
 

 

 
 

 

 

 第４７回 

東北高等学校駅伝競走大会 
 

 第２２回 

東北高等学校女子駅伝競走大会 
 

 

日 時  平成２３年１１月１０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 東北陸上競技協会 毎日新聞社 

      山形県 山形県教育委員会 長井市 長井市教育委員会 

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 11501204 

       女子 11501220 

コースコード 067130 
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第４７回東北高等学校駅伝競走大会 

第２２回東北高等学校女子駅伝競走大会 

日 時  平成２３年１１月１０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 後 藤 忠 二 

女子審判 長 芳 賀 康 雄 

記 録 主 任 池 田 正 敏 

 

男子スタート時刻   ９：５０ 

女子スタート時刻  １０：２０ 

 

 

 

コースコンディション 

 

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

 9:50 晴れ 12.6℃ 38.8% 北西 1.2m/s スタート・ゴール地点

10:20 晴れ 11.4℃ 46.6% 北北東 0.6m/s

11:00 晴れ 10.6℃ 67.4% － 0.0m/s

12:00 晴れ 11.7℃ 67.0% － 0.0m/s
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主　催：東北高体連/東北陸協/毎日新聞社/山形県/山形県教委/長井市/長井市教委
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２３年１１月１０日（木）
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（上位６チーム） 女子総合成績（上位６チーム）

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04分43秒 ※ 1 青森山田 青森 1時間09分29秒

2 青森山田 青森 2時間05分18秒 ※ 2 盛岡女子 岩手 1時間10分18秒

3 学法石川 福島 2時間07分31秒 3 仙台育英学園 宮城 1時間10分41秒

4 一関学院 岩手 2時間07分36秒 4 山形城北 山形 1時間10分53秒

5 花輪 秋田 2時間08分49秒 5 花輪 秋田 1時間10分54秒

6 田村 福島 2時間09分34秒 6 大曲 秋田 1時間11分29秒

※大会新記録

　仙台育英学園高校は４年ぶり１０回目の優勝 　青森山田高校は２年ぶり５回目の優勝

男子区間優勝者 女子区間優勝者

区間 記　録 区間 記　録

☆…区間新記録

☆

ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ[1]

青森山田(青森)

第４区 10分01秒

☆

第７区
吾妻　佑起　[3]

14分26秒
仙台育英学園(宮城)

第６区

花輪(秋田)

堀川　　倫　[2]

氏名［学年］
学校名(県名)

Hiram Ngatia[1]

一色　恭志　[2]

小針　旭人　[3]

関根　花観　[1]

吉田　夏実　[3]

小笠原　楓　[1]

沢田　里佳　[2]

　　　　　第４７回東北高等学校駅伝競走大会

　　　　　第２２回東北高等学校女子駅伝競走大会

第２区 13分41秒

30分06秒

氏名［学年］
学校名(県名)

其田　健也　[3]

青森山田(青森)

酒井　槙志　[3]

第１区 19分29秒第１区

第２区  8分43秒
田村(福島)

仙台育英学園(宮城)

仙台育英学園(宮城)

第３区 22分53秒 第３区☆

☆

仙台育英学園(宮城)

仙台育英学園(宮城)

14分44秒

いわき総合(福島)

吉田　将平　[3]

☆

学法石川(福島)

青森山田(青森)

 9分54秒

15分29秒

第５区

第４区

山本　　新　[3]

仙台育英学園(宮城)

 9分15秒

23分51秒

第５区

盛岡女子(岩手)
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第４７回 東北高等学校駅伝競走大会

期　日：平成２３年１１月１０日（木）　９：５０スタート 審 判 長:後藤　忠二
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 県名/監督 10.000km 3.000km 8.1075km 8.0875km 3.000km 5.000km 5.000km
1 2時間04分43秒 13 仙台育英学園 服部　弾馬　[2] 梅宮　佑介　[2] Hiram Ngatia[1] 一色　恭志　[2] 米田　和広　[1] 郷右近　辰也[1] 吾妻　佑起　[3]

NGR ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ ｳﾒﾐﾔ ﾕｳｽｹ ﾋﾗﾑ ｶﾞﾃﾞｨｱ ｲｯｼｷ ﾀﾀﾞｼ ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｺﾞｳｳｺﾝ　ﾀﾂﾔ ｱﾂﾞﾏ ﾕｳｷ
宮　城 (2) 30:07 (3) 39:11 (2) 1:02:04 (1) 1:25:55 (1) 1:35:25 (1) 1:50:17 (1) 2:04:43

(2) 30:07 (6) 9:04 (1) 22:53 NSR (1) 23:51 NSR (3) 9:30 (3) 14:52 (1) 14:26 NSR
2 2時間05分18秒 1 青森山田 其田　健也　[3] 田中　槇一　[3] ｼﾞｮﾝ　ﾏｲﾅ　 [2] 堀合　修平　[3] 有谷　昭宏　[1] 山本　　新　[3] 柿本　昇忠　[1]

NGR ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ ﾎﾘｱｲ ｼｭｳﾍｲ ｱﾘﾔ ｱｷﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ ｶｷﾓﾄ ｼｮｳｱﾂ
青　森 (1) 30:06 (2) 38:54 (1) 1:01:59 (2) 1:26:13 (2) 1:35:45 (2) 1:50:29 (2) 2:05:18

(1) 30:06 (2) 8:48 (2) 23:05 NSR (2) 24:14 (4) 9:32 (1) 14:44 (5) 14:49
3 2時間07分31秒 18 学法石川 高本　真樹　[1] 蛭田　雄大　[1] 阿部　良平　[3] 吉田　翔也　[3] 小針　旭人　[3] 吉田　　強　[3] 伊藤　　亮　[3]

ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ ﾀｶﾓﾄ ﾏｻｷ ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ｲﾄｳ ﾘｮｳ
福　島 (6) 30:18 (5) 39:18 (4) 1:03:29 (4) 1:28:20 (3) 1:37:35 (3) 1:52:43 (3) 2:07:31

(6) 30:18 (3) 9:00 (4) 24:11 (6) 24:51 (1) 9:15 (5) 15:08 (4) 14:48
4 2時間07分36秒 5 一関学院 竹本　紘希　[3] 昆　　　充　[1] 遠藤　凌平　[3] 中瀨　　薫　[3] 畠山　泰成　[2] 佐藤　優介　[3] 中谷　貢司　[3]

ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ ｺﾝ ﾐﾂﾙ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ ﾅｶｾ ｶｵﾙ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾀﾆ ｺｳｼﾞ
岩　手 (8) 30:32 (7) 39:47 (6) 1:04:00 (5) 1:28:32 (4) 1:37:55 (4) 1:52:49 (4) 2:07:36

(8) 30:32 (7) 9:15 (5) 24:13 (3) 24:32 (2) 9:23 (4) 14:54 (3) 14:47
5 2時間08分49秒 9 花輪 小板橋　海渡[2] 板橋　賢吾　[1] 小板橋　天斗[2] 齊藤　　亮　[3] 工藤　来輝　[1] 阿部　啓明　[1] 藤井　　卓　[3]

ﾊﾅﾜ ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶｲﾄ ｲﾀﾊﾞｼ ｹﾝｺﾞ ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾄ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｸﾄﾞｳ ﾗｲｷ ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ ﾌｼﾞｲ ｽｸﾞﾙ
秋　田 (5) 30:10 (4) 39:13 (5) 1:03:32 (3) 1:28:16 (5) 1:38:04 (5) 1:53:36 (5) 2:08:49

(5) 30:10 (5) 9:03 (6) 24:19 (5) 24:44 (9) 9:48 (7) 15:32 (8) 15:13
6 2時間09分34秒 19 田村 佐藤　和仁　[3] 酒井　槙志　[3] 武藤　健太　[3] 清水目　大貴[2] 中川　大誠　[2] 大内　佑太　[2] 大澤　靖一郎[3]

ﾀﾑﾗ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ ｻｶｲ ｼﾝｼﾞ ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ ｼﾐｽﾞﾒ ﾀｲｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ ｵｵｳﾁ ﾕｳﾀ ｵｵｻﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ
福　島 (3) 30:10 (1) 38:53 (3) 1:03:00 (6) 1:29:11 (6) 1:38:43 (6) 1:54:36 (6) 2:09:34

(3) 30:10 (1) 8:43 (3) 24:07 (16) 26:11 (4) 9:32 (11) 15:53 (6) 14:58
7 2時間09分52秒 20 いわき総合 中村　大介　[3] 若月　力也　[2] 田中　雅人　[3] 立花　克広　[3] 藍原　瑞稀　[2] 吉田　将平　[3] 阿部　直人　[2]

ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾜｶﾂｷ ﾘｷﾔ ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶﾂﾋﾛ ｱｲﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｱﾍﾞ ﾅｵﾄ
福　島 (7) 30:28 (8) 39:47 (8) 1:04:39 (7) 1:29:14 (8) 1:39:59 (7) 1:54:43 (7) 2:09:52

(7) 30:28 (9) 9:19 (8) 24:52 (4) 24:35 (26) 10:45 (1) 14:44 (7) 15:09
8 2時間10分38秒 24 東海大学山形 吉田　　楓　[2] 星川　　聖　[2] 荒木　瞭一　[2] 髙橋　雅人　[3] 小玉　健太　[3] 渡邉　　貴　[1] 木村　秀人　[3]

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ
山　形 (9) 30:43 (9) 39:59 (7) 1:04:34 (8) 1:30:04 (7) 1:39:48 (8) 1:55:17 (8) 2:10:38

(9) 30:43 (8) 9:16 (7) 24:35 (8) 25:30 (7) 9:44 (6) 15:29 (11) 15:21
9 2時間12分25秒 10 秋田工業 奥村　恭平　[3] 萩野　孝広　[2] 阿部　将大　[3] 花田　太一　[1] 畠山　亨太　[1] 三沢　純也　[1] 渡辺　和博　[2]

ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ ｵｸﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ ﾊｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾊﾅﾀ ﾀｲﾁ ﾊﾀｹﾔﾏ ｷｮｳﾀ ﾐｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
秋　田 (11) 31:15 (10) 40:35 (11) 1:05:38 (10) 1:31:34 (10) 1:41:22 (10) 1:57:07 (9) 2:12:25

(11) 31:15 (10) 9:20 (11) 25:03 (10) 25:56 (9) 9:48 (9) 15:45 (9) 15:18
10 2時間12分51秒 15 東北 渡邉　利典　[3] 永沼　慶己　[1] 今野　勝善　[2] 橋本　佳史　[3] 小林　広大　[2] 田中　佑桐　[2] 布田　直也　[1]

ﾄｳﾎｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｷ ｺﾝﾉ ｶﾂﾖｼ ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ
宮　城 (4) 30:10 (6) 39:36 (9) 1:04:42 (9) 1:30:49 (9) 1:40:54 (9) 1:57:04 (10) 2:12:51

(4) 30:10 (12) 9:26 (12) 25:06 (13) 26:07 (16) 10:05 (19) 16:10 (15) 15:47
11 2時間13分35秒 23 酒田南 今井　慎吾　[3] 加藤　巧記　[1] 三笠　慧吾　[2] 工藤　天輝　[2] 今井　滉二　[1] 齋藤　宥哉　[1] 横瀬　健吾　[3]

ｻｶﾀﾐﾅﾐ ｲﾏｲ ｼﾝｺﾞ ｶﾄｳ ｺｳｷ ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ ﾖｺｾ ｹﾝｺﾞ
山　形 (15) 32:00 (18) 41:43 (13) 1:06:44 (13) 1:32:34 (13) 1:42:19 (13) 1:58:16 (11) 2:13:35

(15) 32:00 (20) 9:43 (10) 25:01 (9) 25:50 (8) 9:45 (12) 15:57 (10) 15:19
12 2時間13分44秒 11 大曲工業 高橋　一生　[2] 田村　　諒　[1] 佐藤　　玲　[3] 佐藤　　凌　[1] 東海林　瑠偉[2] 森川　　徹　[2] 西鳥羽　真圭[2]

ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾚｲ ｻﾄｳ ﾘｮｳ ｼｮｳｼﾞ ﾙｲ ﾓﾘｶﾜ ﾄｵﾙ ﾆｼﾄﾊﾞ ﾏｻﾖｼ
秋　田 (10) 30:45 (11) 40:35 (10) 1:05:30 (11) 1:31:37 (11) 1:42:04 (11) 1:58:03 (12) 2:13:44

(10) 30:45 (22) 9:50 (9) 24:55 (13) 26:07 (22) 10:27 (14) 15:59 (13) 15:41
13 2時間13分54秒 21 日本大学東北 渡邉　晋史　[3] 遠藤　省吾　[3] 鈴木　拓也　[2] 桜井　　晋　[3] 渡邉　鴻志　[1] 吉村　慶介　[1] 佐久間　祥　[3]

ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ ｻｸﾗｲ ｼﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ ｻｸﾏ ｼｮｳ
福　島 (17) 32:06 (13) 41:06 (15) 1:06:56 (16) 1:33:19 (15) 1:43:20 (15) 1:59:17 (13) 2:13:54

(17) 32:06 (3) 9:00 (20) 25:50 (18) 26:23 (15) 10:01 (12) 15:57 (2) 14:37 NSR
14 2時間14分17秒 14 利府 佐藤　穏空　[2] 和泉　貴浩　[2] 加藤　寛基　[3] 遠藤　孝太　[3] 齋藤　　希　[1] 小玉　浩平　[3] 赤間　真介　[3]

ﾘﾌ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾍｲ ｱｶﾏ ｼﾝｽｹ
宮　城 (18) 32:08 (16) 41:28 (14) 1:06:45 (12) 1:32:13 (12) 1:42:08 (12) 1:58:11 (14) 2:14:17

(18) 32:08 (10) 9:20 (13) 25:17 (7) 25:28 (14) 9:55 (15) 16:03 (20) 16:06
15 2時間14分55秒 2 光星学院 長谷地　拓也[1] 森田　博紀　[3] 沖　　成仁　[1] 石橋　　健　[2] 鍋久保　雄矢[3] 髙屋敷　光生[2] 秋山　燿佑　[2]

ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ ﾅｶﾞﾔﾁ ﾀｸﾔ ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ ｵｷ ﾅﾘﾋﾄ ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ ﾅﾍﾞｸﾎﾞ ﾕｳﾔ ﾀｶﾔｼｷ ｺｳｷ ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ
青　森 (21) 32:21 (19) 41:53 (18) 1:07:56 (18) 1:34:00 (18) 1:43:51 (16) 1:59:24 (15) 2:14:55

(21) 32:21 (15) 9:32 (21) 26:03 (11) 26:04 (11) 9:51 (8) 15:33 (12) 15:31
16 2時間15分11秒 7 花巻北 鈴木　修平　[2] 池田　完仁　[1] 菊池　　峻　[1] 松村　広夢　[2] 小山　健太　[1] 佐藤　航平　[2] 太田　尚大　[1]

ﾊﾅﾏｷｷﾀ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｷｸﾁ ｼｭﾝ ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾑ ｵﾔﾏ ｹﾝﾀ ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ ｵｵﾀ ﾅｵﾋﾛ
岩　手 (12) 31:16 (12) 40:58 (12) 1:06:33 (14) 1:32:46 (14) 1:42:57 (14) 1:59:03 (16) 2:15:11

(12) 31:16 (19) 9:42 (15) 25:35 (17) 26:13 (18) 10:11 (18) 16:06 (22) 16:08
17 2時間15分38秒 16 明成 渡辺　拓巳　[1] 鎌田　魁星　[2] 齊藤　太郎　[3] 大槻　　駿　[2] 小提　和真　[2] 小野　将太　[1] 松川　佑輝　[2]

ﾒｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ ｶﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ ｺﾂﾞﾂﾐ ｶｽﾞﾏ ｵﾉ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｷ
宮　城 (14) 31:52 (14) 41:20 (16) 1:07:06 (15) 1:33:10 (17) 1:43:41 (17) 1:59:44 (17) 2:15:38

(14) 31:52 (13) 9:28 (18) 25:46 (11) 26:04 (23) 10:31 (15) 16:03 (18) 15:54
18 2時間16分00秒 6 盛岡工業 吉田　京平　[3] 伊藤　岬樹　[1] 黒澤　正彬　[3] 大上　幸祐　[3] 菊池　竜成　[3] 清水　哉弥　[3] 阿部　　慎　[3]

ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ｲﾄｳ ｺｳｷ ｸﾛｻﾜ ﾏｻｱｷ ｵｵｶﾐ ｺｳｽｹ ｷｸﾁ ﾘｭｳｾｲ ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾔ ｱﾍﾞ ｼﾝ
岩　手 (16) 32:04 (17) 41:35 (17) 1:07:39 (17) 1:33:48 (16) 1:43:23 (18) 2:00:01 (18) 2:16:00

(16) 32:04 (14) 9:31 (22) 26:04 (15) 26:09 (6) 9:35 (25) 16:38 (19) 15:59
19 2時間16分48秒 22 磐城 髙林　拓哉　[2] 藤　　飛翔　[1] 山下　和也　[2] 新田　勝士　[2] 森　　遊野　[1] 谷中田　笑太[3] 田中　一樹　[2]

ｲﾜｷ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ ﾌｼﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ ﾆｯﾀ ｶﾂｼﾞ ﾓﾘ ﾕｳﾔ ﾔﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ
福　島 (24) 33:05 (23) 42:46 (20) 1:08:24 (20) 1:34:54 (19) 1:44:47 (19) 2:00:39 (19) 2:16:48

(24) 33:05 (18) 9:41 (16) 25:38 (19) 26:30 (12) 9:53 (10) 15:52 (23) 16:09
20 2時間17分30秒 8 盛岡中央 工藤　郁也　[3] 古舘　　優　[3] 菅野　拓磨　[2] 宮　　　翼　[2] 山本　慶太　[3] 大谷　洸成　[2] 加藤　竜也　[2]

ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｳ ｶﾝﾉ ﾀｸﾏ ﾐﾔ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ ｵｵﾀﾆ ｺｳｾｲ ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ
岩　手 (19) 32:17 (21) 42:14 (19) 1:08:03 (19) 1:34:37 (20) 1:45:03 (20) 2:01:23 (20) 2:17:30

(19) 32:17 (25) 9:57 (19) 25:49 (20) 26:34 (21) 10:26 (24) 16:20 (21) 16:07
21 2時間17分34秒 25 米沢工業 佐竹　信哉　[3] 齋藤　誉也　[1] 加地　槙之介[2] 伊藤　　翼　[2] 西村　　翔　[1] 須貝　誠耶　[1] 吉田　周平　[1]

ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ ｻﾀｹ ｼﾝﾔ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ ｶｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ ｽｶﾞｲ ｾｲﾔ ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ
山　形 (20) 32:20 (20) 42:11 (21) 1:08:38 (21) 1:35:12 (21) 1:45:32 (21) 2:01:45 (21) 2:17:34

(20) 32:20 (23) 9:51 (24) 26:27 (20) 26:34 (20) 10:20 (20) 16:13 (16) 15:49
22 2時間18分40秒 17 仙台第三 早坂　諒也　[2] 中島　智理　[2] 鈴木　秀幸　[2] 木村　大地　[1] 上原子　慧太[2] 早坂　謙児　[2] 加藤　大智　[2]

ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ｶﾐﾊﾗｺ ｹｲﾀ ﾊﾔｻｶ ｹﾝｼﾞ ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
宮　城 (25) 33:28 (24) 43:06 (26) 1:09:16 (22) 1:35:59 (23) 1:46:06 (23) 2:02:19 (22) 2:18:40

(25) 33:28 (16) 9:38 (23) 26:10 (22) 26:43 (17) 10:07 (20) 16:13 (24) 16:21
23 2時間18分43秒 12 秋田中央 黒沢　　慎　[3] 鈴木　翔太　[1] 鎌田　　武　[3] 目黒　智之　[2] 小林　飛鳥　[2] 泉山　友樹　[3] 鎌田　滉一　[2]

ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ ｸﾛｻﾜ ｼﾝ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ｶﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾒｸﾞﾛ ﾄﾓﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾕｳｷ ｶﾏﾀ ｺｳｲﾁ
秋　田 (22) 32:42 (22) 42:31 (25) 1:09:14 (23) 1:36:06 (22) 1:46:00 (22) 2:02:14 (23) 2:18:43

(22) 32:42 (21) 9:49 (25) 26:43 (23) 26:52 (13) 9:54 (22) 16:14 (25) 16:29

NGR:大会新記録 区間記録 28:46 8:35 23:37 23:52 8:39 14:36 14:46
NSR:区間新記録 ｼﾞｪﾑｽ･ﾑｱﾝｷﾞ 菅原　修一 今井　憲久 保科　光作 其田　健也 黒川　　遼 岡本　尚文
OPN:オープン参加 青森山田 一関商工 学法石川 東北 青森山田 青森山田 田村



 

 － 4 －  

 
第４７回 東北高等学校駅伝競走大会

期　日：平成２３年１１月１０日（木）　９：５０スタート 審 判 長:後藤　忠二
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 県名/監督 10.000km 3.000km 8.1075km 8.0875km 3.000km 5.000km 5.000km
24 2時間18分46秒 26 鶴岡工業 工藤　亘太　[2] 松田　朋也　[3] 鈴木　博斗　[1] 佐藤　将隆　[3] 佐藤　滉一郎[3] 矢口　士稀　[3] 五十嵐　宇駿[3]

ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ ﾏﾂﾀ ﾄﾓﾔ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾔｸﾞﾁ ｼｷ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ
山　形 (26) 33:36 (26) 43:30 (23) 1:08:58 (25) 1:36:25 (25) 1:46:57 (24) 2:03:02 (24) 2:18:46

(26) 33:36 (24) 9:54 (14) 25:28 (25) 27:27 (24) 10:32 (17) 16:05 (14) 15:44
25 2時間19分08秒 3 黒石 工藤　隼人　[2] 山田　勇人　[1] 工藤　留以　[1] 葛西　翔太　[2] 今　敬太郎　[1] 工藤　優太朗[2] 畑山　慎也　[3]

ｸﾛｲｼ ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ ｸﾄﾞｳ ﾙｲ ｶｻｲ ｼｮｳﾀ ｺﾝ ｹｲﾀﾛｳ ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾔ
青　森 (13) 31:43 (15) 41:22 (24) 1:08:59 (24) 1:36:21 (26) 1:47:03 (25) 2:03:19 (25) 2:19:08

(13) 31:43 (17) 9:39 (26) 27:37 (24) 27:22 (25) 10:42 (23) 16:16 (16) 15:49
26 2時間20分45秒 4 弘前実業 藪谷　　昇　[3] 小田桐　僚　[2] 福井　翔太　[3] 畑山　涼太　[2] 白取　勇帆　[1] 蝦名　慶太　[2] 小金渕　奏流[3]

ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾘｮｳ ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾎ ｴﾋﾞﾅ ｹｲﾀ ｺｶﾞﾈﾌﾞﾁ ｿｳﾙ
青　森 (23) 32:57 (25) 43:11 (22) 1:08:54 (26) 1:36:40 (24) 1:46:54 (26) 2:03:46 (26) 2:20:45

(23) 32:57 (26) 10:14 (17) 25:43 (26) 27:46 (19) 10:14 (26) 16:52 (26) 16:59
2時間15分48秒 27 山形中央 安食　徹郎　[2] 阿部　一貴　[3] 田中　友也　[2] 後藤　　亮　[1] 奥山　　修　[1] 小林　　駿　[2] 大地　優人　[2]

OPN ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ ｱｼﾞｷ ﾃﾂﾛｳ ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ ｵｸﾔﾏ ｼｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｵｵﾁ ﾕｳﾄ
山　形 (OPN) 31:48 (OPN) 41:16 (OPN) 1:07:01 (OPN) 1:33:03 (OPN) 1:43:19 (OPN) 1:59:24 (OPN) 2:15:48

(OPN) 31:48 (OPN) 9:28 (OPN) 25:45 (OPN) 26:02 (OPN) 10:16 (OPN) 16:05 (OPN) 16:24

NGR:大会新記録 区間記録 28:46 8:35 23:37 23:52 8:39 14:36 14:46
NSR:区間新記録 ｼﾞｪﾑｽ･ﾑｱﾝｷﾞ 菅原　修一 今井　憲久 保科　光作 其田　健也 黒川　　遼 岡本　尚文
OPN:オープン参加 青森山田 一関商工 学法石川 東北 青森山田 青森山田 田村



 

 － 5 －  

 
第２２回 東北高等学校女子駅伝競走大会

期　日：平成２３年１１月１０日（木）　１０：２０スタート 審 判 長:芳賀　康雄
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 県名/監督 6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km
1 1時間09分29秒 1 青森山田 榎本　　盟　[3] 西澤　果穂　[1] 阿部　千咲　[1] 尾﨑　麻弥　[3] ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ[1]

ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ ｴﾉﾓﾄ ﾒｲ ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾎ ｱﾍﾞ ﾁｻｷ ｵｻﾞｷ ﾏﾔ ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ
青　森 (3) 19:32 (4) 33:43 (3) 43:57 (3) 54:00 (1) 1:09:29

(3) 19:32 (6) 14:11 (4) 10:14 (4) 10:03 (1) 15:29 NSR
2 1時間10分18秒 5 盛岡女子 芦　　麻生　[3] 堀口　桃子　[2] 葛巻　琴美　[2] 小笠原　楓　[1] 平野　瑞希　[3]

ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ ｱｼ ﾏｷ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾓﾓｺ ｸｽﾞﾏｷ ｺﾄﾐ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｴﾃﾞ ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ
岩　手 (4) 19:37 (3) 33:36 (2) 43:49 (2) 53:50 (2) 1:10:18

