙台育英学園（宮城）

斉藤　貴志　[2]

 　 ２４分１９秒

 　 　８分３９秒 　　１４分０４秒

柏原　竜二　[3]

いわき総合（福島）

星　隆太郎　[3]

仙台育英学園（宮城）

新田　良太郎[3]

東　北（宮城）

藤森　佳世子[3]

　　　　　第４３回東北高等学校駅伝競走大会

　　　　　第１８回東北高等学校女子駅伝競走大会

 　 ２９分４９秒 　　１９分０７秒

氏名［学年］
学校名（県名）

氏名［学年］
学校名（県名）

フェリスタ　ワンジュグ[2]

青森山田（青森）
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第４３回 東北高等学校駅伝競走大会

期　日：平成１９年１１月８日（木）　１０：３０スタート 審 判 長:影山　圭佑
コース：ながい黒獅子ハーフマラソンコース 記録主任:池田　正敏

順 記録 No. チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
位 ｺﾒﾝﾄ 10.000km 3.000km 8.1075km 8.0875km 3.000km 5.000km 5.000km
1 2時間07分02秒 13仙台育英学園 橋本　隆光　[3] 星　隆太郎　[3] 川上　遼平　[3] 斉藤　貴志　[2] 菅原　直哉　[2] 長澤　　孝　[2] 土田　俊徳　[2]

渡辺　高夫 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ ﾎｼ ﾕｳﾀﾛｳ ｶﾜｶﾐ ﾖｳﾍｲ ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶｼ ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ
宮城 (4) 30:14(3) 38:53(1) 1:03:16(1) 1:27:58(1) 1:36:53(1) 1:52:01(1) 2:07:02

(4) 30:14(1) 8:39 (2) 24:23(1) 24:42(1) 8:55 (2) 15:08(3) 15:01
2 2時間07分35秒 9 秋田工業 伊藤　正樹　[3] 松嶋　宏知　[3] 佐々木　雅昭[3] 石田　健祐　[3] 髙坂　優輝　[3] 須合　拓也　[3] 堀　　正樹　[2]

大友　貴弘 ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ ｻｻｷ ﾏｻｱｷ ｲｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ ｺｳｻｶ ﾏｻｷ ｽｺﾞｳ ﾀｸﾔ ﾎﾘ ﾏｻｷ
秋田 (3) 30:04(2) 38:46(2) 1:03:20(2) 1:28:21(2) 1:37:17(2) 1:52:37(2) 2:07:35

(3) 30:04(2) 8:42 (4) 24:34(2) 25:01(2) 8:56 (4) 15:20(2) 14:58
3 2時間09分45秒 5 一関学院 柴田　和成　[3] 稲田　康希　[2] 小田島　真　[3] 藤代　晃司　[3] 佐藤　達也　[1] 佐藤　智大　[2] 鎌田　　亮　[3]

小岩　光宏 ｼﾊﾞﾀ ｶｽ゙ﾅﾘ ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ ｺﾀﾞｼﾏ ﾏｺﾄ ﾌｼﾞｼﾛ ｺｳｼ ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ｶﾏﾀ ﾘｮｳ
岩手 (9) 31:14(8) 40:04(5) 1:04:37(3) 1:30:12(3) 1:39:25(4) 1:54:40(3) 2:09:45

(9) 31:14(4) 8:50 (3) 24:33(4) 25:35(6) 9:13 (3) 15:15(4) 15:05
4 2時間09分53秒 1 青森山田 田村　優宝　[1] 立石　大祐　[3] 田村　優典　[3] 大久保　幹也[2] 坂本　雄太　[2] ｳｨﾘｱﾑ ﾃ゙ﾗﾝｸﾞ[2] 米田　紳度　[1]

二階堂　勉 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ ﾀﾃｲｼ ﾀ゙ｲｽｹ ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷﾔ ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ ｳｨﾘｱﾑ ﾃ゙ﾗﾝｸﾞ ﾖﾈﾀ ｼﾝﾀｸ
青森 (2) 29:54(1) 38:41(3) 1:04:15(4) 1:30:24(4) 1:39:35(3) 1:54:31(4) 2:09:53

(2) 29:54(3) 8:47 (10) 25:34(9) 26:09(5) 9:11 (1) 14:56(6) 15:22
5 2時間10分36秒 18田　村 佐久間　建　[1] 菊地　勝則　[3] 大山　大輔　[2] 仲野　光博　[1] 藤田　矩之　[1] 佐藤　優彰　[1] 岡本　尚文　[3]

下重　庄三 ｻｸﾏ ﾀｹﾙ ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ ｵｵﾔﾏ ﾀ゙ｲｽｹ ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ
福島 (5) 30:27(5) 39:25(6) 1:04:56(6) 1:31:06(5) 1:40:16(6) 1:55:50(5) 2:10:36

(5) 30:27(5) 8:58 (9) 25:31(10) 26:10(4) 9:10 (8) 15:34(1) 14:46
6 2時間11分43秒 15東　北 高橋　雄大　[1] 野村　光峰　[2] 新田　良太郎[3] 奈良　眞太郎[3] 横田　拓樹　[2] 三浦　仁斗　[1] 三浦　亜斗　[2]

高橋　敏之 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ゙ｲ ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾐﾈ ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾅﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ ﾐｳﾗ ｱｯﾄ
宮城 (16) 31:58(15) 41:07(7) 1:05:26(5) 1:30:49(6) 1:40:17(5) 1:55:44(6) 2:11:43

(16) 31:58(10) 9:09(1) 24:19(3) 25:23(11) 9:28(5) 15:27(13) 15:59
7 2時間12分53秒 20学法石川 松本　　淳　[2] 山口　朝和　[3] 熊田　成弥　[3] 木田　貴大　[1] 角田　寛隆　[3] 野崎　宗太郎[2] 青木　喜男　[2]

酒井　俊幸 ﾏﾂﾓﾄ ｼ゙ｭﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽ゙ ｸﾏﾀﾞ ｾｲﾔ ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｶｸﾀ ﾋﾛﾀｶ ﾉｻﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ ｱｵｷ ﾖｼｵ
福島 (7) 30:59(7) 40:02(8) 1:05:46(7) 1:31:35(7) 1:40:54(8) 1:57:12(7) 2:12:53

(7) 30:59(6) 9:03 (12) 25:44(5) 25:49(8) 9:19 (21) 16:18(8) 15:41
8 2時間13分08秒 23酒田南 佐藤　寛才　[3] 門脇　幸汰　[1] 柴田　　翔　[3] 今野　和磨　[3] 高橋　諒介　[3] 森　　　翔　[3] 今野　　駿　[3]

佐藤　玲児 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ ｺﾝﾉ ｶｽ゙ﾏ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ﾓﾘ ｼｮｳ ｺﾝﾉ ｼｭﾝ
山形 (6) 30:46(6) 40:02(9) 1:05:55(10) 1:32:20(9) 1:41:38(9) 1:57:13(8) 2:13:08

(6) 30:46(13) 9:16(14) 25:53(14) 26:25(7) 9:18 (9) 15:35(11) 15:55
9 2時間13分34秒 10大曲工業 冨岡　　司　[2] 浅利　隼太　[3] 鈴木　駿一　[2] 今野　　淳　[3] 佐々木　生吹[2] 冨岡　　巧　[2] 佐川　竜也　[3]

坪井　史樹 ﾄﾐｵｶ ﾂｶｻ ｱｻﾘ ﾊﾔﾀ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ ｺﾝﾉ ｼ゙ｭﾝ ｻｻｷ ｲﾌ゙ｷ ﾄﾐｵｶ ﾀｸﾐ ｻｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ
秋田 (8) 31:13(10) 40:42(10) 1:06:22(9) 1:32:11(10) 1:42:01(10) 1:57:53(9) 2:13:34

(8) 31:13(20) 9:29(11) 25:40(5) 25:49(18) 9:50(13) 15:52(8) 15:41
10 2時間13分45秒 19いわき総合 柏原　竜二　[3] 新妻　佑允　[1] 齋藤　昌紀　[2] 稲村　　覚　[1] 三浦　正寛　[3] 田子　祐輝　[1] 攪上　宏光　[2]

佐藤　修一 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼ゙ ﾆｲﾂﾏ ﾕｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ｲﾅﾑﾗ ｻﾄﾙ ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ ﾀｺﾞ ﾕｳｷ ｶｸｱｹﾞ ﾋﾛﾐﾂ
福島 (1) 29:49(4) 39:12(4) 1:04:30(8) 1:31:39(8) 1:41:00(7) 1:56:59(10) 2:13:45

(1) 29:49(18) 9:23(5) 25:18(21) 27:09(9) 9:21 (16) 15:59(17) 16:46
11 2時間13分54秒 24東海大学山形 遠田　将人　[3] 井澤　直樹　[3] 村山　佳悟　[1] 大河原　謙人[1] 土屋　　毅　[2] 沼沢　　忠　[3] 森谷　修平　[1]

田宮　　健 ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ ｲｻﾜ ﾅｵｷ ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺ゙ ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾀ゙ｼ ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ
山形 (17) 32:04(16) 41:25(18) 1:07:38(15) 1:33:50(14) 1:42:54(13) 1:58:24(11) 2:13:54

(17) 32:04(16) 9:21(19) 26:13(11) 26:12(3) 9:04 (6) 15:30(7) 15:30
12 2時間14分04秒 21日本大学東北 鈴木　優人　[1] 吉田　雅俊　[3] 三浦　　輝　[2] 渡部　佑樹　[3] 棚辺　康生　[1] 橘内　翔太　[3] 大内　　了　[3]

向田　祐樹 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ ﾐｳﾗ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ ｷﾂﾅｲ ｼｮｳﾀ ｵｵｳﾁ ﾘｮｳ
福島 (19) 32:25(18) 41:45(16) 1:07:12(12) 1:33:05(12) 1:42:34(12) 1:58:06(12) 2:14:04

(19) 32:25(15) 9:20(7) 25:27(7) 25:53(12) 9:29(7) 15:32(12) 15:58
13 2時間14分33秒 2 光星学院 木村　翔太　[2] 谷地中　良太[3] 段野下　幸平[3] 舘石　盛行　[3] 吹切　洋平　[2] 蛯名　聡勝　[1] 澤口　祐吾　[3]

赤間　俊勝 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ ﾔﾁﾅｶ ﾘｮｳﾀ ﾀﾞﾝﾉｼﾀ ｺｳﾍｲ ﾀﾃｲｼ ﾓﾘﾕｷ ﾌｯｷﾘ ﾖｳﾍｲ ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｳｺ゙
青森 (12) 31:38(11) 40:44(12) 1:06:33(11) 1:32:49(11) 1:42:15(11) 1:57:56(13) 2:14:33

(12) 31:38(9) 9:06 (13) 25:49(12) 26:16(10) 9:26(10) 15:41(16) 16:37
14 2時間15分03秒 14利　府 門馬　健大　[2] 佐藤　正規　[1] 熊谷　　将　[3] 高橋　裕也　[3] 宮田　竜介　[1] 斉藤　　暁　[2] 千葉　史典　[3]

木村　康樹 ﾓﾝﾏ ｹﾝﾀ ｻﾄｳ ﾏｻｷ ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｽｹ ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ ﾁﾊﾞ ﾌﾐﾉﾘ
宮城 (10) 31:24(9) 40:38(14) 1:07:05(16) 1:33:59(16) 1:43:46(15) 1:59:44(14) 2:15:03

(10) 31:24(12) 9:14(20) 26:27(19) 26:54(16) 9:47(15) 15:58(5) 15:19
15 2時間15分28秒 22福　島 吉村　友作　[2] 太田　　涼　[1] 佐藤　勝茂　[3] 佐藤　健公　[1] 丹野　北斗　[2] 渡邉　嘉彦　[2] 佐藤　圭太　[3]

三浦　武彦 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｵｵﾀ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ｶﾂｼｹ゙ ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ ﾀﾝﾉ ﾎｸﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ ｻﾄｳ ｹｲﾀ
福島 (13) 31:50(14) 41:00(11) 1:06:27(13) 1:33:10(13) 1:42:40(14) 1:58:42(15) 2:15:28

(13) 31:50(11) 9:10(7) 25:27(15) 26:43(13) 9:30(17) 16:02(17) 16:46
16 2時間16分53秒 17明　成 菅原　美郷　[3] 伊藤　将也　[3] 相嶋　大亮　[3] 石岡　勢也　[2] 松山　英俊　[1] 大久保　靖之[2] 小野寺　良　[1]

中村　　登 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ ｲﾄｳ ﾏｻﾔ ｱｲｼﾞﾏ ﾀ゙ｲｽｹ ｲｼｵｶ ｾｲﾔ ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃ゙ﾄｼ ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾕｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ
宮城 (11) 31:37(13) 40:56(13) 1:06:59(17) 1:34:14(17) 1:44:01(16) 1:59:54(16) 2:16:53

(11) 31:37(14) 9:19(15) 26:03(23) 27:15(16) 9:47(14) 15:53(23) 16:59
17 2時間16分57秒 6 盛岡工業 古舘　昭久　[3] 田村　理典　[2] 佐藤　悠介　[2] 苧側　　慎　[3] 山屋　祐樹　[3] 白石　龍司　[1] 根津　友樹　[2]

