
第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位

選手名 村上 弘記 浅井 慎平 井上 一光 中村 航 水野 耀介 白田 駿 小松 信治 元起 大智 内野 一歩

高瀬 小見川 神島 沖学園 豊田西 谷地 古川学園 水橋 長崎鶴洋

［香川県］ ［千葉県］ ［和歌山県］ ［福岡県］ ［愛知県］ ［山形県］ ［宮城県］ ［富山県］ ［長崎県］

タイム 0:38.867 0:40.445 0:40.528 0:40.563 0:40.793 0:40.866 0:41.259 0:41.407 0:42.139

浪越 将幹 栗山 友輔 荒木 琢磨 中島 勇一郎 浅井 慎平 元起 大智 小國 健人 野沢 秀平 森 政貴

井上 暉央 倉田 幸紀 白田 駿 後藤 健 髙橋 龍之介 酒井 凛空 畑中 博貴 三浦 巧也 落合 郁文

坂出 田辺工業 谷地 中新田 小見川 水橋 久美浜 冨士河口湖 豊田西

［香川県］ ［和歌山県］ ［山形県］ ［宮城県］ ［千葉県］ ［富山県］ ［京都府］ ［山梨県］ ［愛知県］

タイム 0:37.548 0:37.874 0:37.922 0:38.053 0:38.504 0:38.992 0:39.239 0:40.034 0:40.036

中島 勇一郎 細口 竜之介 坂井 文哉 荒木 琢磨 礒谷 友太 山川 航平 畑野 将吾 桑原 維吹 井上 一光

佐藤 広堂 小國 健人 高杉 晃平 高谷 三成 小島 洋輔 荻澤 幹征 ナロン 昴平 髙橋 大地 小谷 直矢

千葉 郁也 高谷 琢人 渡邊 恒星 小林 拓也 橋本 涼平 安陪 真司 落合 優輔 立花 聖大 芝本 達也

後藤 健 畑中 博貴 高木 康詞 白田 駿 後藤 秀平 犾守 裕一郎 永瀬 寛朗 早尻 依正 森下 義規

中新田 久美浜 豊田南 谷地 八幡商業 横浜修悠館 宮崎大宮 高田 神島

［宮城県］ ［京都府］ ［愛知県］ ［山形県］ ［滋賀県］ ［神奈川県］ ［宮崎県］ ［大分県］ ［和歌山県］

タイム 0:35.348 0:35.981 0:36.346 0:36.446 0:36.893 0:37.086 0:37.111 0:38.326 0:40.894

選手名 大城 海輝 湯浅 友晶 宮原 貴朗 永沼 崚 武田 将太 東條 良紀 拓植 厚志 小林 研人 井澤 一彰

沖縄水産 三猪 球磨工業 石巻商業 不来方 坂出 八百津 豊田北 川根

［沖縄県］ ［福岡県］ ［熊本県］ ［宮城県］ ［岩手県］ ［香川県］ ［岐阜県］ ［愛知県］ ［静岡県］

タイム 0:44.927 0:45.090 0:45.245 0:45.706 0:46.008 0:46.367 0:46.436 0:47.065 0:47.169

湯浅 友晶 鈴木 啓史 綾瀬 敬太 永沼 崚 宮原 貴朗 河原 弘典 恩田 陽介 森 一樹 鈴木 志央

渡島 広 武田 将太 野村 真聖 伊藤 賢司 橋本 純平 伊藤 大輝 新井 健太郎 藤嶋 孝太 田村 風起

三猪 不来方 八百津 石巻商業 球磨工業 横浜修悠館 館林商工 豊田西 大津

［福岡県］ ［岩手県］ ［岐阜県］ ［宮城県］ ［熊本県］ ［神奈川県］ ［群馬県］ ［愛知県］ ［滋賀県］

タイム 0:42.241 0:43.281 0:43.282 0:44.172 0:44.254 0:44.881 0:45.555 0:46.182 0:47.730

宮原 貴朗 永沼 崚 鈴木 啓史 拓植 厚志 山中 良介 渡島 広 船瀬 惇平

橋本 純平 伊藤 賢司 佐藤 凌 纐纈 敬太 本多 正輝 宮下 崚昌 本岡 元気

杉下 裕矢 千葉 陽介 佐々木 泉澄 野村 真聖 森 匡平 村上 祐旗 宮下 直人

佐田 純平 藤原 恕 武田 将太 志賀 大悟 安井 秀樹 江崎 隼人 大野 誠

球磨工業 石巻商業 不来方 八百津 神島 三猪 音戸

［熊本県］ ［宮城県］ ［岩手県］ ［岐阜県］ ［和歌山県］ ［福岡県］ ［広島県］

タイム 0:41.251 0:41.709 0:42.301 0:42.488 0:42.727 0:42.763 0:43.433

選手名 山崎 美希 田村 京子 竹本 智春 佐藤 美鈴 安達 楓香 柳堀 麻美 多田羅 彩花 長野 央歩 野口 夏子

水橋 豊田南 宮崎商業 由利 谷地 小見川 髙瀬 舞鶴 神埼

［富山県］ ［愛知県］ ［宮崎県］ ［秋田県］ ［山形県］ ［千葉県］ ［香川県］ ［大分県］ ［佐賀県］

タイム 0:45.733 0:45.864 0:47.113 0:47.151 0:47.179 0:48.226 0:48.677 0:49.005 0:49.038

佐藤 藍 山崎 美希 渡辺 由希音 髙橋 実季 柳堀 麻美 下田 有紗 寺田 彩香 今福 千秋 今宮 綾菜

早坂 茜音 水本 由貴 多田羅 彩花 竹本 智春 志村 遥 長野 央歩 伏木 久実 菅野 由香里 村上 愛美

谷地 水橋 髙瀬 宮崎商業 小見川 舞鶴 八日市南 安達 芦屋

［山形県］ ［富山県］ ［香川県］ ［宮崎県］ ［千葉県］ ［大分県］ ［滋賀県］ ［福島県］ ［兵庫県］

タイム 0:44.287 0:44.533 0:45.718 0:45.767 0:45.782 0:45.925 0:46.327 0:46.477 0:47.014

木村 美貴 鶴田 奈々 上内 萌 西野 千種 渡辺 由希音 中田 千夏 中川 りな 田和 里美 今宮 綾菜

安達 楓香 竹本 智春 清水 優香 板山 真弓 多田羅 彩花 藤中 茉世 内田 成美 清水 麻友 村上 愛美

早坂 枝里 外山 真衣 山田 亜香里 佐藤 綾 大西 くるみ 宮本 慧利 谷川 小梅 矢田 冴 池田 知世

斎藤 光里 尾崎 美音 東出 千穂 浅沼 夏海 長谷 愛里彩 塩川 奈緒 青木 映里香 髙橋 萌 入鹿 のぞみ

谷地 宮崎商業 大津 不来方 髙瀬 小松商業 三猪 出雲農林 芦屋

［山形県］ ［宮崎県］ ［滋賀県］ ［岩手県］ ［香川県］ ［石川県］ ［福岡県］ ［島根県］ ［兵庫県］

タイム 0:41.581 0:42.204 0:42.498 0:43.118 0:43.246 0:44.129 0:44.338 0:44.694 0:45.579
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種目

２０１１ 北東北高校総体　レース成績（２００ｍ）

２０１１ 北東北高校総体　レース成績（２００ｍ）２０１１ 北東北高校総体　レース成績（２００ｍ）

２０１１ 北東北高校総体　レース成績（２００ｍ）
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