(4) 19:37 (4) 13:59 (3) 10:13 (1) 10:01 (2) 16:28
3 1時間10分41秒 14 仙台育英学園 堀川　　倫　[2] 関根　花観　[1] 吉田　夏実　[3] 虻川　瑞貴　[1] 北山　愛理　[3]

ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ ﾎﾘｶﾜ ﾐﾁ ｾｷﾈ ﾊﾅﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｱﾌﾞｶﾜ ﾐｽﾞｷ ｷﾀﾔﾏ ｴﾘ
宮　城 (1) 19:29 (1) 33:10 (1) 43:04 (1) 53:29 (3) 1:10:41

(1) 19:29 (1) 13:41 (1) 9:54 NSR (7) 10:25 (7) 17:12
4 1時間10分53秒 24 山形城北 木村　芙有加[2] 小林　文香　[2] 時田　早穂　[1] 中島　美幸　[1] 鈴木　　栞　[3]

ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ ﾄｷﾀ ｻﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ
山　形 (2) 19:30 (2) 33:28 (4) 44:10 (4) 54:12 (4) 1:10:53

(2) 19:30 (3) 13:58 (10) 10:42 (3) 10:02 (4) 16:41
5 1時間10分54秒 11 花輪 佐々木　香穂[2] 児玉　絵里　[2] 石井　愛美　[2] 沢田　里佳　[2] 阿部　杏和　[2]

ﾊﾅﾜ ｻｻｷ ｶﾎ ｺﾀﾞﾏ ｴﾘ ｲｼｲ ﾏﾅﾐ ｻﾜﾀ ﾘｶ ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ
秋　田 (6) 20:03 (6) 34:07 (5) 44:17 (5) 54:18 (5) 1:10:54

(6) 20:03 (5) 14:04 (2) 10:10 (1) 10:01 (3) 16:36
6 1時間11分29秒 10 大曲 熊谷　千鶴　[1] 児玉　柚稀　[2] 石山　由佳　[3] 永代　瑠依　[2] 佐藤　汐莉　[2]

ｵｵﾏｶﾞﾘ ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾂﾞﾙ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ ｲｼﾔﾏ ﾕｶ ｴｲﾀﾞｲ ﾙｲ ｻﾄｳ ｼｵﾘ
秋　田 (7) 20:10 (5) 34:03 (6) 44:21 (6) 54:46 (6) 1:11:29

(7) 20:10 (2) 13:53 (5) 10:18 (7) 10:25 (5) 16:43
7 1時間12分41秒 20 学法石川 内田　寧々　[1] 石井　寿美　[1] 矢吹　涼華　[1] 石井　仁美　[3] 緑川　智公　[2]

ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ ｳﾁﾀﾞ ﾈﾈ ｲｼｲ ﾋｻﾐ ﾔﾌﾞｷ ｽｽﾞｶ ｲｼｲ ﾋﾄﾐ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ
福　島 (9) 20:22 (8) 34:53 (8) 45:37 (8) 55:49 (7) 1:12:41

(9) 20:22 (7) 14:31 (11) 10:44 (5) 10:12 (6) 16:52
8 1時間13分32秒 15 常盤木学園 佐藤　早也伽[2] 佐藤　　舞　[2] 尾形　朋美　[1] 小山　京華　[1] 会場　　南　[3]

ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ ｻﾄｳ ｻﾔｶ ｻﾄｳ ﾏｲ ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ ｵﾔﾏ ｷｮｳｶ ｱｲﾊﾞ ﾐﾅﾐ
宮　城 (5) 19:49 (7) 34:50 (7) 45:23 (7) 55:42 (8) 1:13:32

(5) 19:49 (13) 15:01 (6) 10:33 (6) 10:19 (12) 17:50
9 1時間14分19秒 21 いわき総合 鴫原　優子　[1] 大久保　七海[1] 矢野　汐織　[2] 鈴木　優美　[3] 吉田　美咲　[3]

ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｳｺ ｵｵｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ ﾔﾉ ｼｵﾘ ｽｽﾞｷ ﾕﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
福　島 (11) 20:46 (10) 35:32 (9) 46:20 (9) 56:52 (9) 1:14:19

(11) 20:46 (9) 14:46 (12) 10:48 (11) 10:32 (8) 17:27
10 1時間14分52秒 25 酒田南 大谷　美優　[1] 平山　絵梨　[2] 稲田　彩香　[2] 谷地　希美　[3] 伊藤　夏織　[3]

ｻｶﾀﾐﾅﾐ ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ ﾔﾁ ﾉｿﾞﾐ ｲﾄｳ ｶｵﾘ
山　形 (18) 21:31 (15) 36:23 (14) 46:59 (11) 57:24 (10) 1:14:52

(18) 21:31 (11) 14:52 (7) 10:36 (7) 10:25 (10) 17:28
11 1時間15分17秒 26 東海大学山形 大場　杏莉　[3] 髙橋　あかね[3] 加藤　多紀子[2] 村山　真唯　[1] 小倉　伊万里[2]

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀｵｵﾊﾞ ｱﾝﾘ ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ ｶﾄｳ ﾀｷｺ ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲ ｵｸﾞﾗ ｲﾏﾘ
山　形 (13) 21:08 (12) 35:49 (13) 46:43 (10) 57:13 (11) 1:15:17

(13) 21:08 (8) 14:41 (13) 10:54 (10) 10:30 (15) 18:04
12 1時間15分30秒 6 花巻東 髙橋　優佳　[2] 小原　彩花　[2] 多田　美沙希[2] 久保　百合香[3] 鎌田　麻未　[2]

ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ ｵﾊﾞﾗ ｱﾔｶ ﾀﾀﾞ ﾐｻｷ ｸﾎﾞ ﾕﾘｶ ｶﾏﾀﾞ ｱｻﾐ
岩　手 (12) 20:58 (13) 35:56 (11) 46:33 (14) 58:03 (12) 1:15:30

(12) 20:58 (12) 14:58 (8) 10:37 (20) 11:30 (8) 17:27
13 1時間16分12秒 19 田村 橋本　愛里　[2] 梅津　麗菜　[2] 武藤　明日香[2] 佐藤　有美　[3] 佐藤　郁美　[3]

ﾀﾑﾗ ﾊｼﾓﾄ ｴﾘ ｳﾒﾂ ﾚﾅ ﾑﾄｳ ｱｽｶ ｻﾄｳ ﾕｳﾐ ｻﾄｳ ｲｸﾐ
福　島 (10) 20:30 (11) 35:47 (10) 46:28 (12) 57:51 (13) 1:16:12

(10) 20:30 (17) 15:17 (9) 10:41 (19) 11:23 (21) 18:21
14 1時間16分14秒 7 盛岡第四 三浦　紗知　[2] 渡部　貴江　[1] 小西　菜奈　[1] 田中　香菜子[2] 木戸口　桃子[1]

ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ ﾐｳﾗ ｻﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｴ ｺﾆｼ ﾅﾅ ﾀﾅｶ ｶﾅｺ ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｺ
岩　手 (19) 21:34 (14) 36:22 (15) 47:22 (13) 58:03 (14) 1:16:14

(19) 21:34 (10) 14:48 (14) 11:00 (12) 10:41 (18) 18:11
15 1時間16分21秒 22 会津 永井　加奈　[1] 舟田　莉佳　[1] 益子　いくみ[2] 渡部　睦美　[3] 古河　美咲　[1]

ｱｲﾂﾞ ﾅｶﾞｲ ｶﾅ ﾌﾅﾀﾞ ﾘｶ ﾏｼｺ ｲｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂﾐ ﾌﾙｶﾜ ﾐｻｷ
福　島 (8) 20:17 (9) 35:23 (12) 46:40 (15) 58:25 (15) 1:16:21

(8) 20:17 (15) 15:06 (18) 11:17 (24) 11:45 (13) 17:56
16 1時間16分56秒 27 九里学園 髙橋　七海　[2] 樋口　小百合[1] 長谷川　智子[3] 髙橋　さおり[1] 山口　美里樹[3]

ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ
山　形 (14) 21:12 (17) 36:42 (16) 47:45 (16) 58:36 (16) 1:16:56

(14) 21:12 (18) 15:30 (16) 11:03 (13) 10:51 (20) 18:20
17 1時間17分15秒 16 利府 栃久保　瑠依[3] 鈴木　由衣　[3] 川村　鞠奈　[1] 日下　水輝　[1] 高橋　栞奈　[1]

ﾘﾌ ﾄﾁｸﾎﾞ ﾙｲ ｽｽﾞｷ ﾕｲ ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘﾅ ｸｻｶ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ
宮　城 (24) 21:51 (18) 36:56 (17) 47:59 (17) 58:51 (17) 1:17:15

(24) 21:51 (14) 15:05 (16) 11:03 (14) 10:52 (22) 18:24
18 1時間17分26秒 28 上山明新館 小野　莉奈　[2] 市川　里奈　[2] 山本　真子　[1] 羽角　朱理那[3] 土屋　千穂　[3]

ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ ｵﾉ ﾘﾅ ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ ﾊｽﾐ ｼｭﾘﾅ ﾂﾁﾔ ﾁﾎ
山　形 (22) 21:49 (21) 37:20 (19) 48:22 (18) 59:21 (18) 1:17:26

(22) 21:49 (19) 15:31 (15) 11:02 (15) 10:59 (17) 18:05
19 1時間17分27秒 8 花巻北 佐藤　真帆　[2] 小野寺　貴子[1] 佐々木　真穂[1] 多田　純恵　[1] 柴田　菜直　[2]

ﾊﾅﾏｷｷﾀ ｻﾄｳ ﾏﾎ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｺ ｻｻｷ ﾏﾎ ﾀﾀﾞｽﾐｴ ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｵ
岩　手 (17) 21:26 (16) 36:35 (18) 48:01 (19) 59:41 (19) 1:17:27

(17) 21:26 (16) 15:09 (22) 11:26 (22) 11:40 (11) 17:46
20 1時間17分47秒 23 福島西 根本　陽香　[2] 菅野　愛理　[1] 鈴木　美咲　[1] 後藤　彩乃　[3] 藤田　好美　[2]

ﾌｸｼﾏﾆｼ ﾈﾓﾄ ﾊﾙｶ ｶﾝﾉ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾉ ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾐ
福　島 (16) 21:20 (20) 37:04 (20) 48:25 (20) 59:43 (20) 1:17:47

(16) 21:20 (22) 15:44 (20) 11:21 (18) 11:18 (15) 18:04

区間記録 19:04 13:40 9:59 9:41 15:51
NSR:区間新記録 ﾌｪﾘｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｭｸ 渋谷　璃沙 上田穂津美/仙台育英 広瀬　　葉 ﾌｪﾘｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｭｸ
OPN:オープン参加 青森山田 花輪 前野　早紀/青森山田 仙台育英 青森山田
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 第２２回 東北高等学校女子駅伝競走大会

期　日：平成２３年１１月１０日（木）　１０：２０スタート 審 判 長:芳賀　康雄
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 県名/監督 6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km
21 1時間18分42秒 2 光星学院 松橋　良子　[2] 飯山　実李　[1] 磯川　瑞季　[1] 福岡　奈都美[3] 三浦　有希子[1]

ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳｺ ｲｲﾔﾏ ﾐﾉﾘ ｲｿｶﾜ ﾐｽﾞｷ ﾌｸｵｶ ﾅﾂﾐ ﾐｳﾗ ﾕｷｺ
青　森 (21) 21:47 (23) 37:30 (21) 48:49 (21) 59:55 (21) 1:18:42

(21) 21:47 (21) 15:43 (19) 11:19 (16) 11:06 (24) 18:47
22 1時間19分14秒 12 秋田中央 名取　慧美　[2] 池田　美麗　[3] 遠藤　明梨　[2] 鈴木　麻里　[3] 児玉　真笑　[2]

ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ ﾅﾄﾘ ｴﾐ ｲｹﾀﾞ ﾐﾚｲ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ ｽｽﾞｷ ﾏﾘ ｺﾀﾞﾏ ﾏｴ
秋　田 (23) 21:50 (24) 37:40 (22) 49:13 (23) 1:01:17 (22) 1:19:14

(23) 21:50 (25) 15:50 (23) 11:33 (25) 12:04 (14) 17:57
23 1時間19分59秒 18 仙台三桜 武田　菜津子[2] 齋藤　めぐみ[2] 佐藤　　舞　[1] 山本　歩優美[3] 須藤　奈々　[3]

ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｺ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ｻﾄｳ ﾏｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾕﾐ ｽﾄﾞｳ ﾅﾅ
宮　城 (26) 23:09 (25) 38:40 (24) 50:04 (22) 1:01:17 (23) 1:19:59

(26) 23:09 (19) 15:31 (21) 11:24 (17) 11:13 (23) 18:42
24 1時間21分13秒 13 秋田和洋女子 佐藤　綾香　[3] 小林　美咲　[3] 高松　　汐　[3] 齊藤　歩由美[1] 伊藤　成美　[1]

ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ ｻﾄｳ ｱﾔｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ﾀｶﾏﾂ ｳｼｵ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ
秋　田 (15) 21:13 (19) 36:59 (23) 50:01 (24) 1:01:45 (24) 1:21:13

(15) 21:13 (24) 15:46 (27) 13:02 (23) 11:44 (27) 19:28
25 1時間21分34秒 9 盛岡第三 小原　りら　[2] 上部　眞紀　[1] 伊藤　綾華　[1] 有原　若奈　[1] 前野　佳那　[2]

ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ ｵﾊﾞﾗ ﾘﾗ ｳﾜﾍﾞ ﾏｷ ｲﾄｳ ｱﾔｶ ｱﾘﾊﾗ ﾜｶﾅ ﾏｴﾉ ｶﾅ
岩　手 (25) 22:45 (26) 38:56 (26) 50:55 (27) 1:03:15 (25) 1:21:34

(25) 22:45 (27) 16:11 (25) 11:59 (26) 12:20 (19) 18:19
26 1時間21分58秒 3 黒石 東海林　緩奈[2] 佐藤　綾芽　[3] 工藤　朝海　[2] 工藤　菜々実[2] 相馬　詩織　[1]

ｸﾛｲｼ ｼｮｳｼﾞ ｶﾝﾅ ｻﾄｳ ｱﾔﾒ ｸﾄﾞｳ ｱｻﾐ ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ ｿｳﾏ ｼｵﾘ
青　森 (20) 21:36 (22) 37:21 (25) 50:10 (25) 1:02:48 (26) 1:21:58

(20) 21:36 (23) 15:45 (26) 12:49 (27) 12:38 (25) 19:10
27 1時間22分28秒 17 明成 佐々木　紗英[1] 佐々木　玲奈[3] 佐藤　紗也華[3] 白鳥　祐衣　[3] 熊谷　まりあ[1]

ﾒｲｾｲ ｻｻｷ ｻｴ ｻｻｷ ﾚﾅ ｻﾄｳ ｻﾔｶ ｼﾗﾄﾘ ﾕｲ ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾘｱ
宮　城 (28) 23:45 (27) 39:44 (27) 51:30 (26) 1:03:06 (27) 1:22:28

(28) 23:45 (26) 15:59 (24) 11:46 (21) 11:36 (26) 19:22
28 1時間29分53秒 4 八戸 織笠　祐実　[3] 浦田　　風　[1] 冷水　泰葉　[1] 小野寺　美穂[2] 稲村　安莉　[3]

ﾊﾁﾉﾍ ｵﾘｶｻ ﾕｳﾐ ｳﾗﾀ ﾌｳ ﾋﾔﾐｽﾞ ﾔｽﾊ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾎ ｲﾅﾑﾗ ｱﾝﾘ
青　森 (27) 23:28 (28) 41:54 (28) 55:15 (28) 1:09:14 (28) 1:29:53

(27) 23:28 (28) 18:26 (28) 13:21 (28) 13:59 (28) 20:39
1時間19分18秒 29 山形北 飯島　美月　[2] 早川　麻実　[2] 長岡　実紀　[2] 會田　和香奈[2] 蒲倉　友梨奈[2]

OPN ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾂﾞｷ ﾊﾔｶﾜ ﾏﾐ ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾉﾘ ｱｲﾀ ﾜｶﾅ ｶﾏｸﾗ ﾕﾘﾅ
山　形 (OPN) 22:02 (OPN) 37:57 (OPN) 49:29 (OPN) 1:00:54 (OPN) 1:19:18

(OPN) 22:02 (OPN) 15:55 (OPN) 11:32 (OPN) 11:25 (OPN) 18:24

区間記録 19:04 13:40 9:59 9:41 15:51
NSR:区間新記録 ﾌｪﾘｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｭｸ 渋谷　璃沙 上田穂津美/仙台育英 広瀬　　葉 ﾌｪﾘｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｭｸ
OPN:オープン参加 青森山田 花輪 前野　早紀/青森山田 仙台育英 青森山田
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男子高校 駅伝 順位変動表(Position Table) 
 
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      2   3   2   1   1   1   1   2:04:43 NGR                      
  2   1 青森山田          1   2   1   2   2   2   2   2:05:18 NGR                      
  3  18 学法石川          6   5   4   4   3   3   3   2:07:31                          
  4   5 一関学院          8   7   6   5   4   4   4   2:07:36                          
  5   9 花輪              5   4   5   3   5   5   5   2:08:49                          
  6  19 田村              3   1   3   6   6   6   6   2:09:34                          
  7  20 いわき総合        7   8   8   7   8   7   7   2:09:52                          
  8  24 東海大学山形      9   9   7   8   7   8   8   2:10:38                          
  9  10 秋田工業         11  10  11  10  10  10   9   2:12:25                          
 10  15 東北              4   6   9   9   9   9  10   2:12:51                          
 11  23 酒田南           15  18  13  13  13  13  11   2:13:35                          
 12  11 大曲工業         10  11  10  11  11  11  12   2:13:44                          
 13  21 日本大学東北     17  13  15  16  15  15  13   2:13:54                          
 14  14 利府             18  16  14  12  12  12  14   2:14:17                          
 15   2 光星学院         21  19  18  18  18  16  15   2:14:55                          
 16   7 花巻北           12  12  12  14  14  14  16   2:15:11                          
 17  16 明成             14  14  16  15  17  17  17   2:15:38                          
 18   6 盛岡工業         16  17  17  17  16  18  18   2:16:00                          
 19  22 磐城             24  23  20  20  19  19  19   2:16:48                          
 20   8 盛岡中央         19  21  19  19  20  20  20   2:17:30                          
 21  25 米沢工業         20  20  21  21  21  21  21   2:17:34                          
 22  17 仙台第三         25  24  26  22  23  23  22   2:18:40                          
 23  12 秋田中央         22  22  25  23  22  22  23   2:18:43                          
 24  26 鶴岡工業         26  26  23  25  25  24  24   2:18:46                          
 25   3 黒石             13  15  24  24  26  25  25   2:19:08                          
 26   4 弘前実業         23  25  22  26  24  26  26   2:20:45                          
     NGR: 大会新記録 
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女子高校 駅伝 順位変動表(Position Table) 
 

順位ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名        1   2   3   4   5   記  録  備  考 
--- --- --------------- --- --- --- --- --- --------- ---------------- 
  1   1 青森山田          3   4   3   3   1   1:09:29                          
  2   5 盛岡女子          4   3   2   2   2   1:10:18                          
  3  14 仙台育英学園      1   1   1   1   3   1:10:41                          
  4  24 山形城北          2   2   4   4   4   1:10:53                          
  5  11 花輪              6   6   5   5   5   1:10:54                          
  6  10 大曲              7   5   6   6   6   1:11:29                          
  7  20 学法石川          9   8   8   8   7   1:12:41                          
  8  15 常盤木学園        5   7   7   7   8   1:13:32                          
  9  21 いわき総合       11  10   9   9   9   1:14:19                          
 10  25 酒田南           18  15  14  11  10   1:14:52                          
 11  26 東海大学山形     13  12  13  10  11   1:15:17                          
 12   6 花巻東           12  13  11  14  12   1:15:30                          
 13  19 田村             10  11  10  12  13   1:16:12                          
 14   7 盛岡第四         19  14  15  13  14   1:16:14                          
 15  22 会津              8   9  12  15  15   1:16:21                          
 16  27 九里学園         14  17  16  16  16   1:16:56                          
 17  16 利府             24  18  17  17  17   1:17:15                          
 18  28 上山明新館       22  21  19  18  18   1:17:26                          
 19   8 花巻北           17  16  18  19  19   1:17:27                          
 20  23 福島西           16  20  20  20  20   1:17:47                          
 21   2 光星学院         21  23  21  21  21   1:18:42                          
 22  12 秋田中央         23  24  22  23  22   1:19:14                          
 23  18 仙台三桜         26  25  24  22  23   1:19:59                          
 24  13 秋田和洋女子     15  19  23  24  24   1:21:13                          
 25   9 盛岡第三         25  26  26  27  25   1:21:34                          
 26   3 黒石             20  22  25  25  26   1:21:58                          
 27  17 明成             28  27  27  26  27   1:22:28                          
 28   4 八戸             27  28  28  28  28   1:29:53                          



 

 － 9 －  

男子高校 駅伝  第１区  区間記録表   10.0km     区間記録[  28:46] 

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    1   30:06 青森山田        其田 健也 [3]      青 森・青森山田                         30:06 (  1) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ              
   2   13   30:07 仙台育英学園    服部 弾馬 [2]      宮 城・仙台育英学園                     30:07 (  2) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ﾊｯﾄﾘ ﾊｽﾞﾏ            
   3   19   30:10 田村            佐藤 和仁 [3]      福 島・田村                             30:10 (  3) 
                  ﾀﾑﾗ             ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ            
   4   15   30:10 東北            渡邉 利典 [3]      宮 城・東北                             30:10 (  4) 
                  ﾄｳﾎｸ            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ           
   5    9   30:10 花輪            小板橋 海渡[2]      秋 田・花輪                             30:10 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶｲﾄ           
   6   18   30:18 学法石川        高本 真樹 [1]      福 島・学法石川                         30:18 (  6) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ﾀｶﾓﾄ ﾏｻｷ             
   7   20   30:28 いわき総合      中村 大介 [3]      福 島・いわき総合                       30:28 (  7) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ           
   8    5   30:32 一関学院        竹本 紘希 [3]      岩 手・一関学院                         30:32 (  8) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ             
   9   24   30:43 東海大学山形    吉田  楓 [2]      山 形・東海大学山形                     30:43 (  9) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ            
  10   11   30:45 大曲工業        高橋 一生 [2]      秋 田・大曲工業                         30:45 ( 10) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ            
  11   10   31:15 秋田工業        奥村 恭平 [3]      秋 田・秋田工業                         31:15 ( 11) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ｵｸﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ           
  12    7   31:16 花巻北          鈴木 修平 [2]      岩 手・花巻北                           31:16 ( 12) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ           
  13    3   31:43 黒石            工藤 隼人 [2]      青 森・黒石                             31:43 ( 13) 
                  ｸﾛｲｼ            ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ             
  14   16   31:52 明成            渡辺 拓巳 [1]      宮 城・明成                             31:52 ( 14) 
                  ﾒｲｾｲ            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ            
  15   23   32:00 酒田南          今井 慎吾 [3]      山 形・酒田南                           32:00 ( 15) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｲﾏｲ ｼﾝｺﾞ             
  16    6   32:04 盛岡工業        吉田 京平 [3]      岩 手・盛岡工業                         32:04 ( 16) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ           
  17   21   32:06 日本大学東北    渡邉 晋史 [3]      福 島・日本大学東北                     32:06 ( 17) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ           
  18   14   32:08 利府            佐藤 穏空 [2]      宮 城・利府                             32:08 ( 18) 
                  ﾘﾌ              ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ             
  19    8   32:17 盛岡中央        工藤 郁也 [3]      岩 手・盛岡中央                         32:17 ( 19) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ             
  20   25   32:20 米沢工業        佐竹 信哉 [3]      山 形・米沢工業                         32:20 ( 20) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ｻﾀｹ ｼﾝﾔ              
  21    2   32:21 光星学院        長谷地 拓也[1]      青 森・光星学院                         32:21 ( 21) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾅｶﾞﾔﾁ ﾀｸﾔ            
  22   12   32:42 秋田中央        黒沢  慎 [3]      秋 田・秋田中央                         32:42 ( 22) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｸﾛｻﾜ ｼﾝ              
  23    4   32:57 弘前実業        藪谷  昇 [3]      青 森・弘前実業                         32:57 ( 23) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ            
  24   22   33:05 磐城            髙林 拓哉 [2]      福 島・磐城                             33:05 ( 24) 
                  ｲﾜｷ             ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ           
  25   17   33:28 仙台第三        早坂 諒也 [2]      宮 城・仙台第三                         33:28 ( 25) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳﾔ            
  26   26   33:36 鶴岡工業        工藤 亘太 [2]      山 形・鶴岡工業                         33:36 ( 26) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ             
 OPN   27   31:48 山形中央        安食 徹郎 [2]      山 形・山形中央                         31:48 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ｱｼﾞｷ ﾃﾂﾛｳ            
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 10 －  

男子高校 駅伝  第２区  区間記録表   3.0km     区間記録[   8:35]                