阿部　正孝 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱｷﾋｻ ﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ﾔﾏﾔ ﾕｳｷ ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｼ゙ ﾈﾂﾞ ﾕｳｷ
岩手 (15) 31:55(17) 41:41(19) 1:08:17(19) 1:35:07(18) 1:44:39(19) 2:01:12(17) 2:16:57

(15) 31:55(25) 9:46(22) 26:36(17) 26:50(14) 9:32(23) 16:33(10) 15:45
18 2時間17分12秒 11秋田中央 千田　駿弥　[2] 加藤　　大　[2] 佐藤　雄真　[3] 大塚　涼平　[3] 鈴木　一成　[1] 伊東　悠志　[2] 佐々木　佑　[3]

柴田　光蔵 ﾁﾀﾞ ﾀｶﾔ ｶﾄｳ ﾀ゙ｲ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ｶｽ゙ﾅﾘ ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ｻｻｷ ﾀｽｸ
秋田 (14) 31:52(12) 40:55(15) 1:07:05(14) 1:33:23(15) 1:43:17(17) 2:00:20(18) 2:17:12

(14) 31:52(6) 9:03 (18) 26:10(13) 26:18(19) 9:54(24) 17:03(21) 16:52
19 2時間18分01秒 7 専修大学北上 瀬川　翔太　[2] 冨手　隆蔵　[3] 樋渡　翔太　[3] 山崎　　優　[3] 吉田　勇介　[2] 佐々木　基　[2] 鈴木　康平　[2]

千田　隆幸 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ﾄﾐﾃ ﾀｶﾏｻ ﾋﾜﾀｼ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｻｻｷ ﾓﾄｼ ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ
岩手 (18) 32:21(20) 42:10(17) 1:07:31(18) 1:34:36(19) 1:45:05(18) 2:00:54(19) 2:18:01

(18) 32:21(26) 9:49(6) 25:21(20) 27:05(25) 10:29(12) 15:49(25) 17:07
20 2時間18分20秒 16古川工業 羽生　直樹　[2] 豊栄　尚也　[3] 高橋　邦幸　[3] 伊東　直之　[3] 遠藤　　祐　[2] 門脇　佑太郎[3] 菊池　恭平　[2]

斎　　康浩 ﾊﾆｭｳ ﾅｵｷ ﾄﾖｻｶ ﾅｵﾔ ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾕｷ ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾀﾛｳ ｷｸﾁ ｷｮｳﾍｲ
宮城 (24) 33:07(24) 42:30(24) 1:09:49(22) 1:35:47(22) 1:45:44(20) 2:01:31(20) 2:18:20

(24) 33:07(18) 9:23(25) 27:19(8) 25:58(21) 9:57(11) 15:47(20) 16:49
21 2時間18分48秒 3 十和田工業 原子　　涼　[1] 増渕　　岳　[3] 荒木　　成　[3] 簗場　圭佑　[2] 古川　達人　[1] 石田　　悠　[2] 山本　　譲　[3]

丸井　泰夫 ﾊﾗｺ ﾘｮｳ ﾏｽﾌﾞﾁ ｶ゙ｸ ｱﾗｷ ｼｹ゙ﾙ ﾔﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾋﾄ ｲｼﾀﾞ ﾋｻｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｽ゙ﾙ
青森 (23) 32:59(25) 42:31(22) 1:08:38(20) 1:35:21(21) 1:45:35(22) 2:01:43(21) 2:18:48

(23) 32:59(21) 9:32(16) 26:07(15) 26:43(23) 10:14(19) 16:08(24) 17:05
22 2時間18分59秒 8 盛岡中央 沖　　剛秀　[2] 藤村　晃誠　[1] 欠畑　太志　[3] 平野　雄也　[3] 荒木　達弥　[3] 齋藤　　航　[2] 熊谷　佑也　[3]

北川　　貢 ｵｷ ﾀｹﾋﾃ゙ ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ ｶｹﾊﾀ ﾀｲｼ ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ ｱﾗｷ ﾀﾂﾔ ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ
岩手 (21) 32:35(19) 42:09(21) 1:08:36(21) 1:35:47(20) 1:45:28(21) 2:01:43(22) 2:18:59

(21) 32:35(22) 9:34(20) 26:27(22) 27:11(15) 9:41(20) 16:15(26) 17:16
23 2時間19分47秒 4 八　戸 鈴木　光平　[3] 藤森　直人　[1] 野沢　好智　[2] 滝田　浩之　[3] 蹴揚　俊貴　[2] 田頭　朗央　[3] 嵯峨　駿佑　[2]

加藤　　聡 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅｵﾄ ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾄﾓ ﾀｷﾀ ﾋﾛﾕｷ ｹｱｹﾞ ﾄｼｷ ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ ｻｶﾞ ｼｭﾝｽｹ
青森 (22) 32:39(22) 42:23(20) 1:08:31(23) 1:36:27(23) 1:46:21(23) 2:02:51(23) 2:19:47

(22) 32:39(24) 9:44(17) 26:08(25) 27:56(19) 9:54(22) 16:30(22) 16:56
24 2時間21分21秒 25米沢工業 鈴木　　翔　[1] 羽賀　風野　[3] 沼部　将吾　[3] 渡邉　　大　[3] 土屋　達也　[1] 佐々木　翔　[1] 佐藤　真二　[1]

白石　栄治 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ ﾊｶﾞ ｶｻﾞﾔ ﾇﾏﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ﾂﾁﾔ ﾀﾂﾔ ｻｻｷ ｼｮｳ ｻﾄｳ ｼﾝｼ゙
山形 (25) 33:08(23) 42:29(25) 1:10:09(24) 1:36:59(24) 1:47:20(24) 2:04:35(24) 2:21:21

(25) 33:08(16) 9:21(26) 27:40(17) 26:50(24) 10:21(25) 17:15(17) 16:46
25 2時間21分46秒 26米沢中央 村田　大将　[2] 後藤　省吾　[1] 島軒　正陽　[2] 髙橋　竜太　[2] 菅野　駿之介[2] 渡部　祐治　[1] 加地　史明　[2]

澤田　賢一 ﾑﾗﾀ ﾀ゙ｲｽｹ ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺ゙ ｼﾏﾉｷ ﾏｻﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ ｶﾝﾉ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ
山形 (26) 34:52(26) 43:55(26) 1:11:12(26) 1:38:45(26) 1:49:32(26) 2:05:35(25) 2:21:46

(26) 34:52(6) 9:03 (24) 27:17(24) 27:33(26) 10:47(18) 16:03(14) 16:11
26 2時間21分51秒 12花　輪 相馬　慎吾　[3] 木村　達也　[2] 阿部　広輔　[1] 三ヶ田　和希[2] 阿部　晃之　[1] 藤原　卓也　[2] 田中　宏樹　[1]

渡邉　一郎 ｿｳﾏ ｼﾝｺ゙ ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ ﾐｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｱﾍﾞ ｺｳｼ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ
秋田 (20) 32:31(21) 42:14(23) 1:09:14(25) 1:37:51(25) 1:47:52(25) 2:05:32(26) 2:21:51

(20) 32:31(23) 9:43(23) 27:00(26) 28:37(22) 10:01(26) 17:40(15) 16:19
2時間17分07秒 27置賜混成 手塚　雄一朗[2] 安房　真沙樹[3] 黒澤　　悠　[3] 半谷　　遙　[2] 山口　廣紀　[2] 伊藤　将太　[1] 海老名　大空[2]

OPN 髙橋　麻里 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｱﾜ ﾏｻｷ ｸﾛｻﾜ ﾕｳ ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ
山形オープン (OPN) 32:27(OPN) 41:27(OPN) 1:07:27(OPN) 1:34:38(OPN) 1:44:30(OPN) 2:00:52(OPN) 2:17:07

(OPN) 32:27(OPN) 9:00(OPN) 26:00(OPN) 27:11(OPN) 9:52(OPN) 16:22(OPN) 16:15

OPN:オープン参加
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第１８回 東北高等学校女子駅伝競走大会

期　日：平成１９年１１月８日（木）　１０：００スタート 審 判 長:長谷川　剛
コース：ながい黒獅子ハーフマラソンコース 記録主任:池田　正敏

順 記録 No. チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
位 ｺﾒﾝﾄ 6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km
1 1時間10分24秒 15仙台育英学園 ﾐﾘｱﾑ　ｹﾞｼｭｰﾙ[3] 藤森　佳世子[3] 嶋田　くるみ[1] 広瀬　　葉　[2] 阿部　有香里[3]

渡辺　高夫 ﾐﾘｱﾑ ｹ゙ｼｭｰﾙ ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾖｺ ｼﾏﾀﾞ ｸﾙﾐ ﾋﾛｾ ﾖｳ ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ
宮城 (2) 19:55 (2) 33:59 (2) 44:08 (1) 53:49 (1) 1:10:24

(2) 19:55 (1) 14:04 (1) 10:09 (1) 9:41 (1) 16:35
2 1時間12分15秒 1 青森山田 ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼ゙ｭｸﾞ[2] 佐藤　真巳　[2] 鳥山　歩美　[3] 工藤　りさこ[1] 駒井　友華　[2]

大島　健治 ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼ゙ｭｸﾞ ｻﾄｳ ﾏﾐ ﾄﾘﾔﾏ ｱﾕﾐ ｸﾄﾞｳ ﾘｻｺ ｺﾏｲ ﾕｶ
青森 (1) 19:07 (1) 33:32 (1) 43:54 (2) 54:26 (2) 1:12:15

(1) 19:07 (4) 14:25 (6) 10:22 (9) 10:32 (8) 17:49
3 1時間12分59秒 10大　曲 草彅　あずさ[3] 鈴木　芽依　[2] 藤原　礼佳　[3] 高橋　今日子[3] 佐々木　有沙[3]

小野　裕子 ｸｻﾅｷﾞ ｱｽﾞｻ ｽｽﾞｷ ﾒｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ ｻｻｷ ｱﾘｻ
秋田 (3) 20:15 (3) 34:27 (4) 45:17 (4) 55:52 (3) 1:12:59

(3) 20:15 (2) 14:12 (16) 10:50(10) 10:35(3) 17:07
4 1時間13分14秒 20いわき総合 三浦　紗耶加[1] 田代　響子　[2] 蛭田　あゆみ[2] 鈴木　志歩　[2] 安田　美紗　[3]

佐藤　修一 ﾐｳﾗ ｻﾔｶ ﾀｼﾛ ｷｮｳｺ ﾋﾙﾀ ｱﾕﾐ ｽｽﾞｷ ｼﾎ ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ
福島 (4) 20:17 (4) 34:59 (3) 45:11 (3) 55:33 (4) 1:13:14

(4) 20:17 (9) 14:42 (2) 10:12 (4) 10:22 (7) 17:41
5 1時間13分49秒 25山形城北 池田　有花　[2] 五十嵐　悠　[3] 信夫　香織　[2] 大江　茉莉香[2] 山川　美里　[2]

吉田　　進 ｲｹﾀﾞ ﾕｶ ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾘ ｵｵｴ ﾏﾘｶ ﾔﾏｶﾜ ﾐｻﾄ
山形 (19) 21:44(11) 36:09(11) 46:29(8) 56:45 (5) 1:13:49

(19) 21:44(4) 14:25 (5) 10:20 (2) 10:16 (2) 17:04
6 1時間14分00秒 17利　府 櫻井　秀巳　[3] 大崎　里歩　[1] 金須　麻実　[1] 菅原　美歩　[2] 林　万理子　[2]

今野　美加代 ｻｸﾗｲ ﾋﾃ゙ﾐ ｵｵｻｷ ﾘﾎ ｷｽ ｱｻﾐ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ ﾊﾔｼ ﾏﾘｺ
宮城 (12) 21:13(8) 35:38 (6) 46:05 (5) 56:21 (6) 1:14:00

(12) 21:13(4) 14:25 (7) 10:27 (2) 10:16 (6) 17:39
7 1時間14分14秒 18東　北 小坂　明菜　[2] 加藤　美有　[1] 岩井　倫子　[3] 内田　芽生　[2] 川村　璃里　[1]

渋谷　武彦 ｺｻｶ ｱｷﾅ ｶﾄｳ ﾐﾕ ｲﾜｲ ﾐﾁｺ ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ ｶﾜﾑﾗ ﾘﾘ
宮城 (7) 20:48 (9) 35:50 (5) 46:05 (7) 56:44 (7) 1:14:14

(7) 20:48 (12) 15:02(3) 10:15 (11) 10:39(5) 17:30
8 1時間14分20秒 16聖和学園 大木戸　晴香[2] 湯目　里紗　[2] 三浦　早紀　[3] 本田　春美　[1] 皆川　ひめ那[3]

太田　　惠 ｵｵｷﾄﾞ ﾊﾙｶ ﾕﾉﾒ ﾘｻ ﾐｳﾗ ｻｷ ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾐ ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾒﾅ
宮城 (10) 21:00(10) 36:08(10) 46:27(11) 57:09(8) 1:14:20

(10) 21:00(16) 15:08(4) 10:19 (13) 10:42(4) 17:11
9 1時間14分41秒 11花　輪 田中　友麻　[3] 相川　幸乃　[3] 畠山　絵里子[1] 倍賞　杏香　[1] 小舘　彩佳　[3]

中嶋　　豊 ﾀﾅｶ ﾕﾏ ｱｲｶﾜ ﾕｷﾉ ﾊﾀｹﾔﾏ ｴﾘｺ ﾊﾞｲｼｮｳ ｷｮｳｶ ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ
秋田 (5) 20:23 (5) 35:27 (7) 46:13 (6) 56:43 (9) 1:14:41

(5) 20:23 (13) 15:04(13) 10:46(8) 10:30 (10) 17:58
10 1時間14分57秒 27上山明新館 萩生田　千紗[1] 木村　早智　[3] 太田　香奈美[3] 五十嵐　成美[2] 中原　真央　[1]

佐藤　　学 ﾊｷﾞｭｳﾀﾞ ﾁｻ ｷﾑﾗ ｻﾁ ｵｵﾀ ｶﾅﾐ ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙﾐ ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ
山形 (8) 20:52 (7) 35:32 (8) 46:14 (9) 56:58 (10) 1:14:57

(8) 20:52 (8) 14:40 (12) 10:42(14) 10:44(11) 17:59
11 1時間15分09秒 22会津学鳳 山崎　恵理香[2] 増井　　香　[3] 星　香奈子　[3] 中川　　咲　[1] 角田　桃子　[3]

雪下　良治 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ ﾏｽｲ ｶｵﾘ ﾎｼ ｶﾅｺ ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｺ
福島 (9) 20:53 (6) 35:31 (9) 46:20 (10) 57:01(11) 1:15:09

(9) 20:53 (7) 14:38 (15) 10:49(12) 10:41(12) 18:08
12 1時間15分27秒 6 花巻東 刈田　麻美　[3] 松田　真樹　[2] 刈田　丞美　[1] 杉屋敷いづみ[2] 佐藤　久留美[3]

似内　利正 ｶﾘﾀ ｱｻﾐ ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷ ｶﾘﾀ ﾂｸ゙ﾐ ｽｷﾞﾔｼｷ ｲﾂ゙ﾐ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ
岩手 (11) 21:11(13) 36:22(13) 47:03(13) 57:32(12) 1:15:27

(11) 21:11(19) 15:11(11) 10:41(7) 10:29 (9) 17:55
13 1時間15分46秒 21田　村 鈴木　柚有　[1] 正木　友香　[3] 菊地　菜津美[1] 国分　みさお[3] 佐藤　陽美　[2]

下重　庄三 ｽｽﾞｷ ﾕｳ ﾏｻｷ ﾕｶ ｷｸﾁ ﾅﾂﾐ ｺｸﾌﾞﾝ ﾐｻｵ ｻﾄｳ ｱｹﾐ
福島 (23) 22:11(14) 36:28(12) 47:02(12) 57:29(13) 1:15:46

(23) 22:11(3) 14:17 (10) 10:34(6) 10:27 (14) 18:17
14 1時間16分07秒 26東海大学山形 兵藤　麻美　[3] 佐直　菜津美[3] 須田　美里　[2] 佐藤　智夏　[2] 今野　　藍　[1]

小俣　富一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾐ ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ ｽﾀﾞ ﾐｻﾄ ｻﾄｳ ﾁｶ ｺﾝﾉ ｱｲ
山形 (22) 22:01(19) 36:51(14) 47:22(14) 57:46(14) 1:16:07

(22) 22:01(10) 14:50(9) 10:31 (5) 10:24 (16) 18:21
15 1時間17分07秒 2 光星学院 戦場　由紀乃[2] 秋山　真嬉　[1] 橋本　絵理奈[1] 大原　舞子　[2] 田中　美聡　[1]

赤間　俊勝 ｾﾝﾊﾞ ﾕｷﾉ ｱｷﾔﾏ ﾏｷ ﾊｼﾓﾄ ｴﾘﾅ ｵｵﾊﾗ ﾏｲｺ ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ
青森 (16) 21:39(18) 36:47(15) 47:41(15) 58:37(15) 1:17:07

(16) 21:39(16) 15:08(17) 10:54(15) 10:56(17) 18:30
16 1時間17分25秒 23安　達 松本　夏希　[2] 高橋　　望　[2] 田邊　　南　[2] 三浦　倫奈　[3] 髙野　美幸　[3]

渡辺　昭則 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾉｿ゙ﾐ ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ ﾐｳﾗ ﾐﾁﾅ ﾀｶﾉ ﾐﾕｷ
福島 (20) 21:47(21) 37:08(17) 47:55(18) 59:12(16) 1:17:25

(20) 21:47(21) 15:21(14) 10:47(22) 11:17(13) 18:13
17 1時間17分39秒 5 盛岡女子 長根山　綾　[1] 今井　杏菜　[1] 佐久間　未来[2] 内記　恵美　[2] 中嶌　彩音　[2]

大梶　義幸 ﾅｶﾞﾈﾔﾏ ｱﾔ ｲﾏｲ ｱﾝﾅ ｻｸﾏ ﾐｷ ﾅｲｷ ﾒｸ゙ﾐ ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ
岩手 (24) 22:22(23) 37:32(18) 48:02(16) 58:58(17) 1:17:39

(24) 22:22(18) 15:10(8) 10:30 (15) 10:56(20) 18:41
18 1時間17分58秒 28米沢中央 鈴木　美貴　[2] 鈴木　杏美　[2] 坂井　麻美　[3] 菅野　明花　[1] 須藤　千聖　[2]

澤田　賢一 ｽｽﾞｷ ﾐｷ ｽｽﾞｷ ｱｽ゙ﾐ ｻｶｲ ﾏﾐ ｶﾝﾉ ｻﾔｶ ｽﾄｳ ﾁｻﾄ
山形 (13) 21:28(12) 36:18(20) 48:19(20) 59:25(18) 1:17:58

(13) 21:28(10) 14:50(27) 12:01(19) 11:06(19) 18:33
19 1時間18分03秒 12鷹　巣 鈴木　沙織　[3] 武石　小夏　[2] 高橋　春奈　[3] 畠山　菜都美[2] 吉田　里美　[3]

児玉　弘幸 ｽｽﾞｷ ｻｵﾘ ﾀｹｲｼ ｺﾅﾂ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂﾐ ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ
秋田 (21) 21:54(22) 37:27(21) 48:22(19) 59:20(19) 1:18:03

(21) 21:54(24) 15:33(18) 10:55(17) 10:58(22) 18:43
20 1時間18分19秒 24相　馬 菅野　　翠　[2] 岡本　芳江　[2] 荒　　仁美　[2] 志賀　美咲　[2] 伏見　綾佳　[2]

三浦　善和 ｶﾝﾉ ﾐﾄ゙ﾘ ｵｶﾓﾄ ﾖｼｴ ｱﾗ ﾋﾄﾐ ｼｶﾞ ﾐｻｷ ﾌｼﾐ ｱﾔｶ
福島 (26) 22:28(25) 37:55(23) 48:53(21) 1:00:00(20) 1:18:19

(26) 22:28(23) 15:27(19) 10:58(20) 11:07(15) 18:19
21 1時間18分45秒 7 専修大学北上 佐々木　里美[2] 照井　　愛　[2] 渡邉　　舞　[2] 髙橋　沙耶加[1] 佐々木　真梨[3]

千田　昭幸 ｻｻｷ ｻﾄﾐ ﾃﾙｲ ﾒｸ゙ﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ ｻｻｷ ﾏﾘ
岩手 (14) 21:34(16) 36:41(16) 47:43(22) 1:00:14(21) 1:18:45

(14) 21:34(15) 15:07(21) 11:02(29) 12:31(18) 18:31
22 1時間19分18秒 3 八戸西 佐々木　奈緒[1] 橋本　夕佳　[1] 竹高　優那　[3] 坂井　梨乃　[2] 藤田　恵美　[2]

浅野　春樹 ｻｻｷ ﾅｵ ﾊｼﾓﾄ ﾕｶ ﾀｹﾀﾞｶ ﾕｳﾅ ｻｶｲ ﾘﾉ ﾌｼﾞﾀ ﾒｸ゙ﾐ
青森 (15) 21:37(17) 36:42(22) 48:41(24) 1:00:37(22) 1:19:18

(15) 21:37(14) 15:05(25) 11:59(28) 11:56(20) 18:41
23 1時間19分31秒 4 黒　石 花田　菜美子[2] 木村　瀬里奈[1] 渡邊　　舞　[1] 福士　紗織　[2] 長谷川　南　[1]

岡本　　洋 ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾐｺ ｷﾑﾗ ｾﾘﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ﾌｸｼ ｻｵﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ
青森 (18) 21:42(20) 37:01(24) 48:55(23) 1:00:24(23) 1:19:31

(18) 21:42(20) 15:19(24) 11:54(25) 11:29(23) 19:07
24 1時間19分36秒 19古川黎明 市川　未奈　[3] 今野　瑠美　[1] 高橋　　唯　[1] 瀬戸　　樹　[2] 吉永　有希　[2]

渡邊　英樹 ｲﾁｶﾜ ﾐﾅ ｺﾝﾉ ﾙﾐ ﾀｶﾊｼ ﾕｲ ｾﾄ ｲﾂｷ ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｷ
宮城 (6) 20:28 (15) 36:33(19) 48:04(17) 59:09(24) 1:19:36

(6) 20:28 (27) 16:05(22) 11:31(18) 11:05(27) 20:27
25 1時間20分49秒 8 盛岡第三 河井　香月　[1] 石川　史織　[2] 佐野　紗季子[1] 伊藤　瑠美　[2] 熊谷　ひろみ[2]

川戸　英夫 ｶﾜｲ ｶﾂ゙ｷ ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ ｻﾉ ｻｷｺ ｲﾄｳ ﾙﾐ ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾐ
岩手 (28) 22:47(26) 38:20(27) 50:19(26) 1:01:36(25) 1:20:49

(28) 22:47(24) 15:33(25) 11:59(22) 11:17(24) 19:13
26 1時間21分58秒 13大館国際情報 割石　真布　[2] 桜田　亜由美[3] 田中　梨紗　[1] 吉田　麻理菜[1] 畠山　舞波美[1]

大須賀　浩 ﾜﾘｲｼ ﾏﾎ ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ ﾀﾅｶ ﾘｻ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏﾅﾐ
秋田 (29) 24:05(29) 39:30(29) 51:05(28) 1:02:29(26) 1:21:58

(29) 24:05(22) 15:25(23) 11:35(24) 11:24(25) 19:29
27 1時間21分59秒 9 盛岡第四 舘澤　あかり[2] 安孫子　広菜[1] 千葉　芽生　[2] 吉田　香苗　[2] 土井尻　彩美[1]

千葉　信彦 ﾀﾃｻﾜ ｱｶﾘ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅ ﾁﾊﾞ ﾒｲ ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｴ ﾄﾞｲｼﾞﾘ ｱﾔﾐ
岩手 (17) 21:40(24) 37:46(25) 49:51(27) 1:01:39(27) 1:21:59

(17) 21:40(28) 16:06(28) 12:05(27) 11:48(26) 20:20
28 1時間22分04秒 14秋田和洋女子 加賀谷　智美[1] 小林　梨沙　[2] 瀬川　千絵　[2] 阿部　宏美　[3] 加賀谷　優　[1]

石川　傑惣 ｶｶﾞﾔ ﾄﾓﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ ｾｶﾞﾜ ﾁｴ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ ｶｶﾞﾔ ﾕｳ
秋田 (25) 22:27(28) 39:01(26) 50:00(25) 1:01:15(28) 1:22:04

(25) 22:27(29) 16:34(20) 10:59(21) 11:15(29) 20:49
29 1時間23分11秒 29山　辺 明日　詠子　[3] 後藤　香緒里[1] 川口　愛祐美[1] 駒林　　瞳　[2] 斎藤　怜美　[2]

佐藤　　吉 ﾇｸﾋ ｴｲｺ ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ
山形 (27) 22:46(27) 38:39(28) 50:55(29) 1:02:37(29) 1:23:11

(27) 22:46(26) 15:53(29) 12:16(26) 11:42(28) 20:34
1時間22分58秒 30置賜混成 遠藤　温子　[3] 小島　美帆　[2] 工藤　真由　[1] 富樫　紗季　[2] 情野　　葵　[2]

OPN 半田　　亘 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ ｺｼﾞﾏ ﾐﾎ ｸﾄﾞｳ ﾏﾕ ﾄｶﾞｼ ｻｷ ｾｲﾉ ｱｵｲ
山形オープン (OPN) 23:53(OPN) 40:07(OPN) 51:33(OPN) 1:03:02(OPN) 1:22:58

(OPN) 23:53(OPN) 16:14(OPN) 11:26(OPN) 11:29(OPN) 19:56

OPN:オープン参加
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男子高校 駅伝 順位変動表(Position Table) 
 
 
                      ⇒区間番号（内容：区間通過順位) 

順位ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名     1   2   3   4   5   6   7   記  録  備  考 