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   19    8:43 田村            酒井 槙志 [3]      福 島・田村                             38:53 (  1) 
                  ﾀﾑﾗ             ｻｶｲ ｼﾝｼﾞ             
   2    1    8:48 青森山田        田中 槇一 [3]      青 森・青森山田                         38:54 (  2) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ             
   3   18    9:00 学法石川        蛭田 雄大 [1]      福 島・学法石川                         39:18 (  5) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ            
   3   21    9:00 日本大学東北    遠藤 省吾 [3]      福 島・日本大学東北                     41:06 ( 13) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ          
   5    9    9:03 花輪            板橋 賢吾 [1]      秋 田・花輪                             39:13 (  4) 
                  ﾊﾅﾜ             ｲﾀﾊﾞｼ ｹﾝｺﾞ           
   6   13    9:04 仙台育英学園    梅宮 佑介 [2]      宮 城・仙台育英学園                     39:11 (  3) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｳﾒﾐﾔ ﾕｳｽｹ            
   7    5    9:15 一関学院        昆   充 [1]      岩 手・一関学院                         39:47 (  7) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ｺﾝ ﾐﾂﾙ               
   8   24    9:16 東海大学山形    星川  聖 [2]      山 形・東海大学山形                     39:59 (  9) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ            
   9   20    9:19 いわき総合      若月 力也 [2]      福 島・いわき総合                       39:47 (  8) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾜｶﾂｷ ﾘｷﾔ             
  10   10    9:20 秋田工業        萩野 孝広 [2]      秋 田・秋田工業                         40:35 ( 10) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ﾊｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ            
  10   14    9:20 利府            和泉 貴浩 [2]      宮 城・利府                             41:28 ( 16) 
                  ﾘﾌ              ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ            
  12   15    9:26 東北            永沼 慶己 [1]      宮 城・東北                             39:36 (  6) 
                  ﾄｳﾎｸ            ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｷ            
  13   16    9:28 明成            鎌田 魁星 [2]      宮 城・明成                             41:20 ( 14) 
                  ﾒｲｾｲ            ｶﾏﾀﾞ ｶｲｾｲ            
  14    6    9:31 盛岡工業        伊藤 岬樹 [1]      岩 手・盛岡工業                         41:35 ( 17) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｲﾄｳ ｺｳｷ              
  15    2    9:32 光星学院        森田 博紀 [3]      青 森・光星学院                         41:53 ( 19) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ              
  16   17    9:38 仙台第三        中島 智理 [2]      宮 城・仙台第三                         43:06 ( 24) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ           
  17    3    9:39 黒石            山田 勇人 [1]      青 森・黒石                             41:22 ( 15) 
                  ｸﾛｲｼ            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ             
  18   22    9:41 磐城            藤  飛翔 [1]      福 島・磐城                             42:46 ( 23) 
                  ｲﾜｷ             ﾌｼﾞ ﾂﾊﾞｻ             
  19    7    9:42 花巻北          池田 完仁 [1]      岩 手・花巻北                           40:58 ( 12) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ             
  20   23    9:43 酒田南          加藤 巧記 [1]      山 形・酒田南                           41:43 ( 18) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｶﾄｳ ｺｳｷ              
  21   12    9:49 秋田中央        鈴木 翔太 [1]      秋 田・秋田中央                         42:31 ( 22) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ            
  22   11    9:50 大曲工業        田村  諒 [1]      秋 田・大曲工業                         40:35 ( 11) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ              
  23   25    9:51 米沢工業        齋藤 誉也 [1]      山 形・米沢工業                         42:11 ( 20) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ             
  24   26    9:54 鶴岡工業        松田 朋也 [3]      山 形・鶴岡工業                         43:30 ( 26) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ﾏﾂﾀ ﾄﾓﾔ              
  25    8    9:57 盛岡中央        古舘  優 [3]      岩 手・盛岡中央                         42:14 ( 21) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｳ             
  26    4   10:14 弘前実業        小田桐 僚 [2]      青 森・弘前実業                         43:11 ( 25) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾘｮｳ           
 OPN   27    9:28 山形中央        阿部 一貴 [3]      山 形・山形中央                         41:16 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ            
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 11 －  

男子高校 駅伝  第３区  区間記録表   8.1075km     区間記録[  23:37]             

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   13   22:53 仙台育英学園    Hiram Ngatia[1]      宮 城・仙台育英学園         NSR       1:02:04 (  2) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ﾋﾗﾑ ｶﾞﾃﾞｨｱ           
   2    1   23:05 青森山田        ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ  [2]      青 森・青森山田             NSR       1:01:59 (  1) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ             
   3   19   24:07 田村            武藤 健太 [3]      福 島・田村                           1:03:00 (  3) 
                  ﾀﾑﾗ             ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ              
   4   18   24:11 学法石川        阿部 良平 [3]      福 島・学法石川                       1:03:29 (  4) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ            
   5    5   24:13 一関学院        遠藤 凌平 [3]      岩 手・一関学院                       1:04:00 (  6) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ          
   6    9   24:19 花輪            小板橋 天斗[2]      秋 田・花輪                           1:03:32 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾄ           
   7   24   24:35 東海大学山形    荒木 瞭一 [2]      山 形・東海大学山形                   1:04:34 (  7) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ            
   8   20   24:52 いわき総合      田中 雅人 [3]      福 島・いわき総合                     1:04:39 (  8) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ              
   9   11   24:55 大曲工業        佐藤  玲 [3]      秋 田・大曲工業                       1:05:30 ( 10) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ｻﾄｳ ﾚｲ               
  10   23   25:01 酒田南          三笠 慧吾 [2]      山 形・酒田南                         1:06:44 ( 13) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ             
  11   10   25:03 秋田工業        阿部 将大 [3]      秋 田・秋田工業                       1:05:38 ( 11) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ             
  12   15   25:06 東北            今野 勝善 [2]      宮 城・東北                           1:04:42 (  9) 
                  ﾄｳﾎｸ            ｺﾝﾉ ｶﾂﾖｼ             
  13   14   25:17 利府            加藤 寛基 [3]      宮 城・利府                           1:06:45 ( 14) 
                  ﾘﾌ              ｶﾄｳ ﾋﾛｷ              
  14   26   25:28 鶴岡工業        鈴木 博斗 [1]      山 形・鶴岡工業                       1:08:58 ( 23) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ             
  15    7   25:35 花巻北          菊池  峻 [1]      岩 手・花巻北                         1:06:33 ( 12) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｷｸﾁ ｼｭﾝ              
  16   22   25:38 磐城            山下 和也 [2]      福 島・磐城                           1:08:24 ( 20) 
                  ｲﾜｷ             ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ            
  17    4   25:43 弘前実業        福井 翔太 [3]      青 森・弘前実業                       1:08:54 ( 22) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ             
  18   16   25:46 明成            齊藤 太郎 [3]      宮 城・明成                           1:07:06 ( 16) 
                  ﾒｲｾｲ            ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ             
  19    8   25:49 盛岡中央        菅野 拓磨 [2]      岩 手・盛岡中央                       1:08:03 ( 19) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ｶﾝﾉ ﾀｸﾏ              
  20   21   25:50 日本大学東北    鈴木 拓也 [2]      福 島・日本大学東北                   1:06:56 ( 15) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ             
  21    2   26:03 光星学院        沖  成仁 [1]      青 森・光星学院                       1:07:56 ( 18) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ｵｷ ﾅﾘﾋﾄ              
  22    6   26:04 盛岡工業        黒澤 正彬 [3]      岩 手・盛岡工業                       1:07:39 ( 17) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｸﾛｻﾜ ﾏｻｱｷ            
  23   17   26:10 仙台第三        鈴木 秀幸 [2]      宮 城・仙台第三                       1:09:16 ( 26) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ           
  24   25   26:27 米沢工業        加地 槙之介[2]      山 形・米沢工業                       1:08:38 ( 21) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ｶｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ            
  25   12   26:43 秋田中央        鎌田  武 [3]      秋 田・秋田中央                       1:09:14 ( 25) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｶﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ             
  26    3   27:37 黒石            工藤 留以 [1]      青 森・黒石                           1:08:59 ( 24) 
                  ｸﾛｲｼ            ｸﾄﾞｳ ﾙｲ              
 OPN   27   25:45 山形中央        田中 友也 [2]      山 形・山形中央                       1:07:01 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ              
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 12 －  

男子高校 駅伝  第４区  区間記録表   8.0875km    区間記録[  23:52]         

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   13   23:51 仙台育英学園    一色 恭志 [2]      宮 城・仙台育英学園         NSR       1:25:55 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｲｯｼｷ ﾀﾀﾞｼ            
   2    1   24:14 青森山田        堀合 修平 [3]      青 森・青森山田                       1:26:13 (  2) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ﾎﾘｱｲ ｼｭｳﾍｲ           
   3    5   24:32 一関学院        中瀨  薫 [3]      岩 手・一関学院                       1:28:32 (  5) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ﾅｶｾ ｶｵﾙ              
   4   20   24:35 いわき総合      立花 克広 [3]      福 島・いわき総合                     1:29:14 (  7) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶﾂﾋﾛ           
   5    9   24:44 花輪            齊藤  亮 [3]      秋 田・花輪                           1:28:16 (  3) 
                  ﾊﾅﾜ             ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ             
   6   18   24:51 学法石川        吉田 翔也 [3]      福 島・学法石川                       1:28:20 (  4) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ            
   7   14   25:28 利府            遠藤 孝太 [3]      宮 城・利府                           1:32:13 ( 12) 
                  ﾘﾌ              ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ            
   8   24   25:30 東海大学山形    髙橋 雅人 [3]      山 形・東海大学山形                   1:30:04 (  8) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ             
   9   23   25:50 酒田南          工藤 天輝 [2]      山 形・酒田南                         1:32:34 ( 13) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ             
  10   10   25:56 秋田工業        花田 太一 [1]      秋 田・秋田工業                       1:31:34 ( 10) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ﾊﾅﾀ ﾀｲﾁ              
  11    2   26:04 光星学院        石橋  健 [2]      青 森・光星学院                       1:34:00 ( 18) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ             
  11   16   26:04 明成            大槻  駿 [2]      宮 城・明成                           1:33:10 ( 15) 
                  ﾒｲｾｲ            ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ             
  13   11   26:07 大曲工業        佐藤  凌 [1]      秋 田・大曲工業                       1:31:37 ( 11) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ｻﾄｳ ﾘｮｳ              
  13   15   26:07 東北            橋本 佳史 [3]      宮 城・東北                           1:30:49 (  9) 
                  ﾄｳﾎｸ            ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ            
  15    6   26:09 盛岡工業        大上 幸祐 [3]      岩 手・盛岡工業                       1:33:48 ( 17) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｵｵｶﾐ ｺｳｽｹ            
  16   19   26:11 田村            清水目 大貴[2]      福 島・田村                           1:29:11 (  6) 
                  ﾀﾑﾗ             ｼﾐｽﾞﾒ ﾀｲｷ            
  17    7   26:13 花巻北          松村 広夢 [2]      岩 手・花巻北                         1:32:46 ( 14) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾑ             
  18   21   26:23 日本大学東北    桜井  晋 [3]      福 島・日本大学東北                   1:33:19 ( 16) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ｻｸﾗｲ ｼﾝ              
  19   22   26:30 磐城            新田 勝士 [2]      福 島・磐城                           1:34:54 ( 20) 
                  ｲﾜｷ             ﾆｯﾀ ｶﾂｼﾞ             
  20    8   26:34 盛岡中央        宮   翼 [2]      岩 手・盛岡中央                       1:34:37 ( 19) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ﾐﾔ ﾂﾊﾞｻ              
  20   25   26:34 米沢工業        伊藤  翼 [2]      山 形・米沢工業                       1:35:12 ( 21) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ             
  22   17   26:43 仙台第三        木村 大地 [1]      宮 城・仙台第三                       1:35:59 ( 22) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ             
  23   12   26:52 秋田中央        目黒 智之 [2]      秋 田・秋田中央                       1:36:06 ( 23) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ﾒｸﾞﾛ ﾄﾓﾕｷ            
  24    3   27:22 黒石            葛西 翔太 [2]      青 森・黒石                           1:36:21 ( 24) 
                  ｸﾛｲｼ            ｶｻｲ ｼｮｳﾀ             
  25   26   27:27 鶴岡工業        佐藤 将隆 [3]      山 形・鶴岡工業                       1:36:25 ( 25) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ             
  26    4   27:46 弘前実業        畑山 涼太 [2]      青 森・弘前実業                       1:36:40 ( 26) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ           
 OPN   27   26:02 山形中央        後藤  亮 [1]      山 形・山形中央                       1:33:03 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ             
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 13 －  

男子高校 駅伝  第５区  区間記録表   3.0km     区間記録[   8:39]       