--- --- ------------ --- --- --- --- --- --- --- --------- ---------------- 

  1  13 仙台育英学園   4   3   1   1   1   1   1   2:07:02                          

  2   9 秋田工業       3   2   2   2   2   2   2   2:07:35                          

  3   5 一関学院       9   8   5   3   3   4   3   2:09:45                          

  4   1 青森山田       2   1   3   4   4   3   4   2:09:53                          

  5  18 田 村         5   5   6   6   5   6   5   2:10:36                          

  6  15 東 北        16  15   7   5   6   5   6   2:11:43                          

  7  20 学法石川       7   7   8   7   7   8   7   2:12:53                          

  8  23 酒田南         6   6   9  10   9   9   8   2:13:08                          

  9  10 大曲工業       8  10  10   9  10  10   9   2:13:34                          

 10  19 いわき総合     1   4   4   8   8   7  10   2:13:45                          

 11  24 東海大学山形  17  16  18  15  14  13  11   2:13:54                          

 12  21 日本大学東北  19  18  16  12  12  12  12   2:14:04                          

 13   2 光星学院      12  11  12  11  11  11  13   2:14:33                          

 14  14 利 府        10   9  14  16  16  15  14   2:15:03                          

 15  22 福 島        13  14  11  13  13  14  15   2:15:28                          

 16  17 明 成        11  13  13  17  17  16  16   2:16:53                          

 17   6 盛岡工業      15  17  19  19  18  19  17   2:16:57                          

 18  11 秋田中央      14  12  15  14  15  17  18   2:17:12                          

 19   7 専修大学北上  18  20  17  18  19  18  19   2:18:01                          

 20  16 古川工業      24  24  24  22  22  20  20   2:18:20                          

 21   3 十和田工業    23  25  22  20  21  22  21   2:18:48                          

 22   8 盛岡中央      21  19  21  21  20  21  22   2:18:59                          

 23   4 八 戸        22  22  20  23  23  23  23   2:19:47                          

 24  25 米沢工業      25  23  25  24  24  24  24   2:21:21                          

 25  26 米沢中央      26  26  26  26  26  26  25   2:21:46                          

 26  12 花 輪        20  21  23  25  25  25  26   2:21:51                          
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女子高校 駅伝 順位変動表(Position Table) 
 
 

                          ⇒区間番号（内容：区間通過順位) 

順位ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名         1   2   3   4   5   記  録  備  考 

--- --- ----------------- --- --- --- --- --- --------- ---------------- 

  1  15 仙台育英学園       2   2   2   1   1   1:10:24                          

  2   1 青森山田           1   1   1   2   2   1:12:15                          

  3  10 大 曲             3   3   4   4   3   1:12:59                          

  4  20 いわき総合         4   4   3   3   4   1:13:14                          

  5  25 山形城北          19  11  11   8   5   1:13:49                          

  6  17 利 府            12   8   6   5   6   1:14:00                          

  7  18 東 北             7   9   5   7   7   1:14:14                          

  8  16 聖和学園          10  10  10  11   8   1:14:20                          

  9  11 花 輪             5   5   7   6   9   1:14:41                          

 10  27 上山明新館         8   7   8   9  10   1:14:57                          

 11  22 会津学鳳           9   6   9  10  11   1:15:09                          

 12   6 花巻東            11  13  13  13  12   1:15:27                          

 13  21 田 村            23  14  12  12  13   1:15:46                          

 14  26 東海大学山形      22  19  14  14  14   1:16:07                          

 15   2 光星学院          16  18  15  15  15   1:17:07                          

 16  23 安 達            20  21  17  18  16   1:17:25                          

 17   5 盛岡女子          24  23  18  16  17   1:17:39                          

 18  28 米沢中央          13  12  20  20  18   1:17:58                          

 19  12 鷹 巣            21  22  21  19  19   1:18:03                          

 20  24 相 馬            26  25  23  21  20   1:18:19                          

 21   7 専修大学北上      14  16  16  22  21   1:18:45                          

 22   3 八戸西            15  17  22  24  22   1:19:18                          

 23   4 黒 石            18  20  24  23  23   1:19:31                          

 24  19 古川黎明           6  15  19  17  24   1:19:36                          

 25   8 盛岡第三          28  26  27  26  25   1:20:49                          

 26  13 大館国際情報学院  29  29  29  28  26   1:21:58                          

 27   9 盛岡第四          17  24  25  27  27   1:21:59                          

 28  14 秋田和洋女子      25  28  26  25  28   1:22:04                          

 29  29 山 辺            27  27  28  29  29   1:23:11                          
 



 － 7 －  

男子高校 駅伝  第１区  区間記録表   10.0km    

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   19   29:49 いわき総合   柏原 竜二 [3]      福 島・いわき総合                       29:49 (  1) 
                  佐藤 修一   ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ         
   2    1   29:54 青森山田     田村 優宝 [1]      青 森・青森山田                         29:54 (  2) 
                  二階堂 勉   ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ             
   3    9   30:04 秋田工業     伊藤 正樹 [3]      秋 田・秋田工業                         30:04 (  3) 
                  大友 貴弘   ｲﾄｳ ﾏｻｷ              
   4   13   30:14 仙台育英学園 橋本 隆光 [3]      宮 城・仙台育英学園                     30:14 (  4) 
                  渡辺 高夫   ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ            
   5   18   30:27 田 村       佐久間 建 [1]      福 島・田 村                           30:27 (  5) 
                  下重 庄三   ｻｸﾏ ﾀｹﾙ              
   6   23   30:46 酒田南       佐藤 寛才 [3]      山 形・酒田南                           30:46 (  6) 
                  佐藤 玲児   ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ             
   7   20   30:59 学法石川     松本  淳 [2]      福 島・学法石川                         30:59 (  7) 
                  酒井 俊幸   ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ            
   8   10   31:13 大曲工業     冨岡  司 [2]      秋 田・大曲工業                         31:13 (  8) 
                  坪井 史樹   ﾄﾐｵｶ ﾂｶｻ             
   9    5   31:14 一関学院     柴田 和成 [3]      岩 手・一関学院                         31:14 (  9) 
                  小岩 光宏   ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ           
  10   14   31:24 利 府       門馬 健大 [2]      宮 城・利 府                           31:24 ( 10) 
                  木村 康樹   ﾓﾝﾏ ｹﾝﾀ              
  11   17   31:37 明 成       菅原 美郷 [3]      宮 城・明 成                           31:37 ( 11) 
                  中村  登   ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ            
  12    2   31:38 光星学院     木村 翔太 [2]      青 森・光星学院                         31:38 ( 12) 
                  赤間 俊勝   ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ             
  13   22   31:50 福 島       吉村 友作 [2]      福 島・福 島                           31:50 ( 13) 
                  三浦 武彦   ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｻｸ            
  14   11   31:52 秋田中央     千田 駿弥 [2]      秋 田・秋田中央                         31:52 ( 14) 
                  柴田 光蔵   ﾁﾀﾞ ﾀｶﾔ              
  15    6   31:55 盛岡工業     古舘 昭久 [3]      岩 手・盛岡工業                         31:55 ( 15) 
                  阿部 正孝   ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱｷﾋｻ           
  16   15   31:58 東 北       高橋 雄大 [1]      宮 城・東 北                           31:58 ( 16) 
                  高橋 敏之   ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ           
  17   24   32:04 東海大学山形 遠田 将人 [3]      山 形・東海大学山形                     32:04 ( 17) 
                  田宮  健   ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ              
  18    7   32:21 専修大学北上 瀬川 翔太 [2]      岩 手・専修大学北上                     32:21 ( 18) 
                  千田 隆幸   ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ            
  19   21   32:25 日本大学東北 鈴木 優人 [1]      福 島・日本大学東北                     32:25 ( 19) 
                  向田 祐樹   ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ             
  20   12   32:31 花 輪       相馬 慎吾 [3]      秋 田・花 輪                           32:31 ( 20) 
                  渡邉 一郎   ｿｳﾏ ｼﾝｺﾞ             
  21    8   32:35 盛岡中央     沖  剛秀 [2]      岩 手・盛岡中央                         32:35 ( 21) 
                  北川  貢   ｵｷ ﾀｹﾋﾃﾞ             
  22    4   32:39 八 戸       鈴木 光平 [3]      青 森・八 戸                           32:39 ( 22) 
                  加藤  聡   ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ            
  23    3   32:59 十和田工業   原子  涼 [1]      青 森・十和田工業                       32:59 ( 23) 
                  丸井 泰夫   ﾊﾗｺ ﾘｮｳ              
  24   16   33:07 古川工業     羽生 直樹 [2]      宮 城・古川工業                         33:07 ( 24) 
                  斎  康浩   ﾊﾆｭｳ ﾅｵｷ             
  25   25   33:08 米沢工業     鈴木  翔 [1]      山 形・米沢工業                         33:08 ( 25) 
                  白石 栄治   ｽｽﾞｷ ｼｮｳ             
  26   26   34:52 米沢中央     村田 大将 [2]      山 形・米沢中央                         34:52 ( 26) 
                  澤田 賢一   ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ            
 OPN   27   32:27 置賜混成     手塚 雄一朗[2]      山 形・長 井                           32:27 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ          
                                                                      OPN: オープン参加 
 
 



 － 8 －  

男子高校 駅伝  第２区  区間記録表   3.0km                     

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   13    8:39 仙台育英学園 星 隆太郎 [3]      宮 城・仙台育英学園                     38:53 (  3) 
                  渡辺 高夫   ﾎｼ ﾕｳﾀﾛｳ             
   2    9    8:42 秋田工業     松嶋 宏知 [3]      秋 田・秋田工業                         38:46 (  2) 
                  大友 貴弘   ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ            
   3    1    8:47 青森山田     立石 大祐 [3]      青 森・青森山田                         38:41 (  1) 
                  二階堂 勉   ﾀﾃｲｼ ﾀﾞｲｽｹ           
   4    5    8:50 一関学院     稲田 康希 [2]      岩 手・一関学院                         40:04 (  8) 
                  小岩 光宏   ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ             
   5   18    8:58 田 村       菊地 勝則 [3]      福 島・田 村                           39:25 (  5) 
                  下重 庄三   ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ             
   6   11    9:03 秋田中央     加藤  大 [2]      秋 田・秋田中央                         40:55 ( 12) 
                  柴田 光蔵   ｶﾄｳ ﾀﾞｲ              
   6   20    9:03 学法石川     山口 朝和 [3]      福 島・学法石川                         40:02 (  7) 
                  酒井 俊幸   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ          
   6   26    9:03 米沢中央     後藤 省吾 [1]      山 形・米沢中央                         43:55 ( 26) 
                  澤田 賢一   ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺﾞ           
   9    2    9:06 光星学院     谷地中 良太[3]      青 森・光星学院                         40:44 ( 11) 
                  赤間 俊勝   ﾔﾁﾅｶ ﾘｮｳﾀ            
  10   15    9:09 東 北       野村 光峰 [2]      宮 城・東 北                           41:07 ( 15) 
                  高橋 敏之   ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾐﾈ             
  11   22    9:10 福 島       太田  涼 [1]      福 島・福 島                           41:00 ( 14) 
                  三浦 武彦   ｵｵﾀ ﾘｮｳ              
  12   14    9:14 利 府       佐藤 正規 [1]      宮 城・利 府                           40:38 (  9) 
                  木村 康樹   ｻﾄｳ ﾏｻｷ              
  13   23    9:16 酒田南       門脇 幸汰 [1]      山 形・酒田南                           40:02 (  6) 
                  佐藤 玲児   ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ            
  14   17    9:19 明 成       伊藤 将也 [3]      宮 城・明 成                           40:56 ( 13) 
                  中村  登   ｲﾄｳ ﾏｻﾔ              
  15   21    9:20 日本大学東北 吉田 雅俊 [3]      福 島・日本大学東北                     41:45 ( 18) 
                  向田 祐樹   ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ            
  16   24    9:21 東海大学山形 井澤 直樹 [3]      山 形・東海大学山形                     41:25 ( 16) 
                  田宮  健   ｲｻﾜ ﾅｵｷ              
  16   25    9:21 米沢工業     羽賀 風野 [3]      山 形・米沢工業                         42:29 ( 23) 
                  白石 栄治   ﾊｶﾞ ｶｻﾞﾔ             
  18   16    9:23 古川工業     豊栄 尚也 [3]      宮 城・古川工業                         42:30 ( 24) 
                  斎  康浩   ﾄﾖｻｶ ﾅｵﾔ             
  18   19    9:23 いわき総合   新妻 佑允 [1]      福 島・いわき総合                       39:12 (  4) 
                  佐藤 修一   ﾆｲﾂﾏ ﾕｳｽｹ            
  20   10    9:29 大曲工業     浅利 隼太 [3]      秋 田・大曲工業                         40:42 ( 10) 
                  坪井 史樹   ｱｻﾘ ﾊﾔﾀ              
  21    3    9:32 十和田工業   増渕  岳 [3]      青 森・十和田工業                       42:31 ( 25) 
                  丸井 泰夫   ﾏｽﾌﾞﾁ ｶﾞｸ            
  22    8    9:34 盛岡中央     藤村 晃誠 [1]      岩 手・盛岡中央                         42:09 ( 19) 
                  北川  貢   ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ           
  23   12    9:43 花 輪       木村 達也 [2]      秋 田・花 輪                           42:14 ( 21) 
                  渡邉 一郎   ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ              
  24    4    9:44 八 戸       藤森 直人 [1]      青 森・八 戸                           42:23 ( 22) 
                  加藤  聡   ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅｵﾄ            
  25    6    9:46 盛岡工業     田村 理典 [2]      岩 手・盛岡工業                         41:41 ( 17) 
                  阿部 正孝   ﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ             
  26    7    9:49 専修大学北上 冨手 隆蔵 [3]      岩 手・専修大学北上                     42:10 ( 20) 
                  千田 隆幸   ﾄﾐﾃ ﾀｶﾏｻ             
 OPN   27    9:00 置賜混成     安房 真沙樹[3]      山 形・九里学園                         41:27 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ｱﾜ ﾏｻｷ               
                                                                      OPN: オープン参加 
 
 
 



 － 9 －  

男子高校 駅伝  第３区  区間記録表   8.1075km              

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   15   24:19 東 北       新田 良太郎[3]      宮 城・東 北                         1:05:26 (  7) 
                  高橋 敏之   ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ           
   2   13   24:23 仙台育英学園 川上 遼平 [3]      宮 城・仙台育英学園                   1:03:16 (  1) 
                  渡辺 高夫   ｶﾜｶﾐ ﾖｳﾍｲ            
   3    5   24:33 一関学院     小田島 真 [3]      岩 手・一関学院                       1:04:37 (  5) 
                  小岩 光宏   ｺﾀﾞｼﾏ ﾏｺﾄ            
   4    9   24:34 秋田工業     佐々木 雅昭[3]      秋 田・秋田工業                       1:03:20 (  2) 
                  大友 貴弘   ｻｻｷ ﾏｻｱｷ             
   5   19   25:18 いわき総合   齋藤 昌紀 [2]      福 島・いわき総合                     1:04:30 (  4) 
                  佐藤 修一   ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ            
   6    7   25:21 専修大学北上 樋渡 翔太 [3]      岩 手・専修大学北上                   1:07:31 ( 17) 
                  千田 隆幸   ﾋﾜﾀｼ ｼｮｳﾀ            
   7   21   25:27 日本大学東北 三浦  輝 [2]      福 島・日本大学東北                   1:07:12 ( 16) 
                  向田 祐樹   ﾐｳﾗ ﾋｶﾙ              
   7   22   25:27 福 島       佐藤 勝茂 [3]      福 島・福 島                         1:06:27 ( 11) 
                  三浦 武彦   ｻﾄｳ ｶﾂｼｹﾞ            
   9   18   25:31 田 村       大山 大輔 [2]      福 島・田 村                         1:04:56 (  6) 
                  下重 庄三   ｵｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ           
  10    1   25:34 青森山田     田村 優典 [3]      青 森・青森山田                       1:04:15 (  3) 
                  二階堂 勉   ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ             
  11   10   25:40 大曲工業     鈴木 駿一 [2]      秋 田・大曲工業                       1:06:22 ( 10) 
                  坪井 史樹   ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ           
  12   20   25:44 学法石川     熊田 成弥 [3]      福 島・学法石川                       1:05:46 (  8) 
                  酒井 俊幸   ｸﾏﾀﾞ ｾｲﾔ             
  13    2   25:49 光星学院     段野下 幸平[3]      青 森・光星学院                       1:06:33 ( 12) 
                  赤間 俊勝   ﾀﾞﾝﾉｼﾀ ｺｳﾍｲ          
  14   23   25:53 酒田南       柴田  翔 [3]      山 形・酒田南                         1:05:55 (  9) 
                  佐藤 玲児   ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ             
  15   17   26:03 明 成       相嶋 大亮 [3]      宮 城・明 成                         1:06:59 ( 13) 
                  中村  登   ｱｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ          
  16    3   26:07 十和田工業   荒木  成 [3]      青 森・十和田工業                     1:08:38 ( 22) 
                  丸井 泰夫   ｱﾗｷ ｼｹﾞﾙ             
  17    4   26:08 八 戸       野沢 好智 [2]      青 森・八 戸                         1:08:31 ( 20) 
                  加藤  聡   ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾄﾓ            
  18   11   26:10 秋田中央     佐藤 雄真 [3]      秋 田・秋田中央                       1:07:05 ( 15) 
                  柴田 光蔵   ｻﾄｳ ﾕｳﾏ              
  19   24   26:13 東海大学山形 村山 佳悟 [1]      山 形・東海大学山形                   1:07:38 ( 18) 
                  田宮  健   ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ            
  20    8   26:27 盛岡中央     欠畑 太志 [3]      岩 手・盛岡中央                       1:08:36 ( 21) 
                  北川  貢   ｶｹﾊﾀ ﾀｲｼ             
  20   14   26:27 利 府       熊谷  将 [3]      宮 城・利 府                         1:07:05 ( 14) 
                  木村 康樹   ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳ            
  22    6   26:36 盛岡工業     佐藤 悠介 [2]      岩 手・盛岡工業                       1:08:17 ( 19) 
                  阿部 正孝   ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ             
  23   12   27:00 花 輪       阿部 広輔 [1]      秋 田・花 輪                         1:09:14 ( 23) 
                  渡邉 一郎   ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ             
  24   26   27:17 米沢中央     島軒 正陽 [2]      山 形・米沢中央                       1:11:12 ( 26) 
                  澤田 賢一   ｼﾏﾉｷ ﾏｻﾊﾙ            
  25   16   27:19 古川工業     高橋 邦幸 [3]      宮 城・古川工業                       1:09:49 ( 24) 
                  斎  康浩   ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾕｷ            
  26   25   27:40 米沢工業     沼部 将吾 [3]      山 形・米沢工業                       1:10:09 ( 25) 
                  白石 栄治   ﾇﾏﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ           
 OPN   27   26:00 置賜混成     黒澤  悠 [3]      山 形・九里学園                       1:07:27 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ｸﾛｻﾜ ﾕｳ              
                                                                      OPN: オープン参加 
 
 
 



 － 10 －  

男子高校 駅伝  第４区  区間記録表   8.0875km           

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   13   24:42 仙台育英学園 斉藤 貴志 [2]      宮 城・仙台育英学園                   1:27:58 (  1) 
                  渡辺 高夫   ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ             
   2    9   25:01 秋田工業     石田 健祐 [3]      秋 田・秋田工業                       1:28:21 (  2) 
                  大友 貴弘   ｲｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ            
   3   15   25:23 東 北       奈良 眞太郎[3]      宮 城・東 北                         1:30:49 (  5) 
                  高橋 敏之   ﾅﾗ ｼﾝﾀﾛｳ             
   4    5   25:35 一関学院     藤代 晃司 [3]      岩 手・一関学院                       1:30:12 (  3) 
                  小岩 光宏   ﾌｼﾞｼﾛ ｺｳｼ            
   5   10   25:49 大曲工業     今野  淳 [3]      秋 田・大曲工業                       1:32:11 (  9) 
                  坪井 史樹   ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝ             
   5   20   25:49 学法石川     木田 貴大 [1]      福 島・学法石川                       1:31:35 (  7) 
                  酒井 俊幸   ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ             
   7   21   25:53 日本大学東北 渡部 佑樹 [3]      福 島・日本大学東北                   1:33:05 ( 12) 
                  向田 祐樹   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ            
   8   16   25:58 古川工業     伊東 直之 [3]      宮 城・古川工業                       1:35:47 ( 22) 
                  斎  康浩   ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ             
   9    1   26:09 青森山田     大久保 幹也[2]      青 森・青森山田                       1:30:24 (  4) 
                  二階堂 勉   ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷﾔ            
  10   18   26:10 田 村       仲野 光博 [1]      福 島・田 村                         1:31:06 (  6) 
                  下重 庄三   ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ             
  11   24   26:12 東海大学山形 大河原 謙人[1]      山 形・東海大学山形                   1:33:50 ( 15) 
                  田宮  健   ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ            
  12    2   26:16 光星学院     舘石 盛行 [3]      青 森・光星学院                       1:32:49 ( 11) 
                  赤間 俊勝   ﾀﾃｲｼ ﾓﾘﾕｷ            
  13   11   26:18 秋田中央     大塚 涼平 [3]      秋 田・秋田中央                       1:33:23 ( 14) 
                  柴田 光蔵   ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾍｲ           
  14   23   26:25 酒田南       今野 和磨 [3]      山 形・酒田南                         1:32:20 ( 10) 
                  佐藤 玲児   ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾏ             
  15    3   26:43 十和田工業   簗場 圭佑 [2]      青 森・十和田工業                     1:35:21 ( 20) 
                  丸井 泰夫   ﾔﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ            
  15   22   26:43 福 島       佐藤 健公 [1]      福 島・福 島                         1:33:10 ( 13) 
                  三浦 武彦   ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ             
  17    6   26:50 盛岡工業     苧側  慎 [3]      岩 手・盛岡工業                       1:35:07 ( 19) 
                  阿部 正孝   ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ             
  17   25   26:50 米沢工業     渡邉  大 [3]      山 形・米沢工業                       1:36:59 ( 24) 
                  白石 栄治   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ            
  19   14   26:54 利 府       高橋 裕也 [3]      宮 城・利 府                         1:33:59 ( 16) 
                  木村 康樹   ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ             
  20    7   27:05 専修大学北上 山崎  優 [3]      岩 手・専修大学北上                   1:34:36 ( 18) 
                  千田 隆幸   ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ             
  21   19   27:09 いわき総合   稲村  覚 [1]      福 島・いわき総合                     1:31:39 (  8) 
                  佐藤 修一   ｲﾅﾑﾗ ｻﾄﾙ             
  22    8   27:11 盛岡中央     平野 雄也 [3]      岩 手・盛岡中央                       1:35:47 ( 21) 
                  北川  貢   ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ              
  23   17   27:15 明 成       石岡 勢也 [2]      宮 城・明 成                         1:34:14 ( 17) 
                  中村  登   ｲｼｵｶ ｾｲﾔ             
  24   26   27:33 米沢中央     髙橋 竜太 [2]      山 形・米沢中央                       1:38:45 ( 26) 
                  澤田 賢一   ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ            
  25    4   27:56 八 戸       滝田 浩之 [3]      青 森・八 戸                         1:36:27 ( 23) 
                  加藤  聡   ﾀｷﾀ ﾋﾛﾕｷ             
  26   12   28:37 花 輪       三ヶ田 和希[2]      秋 田・花 輪                         1:37:51 ( 25) 
                  渡邉 一郎   ﾐｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ            
 OPN   27   27:11 置賜混成     半谷  遥 [2]      山 形・高 畠                         1:34:38 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ             
                                                                      OPN: オープン参加 
 



 － 11 －  

男子高校 駅伝  第５区  区間記録表   3.0km           

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   13    8:55 仙台育英学園 菅原 直哉 [2]      宮 城・仙台育英学園                   1:36:53 (  1) 
                  渡辺 高夫   ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ            
   2    9    8:56 秋田工業     髙坂 優輝 [3]      秋 田・秋田工業                       1:37:17 (  2) 
                  大友 貴弘   ｺｳｻｶ ﾏｻｷ             
   3   24    9:04 東海大学山形 土屋  毅 [2]      山 形・東海大学山形                   1:42:54 ( 14) 
                  田宮  健   ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ              
   4   18    9:10 田 村       藤田 矩之 [1]      福 島・田 村                         1:40:16 (  5) 
                  下重 庄三   ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ            
   5    1    9:11 青森山田     坂本 雄太 [2]      青 森・青森山田                       1:39:35 (  4) 
                  二階堂 勉   ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ             
   6    5    9:13 一関学院     佐藤 達也 [1]      岩 手・一関学院                       1:39:25 (  3) 
                  小岩 光宏   ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ              
   7   23    9:18 酒田南       高橋 諒介 [3]      山 形・酒田南                         1:41:38 (  9) 
                  佐藤 玲児   ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ           
   8   20    9:19 学法石川     角田 寛隆 [3]      福 島・学法石川                       1:40:54 (  7) 
                  酒井 俊幸   ｶｸﾀ ﾋﾛﾀｶ             
   9   19    9:21 いわき総合   三浦 正寛 [3]      福 島・いわき総合                     1:41:00 (  8) 
                  佐藤 修一   ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ             
  10    2    9:26 光星学院     吹切 洋平 [2]      青 森・光星学院                       1:42:15 ( 11) 
                  赤間 俊勝   ﾌｯｷﾘ ﾖｳﾍｲ            
  11   15    9:28 東 北       横田 拓樹 [2]      宮 城・東 北                         1:40:17 (  6) 
                  高橋 敏之   ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ              
  12   21    9:29 日本大学東北 棚辺 康生 [1]      福 島・日本大学東北                   1:42:34 ( 12) 
                  向田 祐樹   ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ             
  13   22    9:30 福 島       丹野 北斗 [2]      福 島・福 島                         1:42:40 ( 13) 
                  三浦 武彦   ﾀﾝﾉ ﾎｸﾄ              
  14    6    9:32 盛岡工業     山屋 祐樹 [3]      岩 手・盛岡工業                       1:44:39 ( 18) 
                  阿部 正孝   ﾔﾏﾔ ﾕｳｷ              
  15    8    9:41 盛岡中央     荒木 達弥 [3]      岩 手・盛岡中央                       1:45:28 ( 20) 
                  北川  貢   ｱﾗｷ ﾀﾂﾔ              
  16   14    9:47 利 府       宮田 竜介 [1]      宮 城・利 府                         1:43:46 ( 16) 
                  木村 康樹   ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｽｹ            
  16   17    9:47 明 成       松山 英俊 [1]      宮 城・明 成                         1:44:01 ( 17) 
                  中村  登   ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ           
  18   10    9:50 大曲工業     佐々木 生吹[2]      秋 田・大曲工業                       1:42:01 ( 10) 
                  坪井 史樹   ｻｻｷ ｲﾌﾞｷ             
  19    4    9:54 八 戸       蹴揚 俊貴 [2]      青 森・八 戸                         1:46:21 ( 23) 
                  加藤  聡   ｹｱｹﾞ ﾄｼｷ             
  19   11    9:54 秋田中央     鈴木 一成 [1]      秋 田・秋田中央                       1:43:17 ( 15) 
                  柴田 光蔵   ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ           
  21   16    9:57 古川工業     遠藤  祐 [2]      宮 城・古川工業                       1:45:44 ( 22) 
                  斎  康浩   ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ             
  22   12   10:01 花 輪       阿部 晃之 [1]      秋 田・花 輪                         1:47:52 ( 25) 
                  渡邉 一郎   ｱﾍﾞ ｺｳｼ              
  23    3   10:14 十和田工業   古川 達人 [1]      青 森・十和田工業                     1:45:35 ( 21) 
                  丸井 泰夫   ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂﾋﾄ            
  24   25   10:21 米沢工業     土屋 達也 [1]      山 形・米沢工業                       1:47:20 ( 24) 
                  白石 栄治   ﾂﾁﾔ ﾀﾂﾔ              
  25    7   10:29 専修大学北上 吉田 勇介 [2]      岩 手・専修大学北上                   1:45:05 ( 19) 
                  千田 隆幸   ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            
  26   26   10:47 米沢中央     菅野 駿之介[2]      山 形・米沢中央                       1:49:32 ( 26) 
                  澤田 賢一   ｶﾝﾉ ｼｭﾝﾉｽｹ           
 OPN   27    9:52 置賜混成     山口 廣紀 [2]      山 形・九里学園                       1:44:30 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ           
                                                                      OPN: オープン参加 
 