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   18    9:15 学法石川        小針 旭人 [3]      福 島・学法石川                       1:37:35 (  3) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ            
   2    5    9:23 一関学院        畠山 泰成 [2]      岩 手・一関学院                       1:37:55 (  4) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ           
   3   13    9:30 仙台育英学園    米田 和広 [1]      宮 城・仙台育英学園                   1:35:25 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ           
   4    1    9:32 青森山田        有谷 昭宏 [1]      青 森・青森山田                       1:35:45 (  2) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｱﾘﾔ ｱｷﾋﾛ             
   4   19    9:32 田村            中川 大誠 [2]      福 島・田村                           1:38:43 (  6) 
                  ﾀﾑﾗ             ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ           
   6    6    9:35 盛岡工業        菊池 竜成 [3]      岩 手・盛岡工業                       1:43:23 ( 16) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｷｸﾁ ﾘｭｳｾｲ            
   7   24    9:44 東海大学山形    小玉 健太 [3]      山 形・東海大学山形                   1:39:48 (  7) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ             
   8   23    9:45 酒田南          今井 滉二 [1]      山 形・酒田南                         1:42:19 ( 13) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ             
   9    9    9:48 花輪            工藤 来輝 [1]      秋 田・花輪                           1:38:04 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｸﾄﾞｳ ﾗｲｷ             
   9   10    9:48 秋田工業        畠山 亨太 [1]      秋 田・秋田工業                       1:41:22 ( 10) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ﾊﾀｹﾔﾏ ｷｮｳﾀ           
  11    2    9:51 光星学院        鍋久保 雄矢[3]      青 森・光星学院                       1:43:51 ( 18) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾅﾍﾞｸﾎﾞ ﾕｳﾔ           
  12   22    9:53 磐城            森  遊野 [1]      福 島・磐城                           1:44:47 ( 19) 
                  ｲﾜｷ             ﾓﾘ ﾕｳﾔ               
  13   12    9:54 秋田中央        小林 飛鳥 [2]      秋 田・秋田中央                       1:46:00 ( 22) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ            
  14   14    9:55 利府            齋藤  希 [1]      宮 城・利府                           1:42:08 ( 12) 
                  ﾘﾌ              ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ            
  15   21   10:01 日本大学東北    渡邉 鴻志 [1]      福 島・日本大学東北                   1:43:20 ( 15) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼ            
  16   15   10:05 東北            小林 広大 [2]      宮 城・東北                           1:40:54 (  9) 
                  ﾄｳﾎｸ            ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ          
  17   17   10:07 仙台第三        上原子 慧太[2]      宮 城・仙台第三                       1:46:06 ( 23) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ｶﾐﾊﾗｺ ｹｲﾀ            
  18    7   10:11 花巻北          小山 健太 [1]      岩 手・花巻北                         1:42:57 ( 14) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｵﾔﾏ ｹﾝﾀ              
  19    4   10:14 弘前実業        白取 勇帆 [1]      青 森・弘前実業                       1:46:54 ( 24) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾎ             
  20   25   10:20 米沢工業        西村  翔 [1]      山 形・米沢工業                       1:45:32 ( 21) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ             
  21    8   10:26 盛岡中央        山本 慶太 [3]      岩 手・盛岡中央                       1:45:03 ( 20) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ             
  22   11   10:27 大曲工業        東海林 瑠偉[2]      秋 田・大曲工業                       1:42:04 ( 11) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ｼｮｳｼﾞ ﾙｲ             
  23   16   10:31 明成            小提 和真 [2]      宮 城・明成                           1:43:41 ( 17) 
                  ﾒｲｾｲ            ｺﾂﾞﾂﾐ ｶｽﾞﾏ           
  24   26   10:32 鶴岡工業        佐藤 滉一郎[3]      山 形・鶴岡工業                       1:46:57 ( 25) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ           
  25    3   10:42 黒石            今 敬太郎 [1]      青 森・黒石                           1:47:03 ( 26) 
                  ｸﾛｲｼ            ｺﾝ ｹｲﾀﾛｳ             
  26   20   10:45 いわき総合      藍原 瑞稀 [2]      福 島・いわき総合                     1:39:59 (  8) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ｱｲﾊﾗ ﾐｽﾞｷ            
 OPN   27   10:16 山形中央        奥山  修 [1]      山 形・山形中央                       1:43:19 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ｵｸﾔﾏ ｼｭｳ             
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 14 －  

男子高校 駅伝  第６区  区間記録表   5.0km    区間記録[  14:36]               

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    1   14:44 青森山田        山本  新 [3]      青 森・青森山田                       1:50:29 (  2) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ             
   1   20   14:44 いわき総合      吉田 将平 [3]      福 島・いわき総合                     1:54:43 (  7) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ           
   3   13   14:52 仙台育英学園    郷右近 辰也[1]      宮 城・仙台育英学園                   1:50:17 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｺﾞｳｳｺﾝ ﾀﾂﾔ          
   4    5   14:54 一関学院        佐藤 優介 [3]      岩 手・一関学院                       1:52:49 (  4) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ             
   5   18   15:08 学法石川        吉田  強 [3]      福 島・学法石川                       1:52:43 (  3) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ             
   6   24   15:29 東海大学山形    渡邉  貴 [1]      山 形・東海大学山形                   1:55:17 (  8) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ            
   7    9   15:32 花輪            阿部 啓明 [1]      秋 田・花輪                           1:53:36 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ             
   8    2   15:33 光星学院        髙屋敷 光生[2]      青 森・光星学院                       1:59:24 ( 16) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾀｶﾔｼｷ ｺｳｷ            
   9   10   15:45 秋田工業        三沢 純也 [1]      秋 田・秋田工業                       1:57:07 ( 10) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ﾐｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ            
  10   22   15:52 磐城            谷中田 笑太[3]      福 島・磐城                           2:00:39 ( 19) 
                  ｲﾜｷ             ﾔﾁｭｳﾀﾞ ｼｮｳﾀ          
  11   19   15:53 田村            大内 佑太 [2]      福 島・田村                           1:54:36 (  6) 
                  ﾀﾑﾗ             ｵｵｳﾁ ﾕｳﾀ             
  12   21   15:57 日本大学東北    吉村 慶介 [1]      福 島・日本大学東北                   1:59:17 ( 15) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ            
  12   23   15:57 酒田南          齋藤 宥哉 [1]      山 形・酒田南                         1:58:16 ( 13) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ             
  14   11   15:59 大曲工業        森川  徹 [2]      秋 田・大曲工業                       1:58:03 ( 11) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ﾓﾘｶﾜ ﾄｵﾙ             
  15   14   16:03 利府            小玉 浩平 [3]      宮 城・利府                           1:58:11 ( 12) 
                  ﾘﾌ              ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾍｲ            
  15   16   16:03 明成            小野 将太 [1]      宮 城・明成                           1:59:44 ( 17) 
                  ﾒｲｾｲ            ｵﾉ ｼｮｳﾀ              
  17   26   16:05 鶴岡工業        矢口 士稀 [3]      山 形・鶴岡工業                       2:03:02 ( 24) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ﾔｸﾞﾁ ｼｷ              
  18    7   16:06 花巻北          佐藤 航平 [2]      岩 手・花巻北                         1:59:03 ( 14) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ             
  19   15   16:10 東北            田中 佑桐 [2]      宮 城・東北                           1:57:04 (  9) 
                  ﾄｳﾎｸ            ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ              
  20   17   16:13 仙台第三        早坂 謙児 [2]      宮 城・仙台第三                       2:02:19 ( 23) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ﾊﾔｻｶ ｹﾝｼﾞ            
  20   25   16:13 米沢工業        須貝 誠耶 [1]      山 形・米沢工業                       2:01:45 ( 21) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ｽｶﾞｲ ｾｲﾔ             
  22   12   16:14 秋田中央        泉山 友樹 [3]      秋 田・秋田中央                       2:02:14 ( 22) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾕｳｷ           
  23    3   16:16 黒石            工藤 優太朗[2]      青 森・黒石                           2:03:19 ( 25) 
                  ｸﾛｲｼ            ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ           
  24    8   16:20 盛岡中央        大谷 洸成 [2]      岩 手・盛岡中央                       2:01:23 ( 20) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ｵｵﾀﾆ ｺｳｾｲ            
  25    6   16:38 盛岡工業        清水 哉弥 [3]      岩 手・盛岡工業                       2:00:01 ( 18) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾔ             
  26    4   16:52 弘前実業        蝦名 慶太 [2]      青 森・弘前実業                       2:03:46 ( 26) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ｴﾋﾞﾅ ｹｲﾀ             
 OPN   27   16:05 山形中央        小林  駿 [2]      山 形・山形中央                       1:59:24 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ            
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 15 －  

男子高校 駅伝  第７区  区間記録表   5.0km     [  14:46]         

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   13   14:26 仙台育英学園    吾妻 佑起 [3]      宮 城・仙台育英学園         NSR       2:04:43 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｱﾂﾞﾏ ﾕｳｷ             
   2   21   14:37 日本大学東北    佐久間 祥 [3]      福 島・日本大学東北         NSR       2:13:54 ( 13) 
                  ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾄｳﾎｸ   ｻｸﾏ ｼｮｳ              
   3    5   14:47 一関学院        中谷 貢司 [3]      岩 手・一関学院                       2:07:36 (  4) 
                  ｲﾁﾉｾｷｶﾞｸｲﾝ      ﾅｶﾀﾆ ｺｳｼﾞ            
   4   18   14:48 学法石川        伊藤  亮 [3]      福 島・学法石川                       2:07:31 (  3) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ｲﾄｳ ﾘｮｳ              
   5    1   14:49 青森山田        柿本 昇忠 [1]      青 森・青森山田                       2:05:18 (  2) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｶｷﾓﾄ ｼｮｳｱﾂ           
   6   19   14:58 田村            大澤 靖一郎[3]      福 島・田村                           2:09:34 (  6) 
                  ﾀﾑﾗ             ｵｵｻﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ          
   7   20   15:09 いわき総合      阿部 直人 [2]      福 島・いわき総合                     2:09:52 (  7) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ｱﾍﾞ ﾅｵﾄ              
   8    9   15:13 花輪            藤井  卓 [3]      秋 田・花輪                           2:08:49 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ﾌｼﾞｲ ｽｸﾞﾙ            
   9   10   15:18 秋田工業        渡辺 和博 [2]      秋 田・秋田工業                       2:12:25 (  9) 
                  ｱｷﾀｺｳｷﾞｮｳ       ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ          
  10   23   15:19 酒田南          横瀬 健吾 [3]      山 形・酒田南                         2:13:35 ( 11) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ﾖｺｾ ｹﾝｺﾞ             
  11   24   15:21 東海大学山形    木村 秀人 [3]      山 形・東海大学山形                   2:10:38 (  8) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ             
  12    2   15:31 光星学院        秋山 燿佑 [2]      青 森・光星学院                       2:14:55 ( 15) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ            
  13   11   15:41 大曲工業        西鳥羽 真圭[2]      秋 田・大曲工業                       2:13:44 ( 12) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘｺｳｷﾞｮｳ    ﾆｼﾄﾊﾞ ﾏｻﾖｼ           
  14   26   15:44 鶴岡工業        五十嵐 宇駿[3]      山 形・鶴岡工業                       2:18:46 ( 24) 
                  ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ           
  15   15   15:47 東北            布田 直也 [1]      宮 城・東北                           2:12:51 ( 10) 
                  ﾄｳﾎｸ            ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ              
  16    3   15:49 黒石            畑山 慎也 [3]      青 森・黒石                           2:19:08 ( 25) 
                  ｸﾛｲｼ            ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾔ            
  16   25   15:49 米沢工業        吉田 周平 [1]      山 形・米沢工業                       2:17:34 ( 21) 
                  ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ     ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ           
  18   16   15:54 明成            松川 佑輝 [2]      宮 城・明成                           2:15:38 ( 17) 
                  ﾒｲｾｲ            ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｷ             
  19    6   15:59 盛岡工業        阿部  慎 [3]      岩 手・盛岡工業                       2:16:00 ( 18) 
                  ﾓﾘｵｶｺｳｷﾞｮｳ      ｱﾍﾞ ｼﾝ               
  20   14   16:06 利府            赤間 真介 [3]      宮 城・利府                           2:14:17 ( 14) 
                  ﾘﾌ              ｱｶﾏ ｼﾝｽｹ             
  21    8   16:07 盛岡中央        加藤 竜也 [2]      岩 手・盛岡中央                       2:17:30 ( 20) 
                  ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ       ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ              
  22    7   16:08 花巻北          太田 尚大 [1]      岩 手・花巻北                         2:15:11 ( 16) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｵｵﾀ ﾅｵﾋﾛ             
  23   22   16:09 磐城            田中 一樹 [2]      福 島・磐城                           2:16:48 ( 19) 
                  ｲﾜｷ             ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ             
  24   17   16:21 仙台第三        加藤 大智 [2]      宮 城・仙台第三                       2:18:40 ( 22) 
                  ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｻﾝ      ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ             
  25   12   16:29 秋田中央        鎌田 滉一 [2]      秋 田・秋田中央                       2:18:43 ( 23) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｶﾏﾀ ｺｳｲﾁ             
  26    4   16:59 弘前実業        小金渕 奏流[3]      青 森・弘前実業                       2:20:45 ( 26) 
                  ﾋﾛｻｷｼﾞﾂｷﾞｮｳ     ｺｶﾞﾈﾌﾞﾁ ｿｳﾙ          
 OPN   27   16:24 山形中央        大地 優人 [2]      山 形・山形中央                       2:15:48 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀﾁｭｳｵｳ      ｵｵﾁ ﾕｳﾄ              
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 16 －  

女子高校 駅伝  第１区  区間記録表   6.0km     区間記録[  19:04]           