 



 － 12 －  

男子高校 駅伝  第６区  区間記録表   5.0km                

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1    1   14:56 青森山田     ｳｨﾘｱﾑ ﾃﾞﾗﾝｸﾞ[2]      青 森・青森山田                       1:54:31 (  3) 
                  二階堂 勉   ｳｨﾘｱﾑ ﾃﾞﾗﾝｸﾞ         
   2   13   15:08 仙台育英学園 長澤  孝 [2]      宮 城・仙台育英学園                   1:52:01 (  1) 
                  渡辺 高夫   ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶｼ            
   3    5   15:15 一関学院     佐藤 智大 [2]      岩 手・一関学院                       1:54:40 (  4) 
                  小岩 光宏   ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ             
   4    9   15:20 秋田工業     須合 拓也 [3]      秋 田・秋田工業                       1:52:37 (  2) 
                  大友 貴弘   ｽｺﾞｳ ﾀｸﾔ             
   5   15   15:27 東 北       三浦 仁斗 [1]      宮 城・東 北                         1:55:44 (  5) 
                  高橋 敏之   ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ              
   6   24   15:30 東海大学山形 沼沢  忠 [3]      山 形・東海大学山形                   1:58:24 ( 13) 
                  田宮  健   ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ           
   7   21   15:32 日本大学東北 橘内 翔太 [3]      福 島・日本大学東北                   1:58:06 ( 12) 
                  向田 祐樹   ｷﾂﾅｲ ｼｮｳﾀ            
   8   18   15:34 田 村       佐藤 優彰 [1]      福 島・田 村                         1:55:50 (  6) 
                  下重 庄三   ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ             
   9   23   15:35 酒田南       森   翔 [3]      山 形・酒田南                         1:57:13 (  9) 
                  佐藤 玲児   ﾓﾘ ｼｮｳ               
  10    2   15:41 光星学院     蛯名 聡勝 [1]      青 森・光星学院                       1:57:56 ( 11) 
                  赤間 俊勝   ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ            
  11   16   15:47 古川工業     門脇 佑太郎[3]      宮 城・古川工業                       2:01:31 ( 20) 
                  斎  康浩   ｶﾄﾞﾜｷ ﾕｳﾀﾛｳ          
  12    7   15:49 専修大学北上 佐々木 基 [2]      岩 手・専修大学北上                   2:00:54 ( 18) 
                  千田 隆幸   ｻｻｷ ﾓﾄｼ              
  13   10   15:52 大曲工業     冨岡  巧 [2]      秋 田・大曲工業                       1:57:53 ( 10) 
                  坪井 史樹   ﾄﾐｵｶ ﾀｸﾐ             
  14   17   15:53 明 成       大久保 靖之[2]      宮 城・明 成                         1:59:54 ( 16) 
                  中村  登   ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾕｷ           
  15   14   15:58 利 府       斉藤  暁 [2]      宮 城・利 府                         1:59:44 ( 15) 
                  木村 康樹   ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ             
  16   19   15:59 いわき総合   田子 祐輝 [1]      福 島・いわき総合                     1:56:59 (  7) 
                  佐藤 修一   ﾀｺﾞ ﾕｳｷ              
  17   22   16:02 福 島       渡邉 嘉彦 [2]      福 島・福 島                         1:58:42 ( 14) 
                  三浦 武彦   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ           
  18   26   16:03 米沢中央     渡部 祐治 [1]      山 形・米沢中央                       2:05:35 ( 26) 
                  澤田 賢一   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ           
  19    3   16:08 十和田工業   石田  悠 [2]      青 森・十和田工業                     2:01:43 ( 22) 
                  丸井 泰夫   ｲｼﾀﾞ ﾋｻｼ             
  20    8   16:15 盛岡中央     齋藤  航 [2]      岩 手・盛岡中央                       2:01:43 ( 21) 
                  北川  貢   ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ             
  21   20   16:18 学法石川     野崎 宗太郎[2]      福 島・学法石川                       1:57:12 (  8) 
                  酒井 俊幸   ﾉｻﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ           
  22    4   16:30 八 戸       田頭 朗央 [3]      青 森・八 戸                         2:02:51 ( 23) 
                  加藤  聡   ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ          
  23    6   16:33 盛岡工業     白石 龍司 [1]      岩 手・盛岡工業                       2:01:12 ( 19) 
                  阿部 正孝   ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｼﾞ           
  24   11   17:03 秋田中央     伊東 悠志 [2]      秋 田・秋田中央                       2:00:20 ( 17) 
                  柴田 光蔵   ｲﾄｳ ﾋﾛｼ              
  25   25   17:15 米沢工業     佐々木 翔 [1]      山 形・米沢工業                       2:04:35 ( 24) 
                  白石 栄治   ｻｻｷ ｼｮｳ              
  26   12   17:40 花 輪       藤原 卓也 [2]      秋 田・花 輪                         2:05:32 ( 25) 
                  渡邉 一郎   ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ            
 OPN   27   16:22 置賜混成     伊藤 将太 [1]      山 形・九里学園                       2:00:52 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ             
                                                                      OPN: オープン参加 
 
 



 － 13 －  

男子高校 駅伝  第７区  区間記録表   5.0km            

 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考    ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   18   14:46 田 村       岡本 尚文 [3]      福 島・田 村                         2:10:36 (  5) 
                  下重 庄三   ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ            
   2    9   14:58 秋田工業     堀  正樹 [2]      秋 田・秋田工業                       2:07:35 (  2) 
                  大友 貴弘   ﾎﾘ ﾏｻｷ               
   3   13   15:01 仙台育英学園 土田 俊徳 [2]      宮 城・仙台育英学園                   2:07:02 (  1) 
                  渡辺 高夫   ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ            
   4    5   15:05 一関学院     鎌田  亮 [3]      岩 手・一関学院                       2:09:45 (  3) 
                  小岩 光宏   ｶﾏﾀ ﾘｮｳ              
   5   14   15:19 利 府       千葉 史典 [3]      宮 城・利 府                         2:15:03 ( 14) 
                  木村 康樹   ﾁﾊﾞ ﾌﾐﾉﾘ             
   6    1   15:22 青森山田     米田 紳度 [1]      青 森・青森山田                       2:09:53 (  4) 
                  二階堂 勉   ﾖﾈﾀ ｼﾝﾀｸ             
   7   24   15:30 東海大学山形 森谷 修平 [1]      山 形・東海大学山形                   2:13:54 ( 11) 
                  田宮  健   ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ            
   8   10   15:41 大曲工業     佐川 竜也 [3]      秋 田・大曲工業                       2:13:34 (  9) 
                  坪井 史樹   ｻｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ             
   8   20   15:41 学法石川     青木 喜男 [2]      福 島・学法石川                       2:12:53 (  7) 
                  酒井 俊幸   ｱｵｷ ﾖｼｵ              
  10    6   15:45 盛岡工業     根津 友樹 [2]      岩 手・盛岡工業                       2:16:57 ( 17) 
                  阿部 正孝   ﾈﾂﾞ ﾕｳｷ              
  11   23   15:55 酒田南       今野  駿 [3]      山 形・酒田南                         2:13:08 (  8) 
                  佐藤 玲児   ｺﾝﾉ ｼｭﾝ              
  12   21   15:58 日本大学東北 大内  了 [3]      福 島・日本大学東北                   2:14:04 ( 12) 
                  向田 祐樹   ｵｵｳﾁ ﾘｮｳ             
  13   15   15:59 東 北       三浦 亜斗 [2]      宮 城・東 北                         2:11:43 (  6) 
                  高橋 敏之   ﾐｳﾗ ｱｯﾄ              
  14   26   16:11 米沢中央     加地 史明 [2]      山 形・米沢中央                       2:21:46 ( 25) 
                  澤田 賢一   ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ             
  15   12   16:19 花 輪       田中 宏樹 [1]      秋 田・花 輪                         2:21:51 ( 26) 
                  渡邉 一郎   ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ              
  16    2   16:37 光星学院     澤口 祐吾 [3]      青 森・光星学院                       2:14:33 ( 13) 
                  赤間 俊勝   ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｳｺﾞ           
  17   19   16:46 いわき総合   撹上 宏光 [2]      福 島・いわき総合                     2:13:45 ( 10) 
                  佐藤 修一   ｶｸｱｹﾞ ﾋﾛﾐﾂ           
  17   22   16:46 福 島       佐藤 圭太 [3]      福 島・福 島                         2:15:28 ( 15) 
                  三浦 武彦   ｻﾄｳ ｹｲﾀ              
  17   25   16:46 米沢工業     佐藤 真二 [1]      山 形・米沢工業                       2:21:21 ( 24) 
                  白石 栄治   ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ             
  20   16   16:49 古川工業     菊池 恭平 [2]      宮 城・古川工業                       2:18:20 ( 20) 
                  斎  康浩   ｷｸﾁ ｷｮｳﾍｲ            
  21   11   16:52 秋田中央     佐々木 佑 [3]      秋 田・秋田中央                       2:17:12 ( 18) 
                  柴田 光蔵   ｻｻｷ ﾀｽｸ              
  22    4   16:56 八 戸       嵯峨 駿佑 [2]      青 森・八 戸                         2:19:47 ( 23) 
                  加藤  聡   ｻｶﾞ ｼｭﾝｽｹ            
  23   17   16:59 明 成       小野寺 良 [1]      宮 城・明 成                         2:16:53 ( 16) 
                  中村  登   ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ            
  24    3   17:05 十和田工業   山本  譲 [3]      青 森・十和田工業                     2:18:48 ( 21) 
                  丸井 泰夫   ﾔﾏﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ            
  25    7   17:07 専修大学北上 鈴木 康平 [2]      岩 手・専修大学北上                   2:18:01 ( 19) 
                  千田 隆幸   ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ            
  26    8   17:16 盛岡中央     熊谷 佑也 [3]      岩 手・盛岡中央                       2:18:59 ( 22) 
                  北川  貢   ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ            
 OPN   27   16:15 置賜混成     海老名 大空[2]      山 形・長 井                         2:17:07 (OPN) 
                  髙橋 麻里   ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ             
                                                                      OPN: オープン参加 
 



 － 14 －  

女子高校 駅伝  第１区  区間記録表   6.0km            

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名         競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考     ﾁｰﾑ記録  順位  
   1    1   19:07 青森山田         ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ[2]    青 森・青森山田                         19:07 (  1) 
                  大島 健治       ﾌｪﾘｽﾀ ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ       
   2   15   19:55 仙台育英学園     ﾐﾘｱﾑ ｹﾞｼｭｰﾙ[3]      宮 城・仙台育英学園                     19:55 (  2) 
                  渡辺 高夫       ﾐﾘｱﾑ ｹﾞｼｭｰﾙ          
   3   10   20:15 大 曲           草彅 あずさ[3]      秋 田・大 曲                           20:15 (  3) 
                  小野 裕子       ｸｻﾅｷﾞ ｱｽﾞｻ           
   4   20   20:17 いわき総合       三浦 紗耶加[1]      福 島・いわき総合                       20:17 (  4) 
                  佐藤 修一       ﾐｳﾗ ｻﾔｶ              
   5   11   20:23 花 輪           田中 友麻 [3]      秋 田・花 輪                           20:23 (  5) 
                  中嶋  豊       ﾀﾅｶ ﾕﾏ               
   6   19   20:28 古川黎明         市川 未奈 [3]      宮 城・古川黎明                         20:28 (  6) 
                  渡邊 英樹       ｲﾁｶﾜ ﾐﾅ              
   7   18   20:48 東 北           小坂 明菜 [2]      宮 城・東 北                           20:48 (  7) 
                  渋谷 武彦       ｺｻｶ ｱｷﾅ              
   8   27   20:52 上山明新館       萩生田 千紗[1]      山 形・上山明新館                       20:52 (  8) 
                  佐藤  学       ﾊｷﾞｭｳﾀﾞ ﾁｻ           
   9   22   20:53 会津学鳳         山崎 恵理香[2]      福 島・会津学鳳                         20:53 (  9) 
                  雪下 良治       ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ            
  10   16   21:00 聖和学園         大木戸 晴香[2]      宮 城・聖和学園                         21:00 ( 10) 
                  太田  惠       ｵｵｷﾄﾞ ﾊﾙｶ            
  11    6   21:11 花巻東           刈田 麻美 [3]      岩 手・花巻東                           21:11 ( 11) 
                  似内 利正       ｶﾘﾀ ｱｻﾐ              
  12   17   21:13 利 府           櫻井 秀巳 [3]      宮 城・利 府                           21:13 ( 12) 
                  今野 美加代     ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾐ            
  13   28   21:28 米沢中央         鈴木 美貴 [2]      山 形・米沢中央                         21:28 ( 13) 
                  澤田 賢一       ｽｽﾞｷ ﾐｷ              
  14    7   21:34 専修大学北上     佐々木 里美[2]      岩 手・専修大学北上                     21:34 ( 14) 
                  千田 昭幸       ｻｻｷ ｻﾄﾐ              
  15    3   21:37 八戸西           佐々木 奈緒[1]      青 森・八戸西                           21:37 ( 15) 
                  浅野 春樹       ｻｻｷ ﾅｵ               
  16    2   21:39 光星学院         戦場 由紀乃[2]      青 森・光星学院                         21:39 ( 16) 
                  赤間 俊勝       ｾﾝﾊﾞ ﾕｷﾉ             
  17    9   21:40 盛岡第四         舘澤 あかり[2]      岩 手・盛岡第四                         21:40 ( 17) 
                  千葉 信彦       ﾀﾃｻﾜ ｱｶﾘ             
  18    4   21:42 黒 石           花田 菜美子[2]      青 森・黒 石                           21:42 ( 18) 
                  岡本  洋       ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾐｺ             
  19   25   21:44 山形城北         池田 有花 [2]      山 形・山形城北                         21:44 ( 19) 
                  吉田  進       ｲｹﾀﾞ ﾕｶ              
  20   23   21:47 安 達           松本 夏希 [2]      福 島・安 達                           21:47 ( 20) 
                  渡辺 昭則       ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ             
  21   12   21:54 鷹 巣           鈴木 沙織 [3]      秋 田・鷹 巣                           21:54 ( 21) 
                  児玉 弘幸       ｽｽﾞｷ ｻｵﾘ             
  22   26   22:01 東海大学山形     兵藤 麻美 [3]      山 形・東海大学山形                     22:01 ( 22) 
                  小俣 富一       ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾐ            
  23   21   22:11 田 村           鈴木 柚有 [1]      福 島・田 村                           22:11 ( 23) 
                  下重 庄三       ｽｽﾞｷ ﾕｳ              
  24    5   22:22 盛岡女子         長根山 綾 [1]      岩 手・盛岡女子                         22:22 ( 24) 
                  大梶 義幸       ﾅｶﾞﾈﾔﾏ ｱﾔ            
  25   14   22:27 秋田和洋女子     加賀谷 智美[1]      秋 田・秋田和洋女子                     22:27 ( 25) 
                  石川 傑惣       ｶｶﾞﾔ ﾄﾓﾐ             
  26   24   22:28 相 馬           菅野  翠 [2]      福 島・相 馬                           22:28 ( 26) 
                  三浦 善和       ｶﾝﾉ ﾐﾄﾞﾘ             
  27   29   22:46 山 辺           明日 詠子 [3]      山 形・山 辺                           22:46 ( 27) 
                  佐藤  吉       ﾇｸﾋ ｴｲｺ              
  28    8   22:47 盛岡第三         河井 香月 [1]      岩 手・盛岡第三                         22:47 ( 28) 
                  川戸 英夫       ｶﾜｲ ｶﾂﾞｷ             
  29   13   24:05 大館国際情報学院 割石 真布 [2]      秋 田・大館国際情報学院                 24:05 ( 29) 
                  大須賀 浩       ﾜﾘｲｼ ﾏﾎ              
 OPN   30   23:53 置賜混成         遠藤 温子 [3]      山 形・高 畠                           23:53 (OPN) 
                  半田  亘       ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ            
                                                                      OPN: オープン参加 



 － 15 －  

女子高校 駅伝  第２区  区間記録表   4.0975km             

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名         競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考     ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   15   14:04 仙台育英学園     藤森 佳世子[3]      宮 城・仙台育英学園                     33:59 (  2) 
                  渡辺 高夫       ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾖｺ            
   2   10   14:12 大 曲           鈴木 芽依 [2]      秋 田・大 曲                           34:27 (  3) 
                  小野 裕子       ｽｽﾞｷ ﾒｲ              
   3   21   14:17 田 村           正木 友香 [3]      福 島・田 村                           36:28 ( 14) 
                  下重 庄三       ﾏｻｷ ﾕｶ               
   4    1   14:25 青森山田         佐藤 真巳 [2]      青 森・青森山田                         33:32 (  1) 
                  大島 健治       ｻﾄｳ ﾏﾐ               
   4   17   14:25 利 府           大崎 里歩 [1]      宮 城・利 府                           35:38 (  8) 
                  今野 美加代     ｵｵｻｷ ﾘﾎ              
   4   25   14:25 山形城北         五十嵐 悠 [3]      山 形・山形城北                         36:09 ( 11) 
                  吉田  進       ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ            
   7   22   14:38 会津学鳳         増井  香 [3]      福 島・会津学鳳                         35:31 (  6) 
                  雪下 良治       ﾏｽｲ ｶｵﾘ              
   8   27   14:40 上山明新館       木村 早智 [3]      山 形・上山明新館                       35:32 (  7) 
                  佐藤  学       ｷﾑﾗ ｻﾁ               
   9   20   14:42 いわき総合       田代 響子 [2]      福 島・いわき総合                       34:59 (  4) 
                  佐藤 修一       ﾀｼﾛ ｷｮｳｺ             
  10   26   14:50 東海大学山形     佐直 菜津美[3]      山 形・東海大学山形                     36:51 ( 19) 
                  小俣 富一       ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ             
  10   28   14:50 米沢中央         鈴木 杏美 [2]      山 形・米沢中央                         36:18 ( 12) 
                  澤田 賢一       ｽｽﾞｷ ｱｽﾞﾐ            
  12   18   15:02 東 北           加藤 美有 [1]      宮 城・東 北                           35:50 (  9) 
                  渋谷 武彦       ｶﾄｳ ﾐﾕ               
  13   11   15:04 花 輪           相川 幸乃 [3]      秋 田・花 輪                           35:27 (  5) 
                  中嶋  豊       ｱｲｶﾜ ﾕｷﾉ             
  14    3   15:05 八戸西           橋本 夕佳 [1]      青 森・八戸西                           36:42 ( 17) 
                  浅野 春樹       ﾊｼﾓﾄ ﾕｶ              
  15    7   15:07 専修大学北上     照井  愛 [2]      岩 手・専修大学北上                     36:41 ( 16) 
                  千田 昭幸       ﾃﾙｲ ﾒｸﾞﾐ             
  16    2   15:08 光星学院         秋山 真嬉 [1]      青 森・光星学院                         36:47 ( 18) 
                  赤間 俊勝       ｱｷﾔﾏ ﾏｷ              
  16   16   15:08 聖和学園         湯目 里紗 [2]      宮 城・聖和学園                         36:08 ( 10) 
                  太田  惠       ﾕﾉﾒ ﾘｻ               
  18    5   15:10 盛岡女子         今井 杏菜 [1]      岩 手・盛岡女子                         37:32 ( 23) 
                  大梶 義幸       ｲﾏｲ ｱﾝﾅ              
  19    6   15:11 花巻東           松田 真樹 [2]      岩 手・花巻東                           36:22 ( 13) 
                  似内 利正       ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷ              
  20    4   15:19 黒 石           木村 瀬里奈[1]      青 森・黒 石                           37:01 ( 20) 
                  岡本  洋       ｷﾑﾗ ｾﾘﾅ              
  21   23   15:21 安 達           高橋  望 [2]      福 島・安 達                           37:08 ( 21) 
                  渡辺 昭則       ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ            
  22   13   15:25 大館国際情報学院 桜田 亜由美[3]      秋 田・大館国際情報学院                 39:30 ( 29) 
                  大須賀 浩       ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ            
  23   24   15:27 相 馬           岡本 芳江 [2]      福 島・相 馬                           37:55 ( 25) 
                  三浦 善和       ｵｶﾓﾄ ﾖｼｴ             
  24    8   15:33 盛岡第三         石川 史織 [2]      岩 手・盛岡第三                         38:20 ( 26) 
                  川戸 英夫       ｲｼｶﾜ ｼｵﾘ             
  24   12   15:33 鷹 巣           武石 小夏 [2]      秋 田・鷹 巣                           37:27 ( 22) 
                  児玉 弘幸       ﾀｹｲｼ ｺﾅﾂ             
  26   29   15:53 山 辺           後藤 香緒里[1]      山 形・山 辺                           38:39 ( 27) 
                  佐藤  吉       ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ             
  27   19   16:05 古川黎明         今野 瑠美 [1]      宮 城・古川黎明                         36:33 ( 15) 
                  渡邊 英樹       ｺﾝﾉ ﾙﾐ               
  28    9   16:06 盛岡第四         安孫子 広菜[1]      岩 手・盛岡第四                         37:46 ( 24) 
                  千葉 信彦       ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅ             
  29   14   16:34 秋田和洋女子     小林 梨沙 [2]      秋 田・秋田和洋女子                     39:01 ( 28) 
                  石川 傑惣       ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ             
 OPN   30   16:14 置賜混成         小島 美帆 [2]      山 形・高 畠                           40:07 (OPN) 
                  半田  亘       ｺｼﾞﾏ ﾐﾎ              
                                                                      OPN: オープン参加 



 － 16 －  

女子高校 駅伝  第３区  区間記録表   3.0km           

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名         競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考     ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   15   10:09 仙台育英学園     嶋田 くるみ[1]      宮 城・仙台育英学園                     44:08 (  2) 
                  渡辺 高夫       ｼﾏﾀﾞ ｸﾙﾐ             
   2   20   10:12 いわき総合       蛭田 あゆみ[2]      福 島・いわき総合                       45:11 (  3) 
                  佐藤 修一       ﾋﾙﾀ ｱﾕﾐ              
   3   18   10:15 東 北           岩井 倫子 [3]      宮 城・東 北                           46:05 (  5) 
                  渋谷 武彦       ｲﾜｲ ﾐﾁｺ              
   4   16   10:19 聖和学園         三浦 早紀 [3]      宮 城・聖和学園                         46:27 ( 10) 
                  太田  惠       ﾐｳﾗ ｻｷ               
   5   25   10:20 山形城北         信夫 香織 [2]      山 形・山形城北                         46:29 ( 11) 
                  吉田  進       ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾘ             
   6    1   10:22 青森山田         鳥山 歩美 [3]      青 森・青森山田                         43:54 (  1) 
                  大島 健治       ﾄﾘﾔﾏ ｱﾕﾐ             
   7   17   10:27 利 府           金須 麻実 [1]      宮 城・利 府                           46:05 (  6) 
                  今野 美加代     ｷｽ ｱｻﾐ               
   8    5   10:30 盛岡女子         佐久間 未来[2]      岩 手・盛岡女子                         48:02 ( 18) 
                  大梶 義幸       ｻｸﾏ ﾐｷ               
   9   26   10:31 東海大学山形     須田 美里 [2]      山 形・東海大学山形                     47:22 ( 14) 
                  小俣 富一       ｽﾀﾞ ﾐｻﾄ              
  10   21   10:34 田 村           菊地 菜津美[1]      福 島・田 村                           47:02 ( 12) 
                  下重 庄三       ｷｸﾁ ﾅﾂﾐ              
  11    6   10:41 花巻東           刈田 丞美 [1]      岩 手・花巻東                           47:03 ( 13) 
                  似内 利正       ｶﾘﾀ ﾂｸﾞﾐ             
  12   27   10:42 上山明新館       太田 香奈美[3]      山 形・上山明新館                       46:14 (  8) 
                  佐藤  学       ｵｵﾀ ｶﾅﾐ              
  13   11   10:46 花 輪           畠山 絵里子[1]      秋 田・花 輪                           46:13 (  7) 
                  中嶋  豊       ﾊﾀｹﾔﾏ ｴﾘｺ            
  14   23   10:47 安 達           田邊  南 [2]      福 島・安 達                           47:55 ( 17) 
                  渡辺 昭則       ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ             
  15   22   10:49 会津学鳳         星 香奈子 [3]      福 島・会津学鳳                         46:20 (  9) 
                  雪下 良治       ﾎｼ ｶﾅｺ               
  16   10   10:50 大 曲           藤原 礼佳 [3]      秋 田・大 曲                           45:17 (  4) 
                  小野 裕子       ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔｶ            
  17    2   10:54 光星学院         橋本 絵理奈[1]      青 森・光星学院                         47:41 ( 15) 
                  赤間 俊勝       ﾊｼﾓﾄ ｴﾘﾅ             
  18   12   10:55 鷹 巣           高橋 春奈 [3]      秋 田・鷹 巣                           48:22 ( 21) 
                  児玉 弘幸       ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ             
  19   24   10:58 相 馬           荒  仁美 [2]      福 島・相 馬                           48:53 ( 23) 
                  三浦 善和       ｱﾗ ﾋﾄﾐ               
  20   14   10:59 秋田和洋女子     瀬川 千絵 [2]      秋 田・秋田和洋女子                     50:00 ( 26) 
                  石川 傑惣       ｾｶﾞﾜ ﾁｴ              
  21    7   11:02 専修大学北上     渡邉  舞 [2]      岩 手・専修大学北上                     47:43 ( 16) 
                  千田 昭幸       ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ             
  22   19   11:31 古川黎明         高橋  唯 [1]      宮 城・古川黎明                         48:04 ( 19) 
                  渡邊 英樹       ﾀｶﾊｼ ﾕｲ              
  23   13   11:35 大館国際情報学院 田中 梨紗 [1]      秋 田・大館国際情報学院                 51:05 ( 29) 
                  大須賀 浩       ﾀﾅｶ ﾘｻ               
  24    4   11:54 黒 石           渡邊  舞 [1]      青 森・黒 石                           48:55 ( 24) 
                  岡本  洋       ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ             
  25    3   11:59 八戸西           竹高 優那 [3]      青 森・八戸西                           48:41 ( 22) 
                  浅野 春樹       ﾀｹﾀﾞｶ ﾕｳﾅ            
  25    8   11:59 盛岡第三         佐野 紗季子[1]      岩 手・盛岡第三                         50:19 ( 27) 
                  川戸 英夫       ｻﾉ ｻｷｺ               
  27   28   12:01 米沢中央         坂井 麻美 [3]      山 形・米沢中央                         48:19 ( 20) 
                  澤田 賢一       ｻｶｲ ﾏﾐ               
  28    9   12:05 盛岡第四         千葉 芽生 [2]      岩 手・盛岡第四                         49:51 ( 25) 
                  千葉 信彦       ﾁﾊﾞ ﾒｲ               
  29   29   12:16 山 辺           川口 愛祐美[1]      山 形・山 辺                           50:55 ( 28) 
                  佐藤  吉       ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ            
 OPN   30   11:26 置賜混成         工藤 真由 [1]      山 形・長 井                           51:33 (OPN) 
                  半田  亘       ｸﾄﾞｳ ﾏﾕ              
                                                                      OPN: オープン参加 
 