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   14   19:29 仙台育英学園    堀川  倫 [2]      宮 城・仙台育英学園                     19:29 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ﾎﾘｶﾜ ﾐﾁ              
   2   24   19:30 山形城北        木村 芙有加[2]      山 形・山形城北                         19:30 (  2) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ     ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ              
   3    1   19:32 青森山田        榎本  盟 [3]      青 森・青森山田                         19:32 (  3) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｴﾉﾓﾄ ﾒｲ              
   4    5   19:37 盛岡女子        芦  麻生 [3]      岩 手・盛岡女子                         19:37 (  4) 
                  ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ        ｱｼ ﾏｷ                
   5   15   19:49 常盤木学園      佐藤 早也伽[2]      宮 城・常盤木学園                       19:49 (  5) 
                  ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ      ｻﾄｳ ｻﾔｶ              
   6   11   20:03 花輪            佐々木 香穂[2]      秋 田・花輪                             20:03 (  6) 
                  ﾊﾅﾜ             ｻｻｷ ｶﾎ               
   7   10   20:10 大曲            熊谷 千鶴 [1]      秋 田・大曲                             20:10 (  7) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘ          ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾂﾞﾙ           
   8   22   20:17 会津            永井 加奈 [1]      福 島・会津                             20:17 (  8) 
                  ｱｲﾂﾞ            ﾅｶﾞｲ ｶﾅ              
   9   20   20:22 学法石川        内田 寧々 [1]      福 島・学法石川                         20:22 (  9) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ｳﾁﾀﾞ ﾈﾈ              
  10   19   20:30 田村            橋本 愛里 [2]      福 島・田村                             20:30 ( 10) 
                  ﾀﾑﾗ             ﾊｼﾓﾄ ｴﾘ              
  11   21   20:46 いわき総合      鴫原 優子 [1]      福 島・いわき総合                       20:46 ( 11) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｳｺ            
  12    6   20:58 花巻東          髙橋 優佳 [2]      岩 手・花巻東                           20:58 ( 12) 
                  ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ        ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ             
  13   26   21:08 東海大学山形    大場 杏莉 [3]      山 形・東海大学山形                     21:08 ( 13) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ｵｵﾊﾞ ｱﾝﾘ             
  14   27   21:12 九里学園        髙橋 七海 [2]      山 形・九里学園                         21:12 ( 14) 
                  ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ        ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ             
  15   13   21:13 秋田和洋女子    佐藤 綾香 [3]      秋 田・秋田和洋女子                     21:13 ( 15) 
                  ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ      ｻﾄｳ ｱﾔｶ              
  16   23   21:20 福島西          根本 陽香 [2]      福 島・福島西                           21:20 ( 16) 
                  ﾌｸｼﾏﾆｼ          ﾈﾓﾄ ﾊﾙｶ              
  17    8   21:26 花巻北          佐藤 真帆 [2]      岩 手・花巻北                           21:26 ( 17) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｻﾄｳ ﾏﾎ               
  18   25   21:31 酒田南          大谷 美優 [1]      山 形・酒田南                           21:31 ( 18) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ              
  19    7   21:34 盛岡第四        三浦 紗知 [2]      岩 手・盛岡第四                         21:34 ( 19) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ        ﾐｳﾗ ｻﾁ               
  20    3   21:36 黒石            東海林 緩奈[2]      青 森・黒石                             21:36 ( 20) 
                  ｸﾛｲｼ            ｼｮｳｼﾞ ｶﾝﾅ            
  21    2   21:47 光星学院        松橋 良子 [2]      青 森・光星学院                         21:47 ( 21) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾏﾂﾊｼ ﾘｮｳｺ            
  22   28   21:49 上山明新館      小野 莉奈 [2]      山 形・上山明新館                       21:49 ( 22) 
                  ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ     ｵﾉ ﾘﾅ                
  23   12   21:50 秋田中央        名取 慧美 [2]      秋 田・秋田中央                         21:50 ( 23) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ﾅﾄﾘ ｴﾐ               
  24   16   21:51 利府            栃久保 瑠依[3]      宮 城・利府                             21:51 ( 24) 
                  ﾘﾌ              ﾄﾁｸﾎﾞ ﾙｲ             
  25    9   22:45 盛岡第三        小原 りら [2]      岩 手・盛岡第三                         22:45 ( 25) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ       ｵﾊﾞﾗ ﾘﾗ              
  26   18   23:09 仙台三桜        武田 菜津子[2]      宮 城・仙台三桜                         23:09 ( 26) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ       ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｺ             
  27    4   23:28 八戸            織笠 祐実 [3]      青 森・八戸                             23:28 ( 27) 
                  ﾊﾁﾉﾍ            ｵﾘｶｻ ﾕｳﾐ             
  28   17   23:45 明成            佐々木 紗英[1]      宮 城・明成                             23:45 ( 28) 
                  ﾒｲｾｲ            ｻｻｷ ｻｴ               
 OPN   29   22:02 山形北          飯島 美月 [2]      山 形・山形北                           22:02 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ         ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾂﾞｷ           
                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 17 －  

女子高校 駅伝  第２区  区間記録表   4.0975km     区間記録[  13:40]         

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   14   13:41 仙台育英学園    関根 花観 [1]      宮 城・仙台育英学園                     33:10 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｾｷﾈ ﾊﾅﾐ              
   2   10   13:53 大曲            児玉 柚稀 [2]      秋 田・大曲                             34:03 (  5) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘ          ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ             
   3   24   13:58 山形城北        小林 文香 [2]      山 形・山形城北                         33:28 (  2) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ     ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ            
   4    5   13:59 盛岡女子        堀口 桃子 [2]      岩 手・盛岡女子                         33:36 (  3) 
                  ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ        ﾎﾘｸﾞﾁ ﾓﾓｺ            
   5   11   14:04 花輪            児玉 絵里 [2]      秋 田・花輪                             34:07 (  6) 
                  ﾊﾅﾜ             ｺﾀﾞﾏ ｴﾘ              
   6    1   14:11 青森山田        西澤 果穂 [1]      青 森・青森山田                         33:43 (  4) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾎ             
   7   20   14:31 学法石川        石井 寿美 [1]      福 島・学法石川                         34:53 (  8) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ｲｼｲ ﾋｻﾐ              
   8   26   14:41 東海大学山形    髙橋 あかね[3]      山 形・東海大学山形                     35:49 ( 12) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ             
   9   21   14:46 いわき総合      大久保 七海[1]      福 島・いわき総合                       35:32 ( 10) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ｵｵｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ            
  10    7   14:48 盛岡第四        渡部 貴江 [1]      岩 手・盛岡第四                         36:22 ( 14) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ        ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｴ             
  11   25   14:52 酒田南          平山 絵梨 [2]      山 形・酒田南                           36:23 ( 15) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ              
  12    6   14:58 花巻東          小原 彩花 [2]      岩 手・花巻東                           35:56 ( 13) 
                  ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ        ｵﾊﾞﾗ ｱﾔｶ             
  13   15   15:01 常盤木学園      佐藤  舞 [2]      宮 城・常盤木学園                       34:50 (  7) 
                  ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ      ｻﾄｳ ﾏｲ               
  14   16   15:05 利府            鈴木 由衣 [3]      宮 城・利府                             36:56 ( 18) 
                  ﾘﾌ              ｽｽﾞｷ ﾕｲ              
  15   22   15:06 会津            舟田 莉佳 [1]      福 島・会津                             35:23 (  9) 
                  ｱｲﾂﾞ            ﾌﾅﾀﾞ ﾘｶ              
  16    8   15:09 花巻北          小野寺 貴子[1]      岩 手・花巻北                           36:35 ( 16) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｺ            
  17   19   15:17 田村            梅津 麗菜 [2]      福 島・田村                             35:47 ( 11) 
                  ﾀﾑﾗ             ｳﾒﾂ ﾚﾅ               
  18   27   15:30 九里学園        樋口 小百合[1]      山 形・九里学園                         36:42 ( 17) 
                  ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ        ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ             
  19   18   15:31 仙台三桜        齋藤 めぐみ[2]      宮 城・仙台三桜                         38:40 ( 25) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ       ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ            
  19   28   15:31 上山明新館      市川 里奈 [2]      山 形・上山明新館                       37:20 ( 21) 
                  ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ     ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ              
  21    2   15:43 光星学院        飯山 実李 [1]      青 森・光星学院                         37:30 ( 23) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ｲｲﾔﾏ ﾐﾉﾘ             
  22   23   15:44 福島西          菅野 愛理 [1]      福 島・福島西                           37:04 ( 20) 
                  ﾌｸｼﾏﾆｼ          ｶﾝﾉ ｱｲﾘ              
  23    3   15:45 黒石            佐藤 綾芽 [3]      青 森・黒石                             37:21 ( 22) 
                  ｸﾛｲｼ            ｻﾄｳ ｱﾔﾒ              
  24   13   15:46 秋田和洋女子    小林 美咲 [3]      秋 田・秋田和洋女子                     36:59 ( 19) 
                  ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ      ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ            
  25   12   15:50 秋田中央        池田 美麗 [3]      秋 田・秋田中央                         37:40 ( 24) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｲｹﾀﾞ ﾐﾚｲ             
  26   17   15:59 明成            佐々木 玲奈[3]      宮 城・明成                             39:44 ( 27) 
                  ﾒｲｾｲ            ｻｻｷ ﾚﾅ               
  27    9   16:11 盛岡第三        上部 眞紀 [1]      岩 手・盛岡第三                         38:56 ( 26) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ       ｳﾜﾍﾞ ﾏｷ              
  28    4   18:26 八戸            浦田  風 [1]      青 森・八戸                             41:54 ( 28) 
                  ﾊﾁﾉﾍ            ｳﾗﾀ ﾌｳ               
 OPN   29   15:55 山形北          早川 麻実 [2]      山 形・山形北                           37:57 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ         ﾊﾔｶﾜ ﾏﾐ              
                                                                      OPN: オープン参加 
 



 

 － 18 －  

女子高校 駅伝  第３区  区間記録表   3.0km     区間記録[   9:59]       

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   14    9:54 仙台育英学園    吉田 夏実 [3]      宮 城・仙台育英学園         NSR         43:04 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ             
   2   11   10:10 花輪            石井 愛美 [2]      秋 田・花輪                             44:17 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｲｼｲ ﾏﾅﾐ              
   3    5   10:13 盛岡女子        葛巻 琴美 [2]      岩 手・盛岡女子                         43:49 (  2) 
                  ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ        ｸｽﾞﾏｷ ｺﾄﾐ            
   4    1   10:14 青森山田        阿部 千咲 [1]      青 森・青森山田                         43:57 (  3) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｱﾍﾞ ﾁｻｷ              
   5   10   10:18 大曲            石山 由佳 [3]      秋 田・大曲                             44:21 (  6) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘ          ｲｼﾔﾏ ﾕｶ              
   6   15   10:33 常盤木学園      尾形 朋美 [1]      宮 城・常盤木学園                       45:23 (  7) 
                  ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ      ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ             
   7   25   10:36 酒田南          稲田 彩香 [2]      山 形・酒田南                           46:59 ( 14) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ             
   8    6   10:37 花巻東          多田 美沙希[2]      岩 手・花巻東                           46:33 ( 11) 
                  ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ        ﾀﾀﾞ ﾐｻｷ              
   9   19   10:41 田村            武藤 明日香[2]      福 島・田村                             46:28 ( 10) 
                  ﾀﾑﾗ             ﾑﾄｳ ｱｽｶ              
  10   24   10:42 山形城北        時田 早穂 [1]      山 形・山形城北                         44:10 (  4) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ     ﾄｷﾀ ｻﾎ               
  11   20   10:44 学法石川        矢吹 涼華 [1]      福 島・学法石川                         45:37 (  8) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ﾔﾌﾞｷ ｽｽﾞｶ            
  12   21   10:48 いわき総合      矢野 汐織 [2]      福 島・いわき総合                       46:20 (  9) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾔﾉ ｼｵﾘ               
  13   26   10:54 東海大学山形    加藤 多紀子[2]      山 形・東海大学山形                     46:43 ( 13) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾄｳ ﾀｷｺ              
  14    7   11:00 盛岡第四        小西 菜奈 [1]      岩 手・盛岡第四                         47:22 ( 15) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ        ｺﾆｼ ﾅﾅ               
  15   28   11:02 上山明新館      山本 真子 [1]      山 形・上山明新館                       48:22 ( 19) 
                  ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ     ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ              
  16   16   11:03 利府            川村 鞠奈 [1]      宮 城・利府                             47:59 ( 17) 
                  ﾘﾌ              ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘﾅ             
  16   27   11:03 九里学園        長谷川 智子[3]      山 形・九里学園                         47:45 ( 16) 
                  ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ        ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ            
  18   22   11:17 会津            益子 いくみ[2]      福 島・会津                             46:40 ( 12) 
                  ｱｲﾂﾞ            ﾏｼｺ ｲｸﾐ              
  19    2   11:19 光星学院        磯川 瑞季 [1]      青 森・光星学院                         48:49 ( 21) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ｲｿｶﾜ ﾐｽﾞｷ            
  20   23   11:21 福島西          鈴木 美咲 [1]      福 島・福島西                           48:25 ( 20) 
                  ﾌｸｼﾏﾆｼ          ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ             
  21   18   11:24 仙台三桜        佐藤  舞 [1]      宮 城・仙台三桜                         50:04 ( 24) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ       ｻﾄｳ ﾏｲ               
  22    8   11:26 花巻北          佐々木 真穂[1]      岩 手・花巻北                           48:01 ( 18) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｻｻｷ ﾏﾎ               
  23   12   11:33 秋田中央        遠藤 明梨 [2]      秋 田・秋田中央                         49:13 ( 22) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ            
  24   17   11:46 明成            佐藤 紗也華[3]      宮 城・明成                             51:30 ( 27) 
                  ﾒｲｾｲ            ｻﾄｳ ｻﾔｶ              
  25    9   11:59 盛岡第三        伊藤 綾華 [1]      岩 手・盛岡第三                         50:55 ( 26) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ       ｲﾄｳ ｱﾔｶ              
  26    3   12:49 黒石            工藤 朝海 [2]      青 森・黒石                             50:10 ( 25) 
                  ｸﾛｲｼ            ｸﾄﾞｳ ｱｻﾐ             
  27   13   13:02 秋田和洋女子    高松  汐 [3]      秋 田・秋田和洋女子                     50:01 ( 23) 
                  ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ      ﾀｶﾏﾂ ｳｼｵ             
  28    4   13:21 八戸            冷水 泰葉 [1]      青 森・八戸                             55:15 ( 28) 
                  ﾊﾁﾉﾍ            ﾋﾔﾐｽﾞ ﾔｽﾊ            
 OPN   29   11:32 山形北          長岡 実紀 [2]      山 形・山形北                           49:29 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ         ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾉﾘ            

                                           NSR:区間新記録 New Sect. Record    OPN: オープン参加 
 



 

 － 19 －  

女子高校 駅伝  第４区  区間記録表   3.0km     区間記録[   9:41]   

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    5   10:01 盛岡女子        小笠原 楓 [1]      岩 手・盛岡女子                         53:50 (  2) 
                  ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ        ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｴﾃﾞ          
   1   11   10:01 花輪            沢田 里佳 [2]      秋 田・花輪                             54:18 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｻﾜﾀ ﾘｶ               
   3   24   10:02 山形城北        中島 美幸 [1]      山 形・山形城北                         54:12 (  4) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ     ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｷ            
   4    1   10:03 青森山田        尾﨑 麻弥 [3]      青 森・青森山田                         54:00 (  3) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ｵｻﾞｷ ﾏﾔ              
   5   20   10:12 学法石川        石井 仁美 [3]      福 島・学法石川                         55:49 (  8) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ｲｼｲ ﾋﾄﾐ              
   6   15   10:19 常盤木学園      小山 京華 [1]      宮 城・常盤木学園                       55:42 (  7) 
                  ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ      ｵﾔﾏ ｷｮｳｶ             
   7   10   10:25 大曲            永代 瑠依 [2]      秋 田・大曲                             54:46 (  6) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘ          ｴｲﾀﾞｲ ﾙｲ             
   7   14   10:25 仙台育英学園    虻川 瑞貴 [1]      宮 城・仙台育英学園                     53:29 (  1) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｱﾌﾞｶﾜ ﾐｽﾞｷ           
   7   25   10:25 酒田南          谷地 希美 [3]      山 形・酒田南                           57:24 ( 11) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ﾔﾁ ﾉｿﾞﾐ              
  10   26   10:30 東海大学山形    村山 真唯 [1]      山 形・東海大学山形                     57:13 ( 10) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲ              
  11   21   10:32 いわき総合      鈴木 優美 [3]      福 島・いわき総合                       56:52 (  9) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ｽｽﾞｷ ﾕﾐ              
  12    7   10:41 盛岡第四        田中 香菜子[2]      岩 手・盛岡第四                         58:03 ( 13) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ        ﾀﾅｶ ｶﾅｺ              
  13   27   10:51 九里学園        髙橋 さおり[1]      山 形・九里学園                         58:36 ( 16) 
                  ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ        ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ             
  14   16   10:52 利府            日下 水輝 [1]      宮 城・利府                             58:51 ( 17) 
                  ﾘﾌ              ｸｻｶ ﾐｽﾞｷ             
  15   28   10:59 上山明新館      羽角 朱理那[3]      山 形・上山明新館                       59:21 ( 18) 
                  ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ     ﾊｽﾐ ｼｭﾘﾅ             
  16    2   11:06 光星学院        福岡 奈都美[3]      青 森・光星学院                         59:55 ( 21) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾌｸｵｶ ﾅﾂﾐ             
  17   18   11:13 仙台三桜        山本 歩優美[3]      宮 城・仙台三桜                       1:01:17 ( 22) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ       ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾕﾐ             
  18   23   11:18 福島西          後藤 彩乃 [3]      福 島・福島西                           59:43 ( 20) 
                  ﾌｸｼﾏﾆｼ          ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾉ             
  19   19   11:23 田村            佐藤 有美 [3]      福 島・田村                             57:51 ( 12) 
                  ﾀﾑﾗ             ｻﾄｳ ﾕｳﾐ              
  20    6   11:30 花巻東          久保 百合香[3]      岩 手・花巻東                           58:03 ( 14) 
                  ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ        ｸﾎﾞ ﾕﾘｶ              
  21   17   11:36 明成            白鳥 祐衣 [3]      宮 城・明成                           1:03:06 ( 26) 
                  ﾒｲｾｲ            ｼﾗﾄﾘ ﾕｲ              
  22    8   11:40 花巻北          多田 純恵 [1]      岩 手・花巻北                           59:41 ( 19) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ﾀﾀﾞｽﾐｴ               
  23   13   11:44 秋田和洋女子    齊藤 歩由美[1]      秋 田・秋田和洋女子                   1:01:45 ( 24) 
                  ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ      ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ             
  24   22   11:45 会津            渡部 睦美 [3]      福 島・会津                             58:25 ( 15) 
                  ｱｲﾂﾞ            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂﾐ            
  25   12   12:04 秋田中央        鈴木 麻里 [3]      秋 田・秋田中央                       1:01:17 ( 23) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｽｽﾞｷ ﾏﾘ              
  26    9   12:20 盛岡第三        有原 若奈 [1]      岩 手・盛岡第三                       1:03:15 ( 27) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ       ｱﾘﾊﾗ ﾜｶﾅ             
  27    3   12:38 黒石            工藤 菜々実[2]      青 森・黒石                           1:02:48 ( 25) 
                  ｸﾛｲｼ            ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ             
  28    4   13:59 八戸            小野寺 美穂[2]      青 森・八戸                           1:09:14 ( 28) 
                  ﾊﾁﾉﾍ            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾎ             
 OPN   29   11:25 山形北          會田 和香奈[2]      山 形・山形北                         1:00:54 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ         ｱｲﾀ ﾜｶﾅ              

                                                                      OPN: オープン参加 



 

 － 20 －  

女子高校 駅伝  第５区  区間記録表   5.0km    区間記録[  15:51]             

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名        競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME       ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- --------------- -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    1   15:29 青森山田        ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ[1]     青 森・青森山田             NSR       1:09:29 (  1) 
                  ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ        ﾛｰｽﾞﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙ        
   2    5   16:28 盛岡女子        平野 瑞希 [3]      岩 手・盛岡女子                       1:10:18 (  2) 
                  ﾓﾘｵｶｼﾞｮｼ        ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ             
   3   11   16:36 花輪            阿部 杏和 [2]      秋 田・花輪                           1:10:54 (  5) 
                  ﾊﾅﾜ             ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ              
   4   24   16:41 山形城北        鈴木  栞 [3]      山 形・山形城北                       1:10:53 (  4) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｼﾞｮｳﾎｸ     ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ             
   5   10   16:43 大曲            佐藤 汐莉 [2]      秋 田・大曲                           1:11:29 (  6) 
                  ｵｵﾏｶﾞﾘ          ｻﾄｳ ｼｵﾘ              
   6   20   16:52 学法石川        緑川 智公 [2]      福 島・学法石川                       1:12:41 (  7) 
                  ｶﾞｸﾎｳｲｼｶﾜ       ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ           
   7   14   17:12 仙台育英学園    北山 愛理 [3]      宮 城・仙台育英学園                   1:10:41 (  3) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｲｸｴｲｶﾞｸｴﾝ  ｷﾀﾔﾏ ｴﾘ              
   8    6   17:27 花巻東          鎌田 麻未 [2]      岩 手・花巻東                         1:15:30 ( 12) 
                  ﾊﾅﾏｷﾋｶﾞｼ        ｶﾏﾀﾞ ｱｻﾐ             
   8   21   17:27 いわき総合      吉田 美咲 [3]      福 島・いわき総合                     1:14:19 (  9) 
                  ｲﾜｷｿｳｺﾞｳ        ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ             
  10   25   17:28 酒田南          伊藤 夏織 [3]      山 形・酒田南                         1:14:52 ( 10) 
                  ｻｶﾀﾐﾅﾐ          ｲﾄｳ ｶｵﾘ              
  11    8   17:46 花巻北          柴田 菜直 [2]      岩 手・花巻北                         1:17:27 ( 19) 
                  ﾊﾅﾏｷｷﾀ          ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｵ             
  12   15   17:50 常盤木学園      会場  南 [3]      宮 城・常盤木学園                     1:13:32 (  8) 
                  ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ      ｱｲﾊﾞ ﾐﾅﾐ             
  13   22   17:56 会津            古河 美咲 [1]      福 島・会津                           1:16:21 ( 15) 
                  ｱｲﾂﾞ            ﾌﾙｶﾜ ﾐｻｷ             
  14   12   17:57 秋田中央        児玉 真笑 [2]      秋 田・秋田中央                       1:19:14 ( 22) 
                  ｱｷﾀﾁｭｳｵｳ        ｺﾀﾞﾏ ﾏｴ              
  15   23   18:04 福島西          藤田 好美 [2]      福 島・福島西                         1:17:47 ( 20) 
                  ﾌｸｼﾏﾆｼ          ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾐ             
  15   26   18:04 東海大学山形    小倉 伊万里[2]      山 形・東海大学山形                   1:15:17 ( 11) 
                  ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ ｵｸﾞﾗ ｲﾏﾘ             
  17   28   18:05 上山明新館      土屋 千穂 [3]      山 形・上山明新館                     1:17:26 ( 18) 
                  ｶﾐﾉﾔﾏﾒｲｼﾝｶﾝ     ﾂﾁﾔ ﾁﾎ               
  18    7   18:11 盛岡第四        木戸口 桃子[1]      岩 手・盛岡第四                       1:16:14 ( 14) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｼ        ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾓﾓｺ           
  19    9   18:19 盛岡第三        前野 佳那 [2]      岩 手・盛岡第三                       1:21:34 ( 25) 
                  ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｻﾝ       ﾏｴﾉ ｶﾅ               
  20   27   18:20 九里学園        山口 美里樹[3]      山 形・九里学園                       1:16:56 ( 16) 
                  ｸﾉﾘｶﾞｸｴﾝ        ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ            
  21   19   18:21 田村            佐藤 郁美 [3]      福 島・田村                           1:16:12 ( 13) 
                  ﾀﾑﾗ             ｻﾄｳ ｲｸﾐ              
  22   16   18:24 利府            高橋 栞奈 [1]      宮 城・利府                           1:17:15 ( 17) 
                  ﾘﾌ              ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ             
  23   18   18:42 仙台三桜        須藤 奈々 [3]      宮 城・仙台三桜                       1:19:59 ( 23) 
                  ｾﾝﾀﾞｲｻﾝｵｳ       ｽﾄﾞｳ ﾅﾅ              
  24    2   18:47 光星学院        三浦 有希子[1]      青 森・光星学院                       1:18:42 ( 21) 
                  ｺｳｾｲｶﾞｸｲﾝ       ﾐｳﾗ ﾕｷｺ              
  25    3   19:10 黒石            相馬 詩織 [1]      青 森・黒石                           1:21:58 ( 26) 
                  ｸﾛｲｼ            ｿｳﾏ ｼｵﾘ              
  26   17   19:22 明成            熊谷 まりあ[1]      宮 城・明成                           1:22:28 ( 27) 
                  ﾒｲｾｲ            ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾘｱ            
  27   13   19:28 秋田和洋女子    伊藤 成美 [1]      秋 田・秋田和洋女子                   1:21:13 ( 24) 
                  ｱｷﾀﾜﾖｳｼﾞｮｼ      ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ              
  28    4   20:39 八戸            稲村 安莉 [3]      青 森・八戸                           1:29:53 ( 28) 
                  ﾊﾁﾉﾍ            ｲﾅﾑﾗ ｱﾝﾘ             
 OPN   29   18:24 山形北          蒲倉 友梨奈[2]      山 形・山形北                         1:19:18 (OPN) 
                  ﾔﾏｶﾞﾀｷﾀ         ｶﾏｸﾗ ﾕﾘﾅ             

                               NSR:区間新記録 New Sect. Record      OPN: オープン参加 