 － 17 －  

女子高校 駅伝  第４区  区間記録表   3.0km        

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名         競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考     ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   15    9:41 仙台育英学園     広瀬  葉 [2]      宮 城・仙台育英学園                     53:49 (  1) 
                  渡辺 高夫       ﾋﾛｾ ﾖｳ               
   2   17   10:16 利 府           菅原 美歩 [2]      宮 城・利 府                           56:21 (  5) 
                  今野 美加代     ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ             
   2   25   10:16 山形城北         大江 茉莉香[2]      山 形・山形城北                         56:45 (  8) 
                  吉田  進       ｵｵｴ ﾏﾘｶ              
   4   20   10:22 いわき総合       鈴木 志歩 [2]      福 島・いわき総合                       55:33 (  3) 
                  佐藤 修一       ｽｽﾞｷ ｼﾎ              
   5   26   10:24 東海大学山形     佐藤 智夏 [2]      山 形・東海大学山形                     57:46 ( 14) 
                  小俣 富一       ｻﾄｳ ﾁｶ               
   6   21   10:27 田 村           国分 みさお[3]      福 島・田 村                           57:29 ( 12) 
                  下重 庄三       ｺｸﾌﾞﾝ ﾐｻｵ            
   7    6   10:29 花巻東           杉屋敷いづみ[2]      岩 手・花巻東                           57:32 ( 13) 
                  似内 利正       ｽｷﾞﾔｼｷ ｲﾂﾞﾐ          
   8   11   10:30 花 輪           倍賞 杏香 [1]      秋 田・花 輪                           56:43 (  6) 
                  中嶋  豊       ﾊﾞｲｼｮｳ ｷｮｳｶ          
   9    1   10:32 青森山田         工藤 りさこ[1]      青 森・青森山田                         54:26 (  2) 
                  大島 健治       ｸﾄﾞｳ ﾘｻｺ             
  10   10   10:35 大 曲           高橋 今日子[3]      秋 田・大 曲                           55:52 (  4) 
                  小野 裕子       ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ            
  11   18   10:39 東 北           内田 芽生 [2]      宮 城・東 北                           56:44 (  7) 
                  渋谷 武彦       ｳﾁﾀﾞ ﾒｲ              
  12   22   10:41 会津学鳳         中川  咲 [1]      福 島・会津学鳳                         57:01 ( 10) 
                  雪下 良治       ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ             
  13   16   10:42 聖和学園         本田 春美 [1]      宮 城・聖和学園                         57:09 ( 11) 
                  太田  惠       ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾐ             
  14   27   10:44 上山明新館       五十嵐 成美[2]      山 形・上山明新館                       56:58 (  9) 
                  佐藤  学       ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙﾐ            
  15    2   10:56 光星学院         大原 舞子 [2]      青 森・光星学院                         58:37 ( 15) 
                  赤間 俊勝       ｵｵﾊﾗ ﾏｲｺ             
  15    5   10:56 盛岡女子         内記 恵美 [2]      岩 手・盛岡女子                         58:58 ( 16) 
                  大梶 義幸       ﾅｲｷ ﾒｸﾞﾐ             
  17   12   10:58 鷹 巣           畠山 菜都美[2]      秋 田・鷹 巣                           59:20 ( 19) 
                  児玉 弘幸       ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾂﾐ            
  18   19   11:05 古川黎明         瀬戸  樹 [2]      宮 城・古川黎明                         59:09 ( 17) 
                  渡邊 英樹       ｾﾄ ｲﾂｷ               
  19   28   11:06 米沢中央         菅野 明花 [1]      山 形・米沢中央                         59:25 ( 20) 
                  澤田 賢一       ｶﾝﾉ ｻﾔｶ              
  20   24   11:07 相 馬           志賀 美咲 [2]      福 島・相 馬                         1:00:00 ( 21) 
                  三浦 善和       ｼｶﾞ ﾐｻｷ              
  21   14   11:15 秋田和洋女子     阿部 宏美 [3]      秋 田・秋田和洋女子                   1:01:15 ( 25) 
                  石川 傑惣       ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ              
  22    8   11:17 盛岡第三         伊藤 瑠美 [2]      岩 手・盛岡第三                       1:01:36 ( 26) 
                  川戸 英夫       ｲﾄｳ ﾙﾐ               
  22   23   11:17 安 達           三浦 倫奈 [3]      福 島・安 達                           59:12 ( 18) 
                  渡辺 昭則       ﾐｳﾗ ﾐﾁﾅ              
  24   13   11:24 大館国際情報学院 吉田 麻理菜[1]      秋 田・大館国際情報学院               1:02:29 ( 28) 
                  大須賀 浩       ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ             
  25    4   11:29 黒 石           福士 紗織 [2]      青 森・黒 石                         1:00:24 ( 23) 
                  岡本  洋       ﾌｸｼ ｻｵﾘ              
  26   29   11:42 山 辺           駒林  瞳 [2]      山 形・山 辺                         1:02:37 ( 29) 
                  佐藤  吉       ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ           
  27    9   11:48 盛岡第四         吉田 香苗 [2]      岩 手・盛岡第四                       1:01:39 ( 27) 
                  千葉 信彦       ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｴ             
  28    3   11:56 八戸西           坂井 梨乃 [2]      青 森・八戸西                         1:00:37 ( 24) 
                  浅野 春樹       ｻｶｲ ﾘﾉ               
  29    7   12:31 専修大学北上     髙橋 沙耶加[1]      岩 手・専修大学北上                   1:00:14 ( 22) 
                  千田 昭幸       ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ             
 OPN   30   11:29 置賜混成         富樫 紗季 [2]      山 形・高 畠                         1:03:02 (OPN) 
                  半田  亘       ﾄｶﾞｼ ｻｷ              
                                                                      OPN: オープン参加 
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名         競技者氏名           所属（県名・学校名）           備考     ﾁｰﾑ記録  順位  
   1   15   16:35 仙台育英学園     阿部 有香里[3]      宮 城・仙台育英学園                   1:10:24 (  1) 
                  渡辺 高夫       ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ              
   2   25   17:04 山形城北         山川 美里 [2]      山 形・山形城北                       1:13:49 (  5) 
                  吉田  進       ﾔﾏｶﾜ ﾐｻﾄ             
   3   10   17:07 大 曲           佐々木 有沙[3]      秋 田・大 曲                         1:12:59 (  3) 
                  小野 裕子       ｻｻｷ ｱﾘｻ              
   4   16   17:11 聖和学園         皆川 ひめ那[3]      宮 城・聖和学園                       1:14:20 (  8) 
                  太田  惠       ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾒﾅ            
   5   18   17:30 東 北           川村 璃里 [1]      宮 城・東 北                         1:14:14 (  7) 
                  渋谷 武彦       ｶﾜﾑﾗ ﾘﾘ              
   6   17   17:39 利 府           林 万理子 [2]      宮 城・利 府                         1:14:00 (  6) 
                  今野 美加代     ﾊﾔｼ ﾏﾘｺ              
   7   20   17:41 いわき総合       安田 美紗 [3]      福 島・いわき総合                     1:13:14 (  4) 
                  佐藤 修一       ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ              
   8    1   17:49 青森山田         駒井 友華 [2]      青 森・青森山田                       1:12:15 (  2) 
                  大島 健治       ｺﾏｲ ﾕｶ               
   9    6   17:55 花巻東           佐藤 久留美[3]      岩 手・花巻東                         1:15:27 ( 12) 
                  似内 利正       ｻﾄｳ ｸﾙﾐ              
  10   11   17:58 花 輪           小舘 彩佳 [3]      秋 田・花 輪                         1:14:41 (  9) 
                  中嶋  豊       ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ             
  11   27   17:59 上山明新館       中原 真央 [1]      山 形・上山明新館                     1:14:57 ( 10) 
                  佐藤  学       ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ              
  12   22   18:08 会津学鳳         角田 桃子 [3]      福 島・会津学鳳                       1:15:09 ( 11) 
                  雪下 良治       ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｺ             
  13   23   18:13 安 達           髙野 美幸 [3]      福 島・安 達                         1:17:25 ( 16) 
                  渡辺 昭則       ﾀｶﾉ ﾐﾕｷ              
  14   21   18:17 田 村           佐藤 陽美 [2]      福 島・田 村                         1:15:46 ( 13) 
                  下重 庄三       ｻﾄｳ ｱｹﾐ              
  15   24   18:19 相 馬           伏見 綾佳 [2]      福 島・相 馬                         1:18:19 ( 20) 
                  三浦 善和       ﾌｼﾐ ｱﾔｶ              
  16   26   18:21 東海大学山形     今野  藍 [1]      山 形・東海大学山形                   1:16:07 ( 14) 
                  小俣 富一       ｺﾝﾉ ｱｲ               
  17    2   18:30 光星学院         田中 美聡 [1]      青 森・光星学院                       1:17:07 ( 15) 
                  赤間 俊勝       ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ              
  18    7   18:31 専修大学北上     佐々木 真梨[3]      岩 手・専修大学北上                   1:18:45 ( 21) 
                  千田 昭幸       ｻｻｷ ﾏﾘ               
  19   28   18:33 米沢中央         須藤 千聖 [2]      山 形・米沢中央                       1:17:58 ( 18) 
                  澤田 賢一       ｽﾄｳ ﾁｻﾄ              
  20    3   18:41 八戸西           藤田 恵美 [2]      青 森・八戸西                         1:19:18 ( 22) 
                  浅野 春樹       ﾌｼﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ            
  20    5   18:41 盛岡女子         中嶌 彩音 [2]      岩 手・盛岡女子                       1:17:39 ( 17) 
                  大梶 義幸       ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ             
  22   12   18:43 鷹 巣           吉田 里美 [3]      秋 田・鷹 巣                         1:18:03 ( 19) 
                  児玉 弘幸       ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ             
  23    4   19:07 黒 石           長谷川 南 [1]      青 森・黒 石                         1:19:31 ( 23) 
                  岡本  洋       ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ            
  24    8   19:13 盛岡第三         熊谷 ひろみ[2]      岩 手・盛岡第三                       1:20:49 ( 25) 
                  川戸 英夫       ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾐ            
  25   13   19:29 大館国際情報学院 畠山 舞波美[1]      秋 田・大館国際情報学院               1:21:58 ( 26) 
                  大須賀 浩       ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏﾅﾐ            
  26    9   20:20 盛岡第四         土井尻 彩美[1]      岩 手・盛岡第四                       1:21:59 ( 27) 
                  千葉 信彦       ﾄﾞｲｼﾞﾘ ｱﾔﾐ           
  27   19   20:27 古川黎明         吉永 有希 [2]      宮 城・古川黎明                       1:19:36 ( 24) 
                  渡邊 英樹       ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｷ            
  28   29   20:34 山 辺           斎藤 怜美 [2]      山 形・山 辺                         1:23:11 ( 29) 
                  佐藤  吉       ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ             
  29   14   20:49 秋田和洋女子     加賀谷 優 [1]      秋 田・秋田和洋女子                   1:22:04 ( 28) 
                  石川 傑惣       ｶｶﾞﾔ ﾕｳ              
 OPN   30   19:56 置賜混成         情野  葵 [2]      山 形・米沢興譲館                     1:22:58 (OPN) 
                  半田  亘       ｾｲﾉ ｱｵｲ              
                                                                      OPN: オープン参加 
 


