
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 浅井 慎平 井上 一光 白田 瞬 村上 弘記 水野 輝介 野沢 秀平 高谷 琢人 中村 航 畑野 将吾

小見川 神島 谷地 高瀬 豊田西 富士河口湖  久美浜 沖学園 宮崎大宮

［千葉県］ ［和歌山県］ ［山形県］ ［香川県］ ［愛知県］ ［山梨県］  ［京都府］ ［福岡県］ ［宮崎県］

タイム 1:54.884 1:57.362 1:58.502 1:58.656 2:00.254  2:00.430 2:00.834 2:02.216 2:05.758 

浪越 将幹 荒木 琢磨 小國 健人 浅井 慎平 栗山 友輔 中島 勇一郎 森 政貴 山川 航平 寺井 和希

井上 暉央 白田 駿 畑中 博貴 髙橋 龍之介 倉田 幸紀 後藤 健 落合 郁文 荻澤 幹征 向井 雅也

坂出 谷地 久美浜 小見川 田辺工業 中新田 豊田西 横浜修悠館 小松商業

［香川県］ ［山形県］ ［京都府］ ［千葉県］ ［和歌山県］ ［宮城県］ ［愛知県］ ［神奈川県］ ［石川県］

タイム 1:43.432 1:45.554 1:45.752 1:46.076 1:47.445 1:47.520 1:50.858 1:51.157 2:02.086

中島 勇一郎 細口 竜之介 山川 航平 坂井 文哉 磯谷 友太 荒木 琢磨 畑野 将吾 浪越 将幹 桑原 維吹

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

千葉 郁也 高谷 琢人 安陪 真司 渡邊 恒星 橋本 涼平 小林 拓也 落合 優輔 出口 一輝 立花 聖大

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

中新田 久美浜 横浜修悠館 豊田南 八幡商業 谷地 宮崎大宮 坂出 高田

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

タイム 1:35.034 1:35.210 1:35.490 1:35.671 1:38.377 1:39.447 1:39.566 1:40.134 1:40.835

選手名 大城 海輝 永沼 崚 湯浅 友晶 拓植 厚志 東條 良紀 竹内 涼 宮原 貴朗 恩田 陽介 河原 弘典

沖縄水産 石巻商業 三猪 八百津 坂出 佐原白楊 球磨工業 館林商工 横浜修悠館

［沖縄県］ ［宮城県］ ［福岡県］ ［岐阜県］ ［香川県］ ［千葉県］ ［熊本県］ ［群馬県］ ［神奈川県］

タイム 2:06.756 2:10.610 2:11.974 2:17.300 2:18.474 2:20.652 2:22.029 2:22.113 2:23.867

湯浅 友晶 綾瀬 敬太 鈴木 啓史 河原 弘典 安達 利貴 永沼 崚 鈴木 志央 宮原 貴朗 森 一樹

渡島 広 野村 真聖 武田 将太 伊藤 大輝 桑原 周平 伊藤 賢司 田村 風起 橋本 純平 藤嶋 孝太

三猪 八百津 不来方 横浜修悠館 寒河江 石巻商業 大津 球磨工業 豊田西

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

タイム 1:56.212 1:56.526 1:59.860 2:02.856 2:06.102 2:08.204 2:08.211 2:08.270 2:09.294

嶋崎 和真 宮原 貴朗 拓植 厚志 鈴木 啓史 児玉 大翔 菅野 達也 山中 良介 石川 駿 恩田 陽介

河原 弘典 橋本 純平 綾瀬 敬太 佐藤 凌 長坂 匠 斎藤 晃 本多 正輝 佐藤 海 新井 健太郎

伊藤 大輝 杉下 裕矢 野村 真聖 佐々木 泉澄 杉山 大将 武田 慶紀 森 匡平 安藤 大輔 野田 裕介

石井 和也 佐田 純平 志賀 大悟 武田 将太 鈴木 俊亮 服部 拓斗 安井 秀樹 押野 直侑 小山 晃伸

横浜修悠館 球磨工業 八百津 不来方 杜若 二本松工業 神島 谷地 館林商工

［神奈川県］ ［熊本県］ ［岐阜県］ ［岩手県］ ［愛知県］ ［福島県］ ［和歌山県］ ［山形県］ ［群馬県］

タイム 1:51.642 1:52.453 1:52.589 1:54.335 1:55.533 1:56.127 1:57.253 1:58.079 1:58.345

選手名 田村 京子 柳堀 麻美 竹本 智春 佐藤 美鈴 多田羅 彩花 西野 千種 山崎 美希 安達 楓香 野口 夏子

豊田南 小見川 宮崎商業 由利 髙瀬 不来方 水橋 谷地 神埼

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

タイム 2:12.117 2:15.104 2:15.293 2:19.675 2:21.741 2:22.071 2:22.409 2:22.963 2:25.011

髙橋 実季  佐藤 藍 柳堀 麻美 今福 千秋 西野 千種 山崎 美希 今宮 彩菜 田村 京子 寺田 彩香

竹本 智春 早坂 茜音 志村 遥 菅野 由香里 佐藤 綾 水本 由貴 村上 愛美 土井 彩華 伏木 久実

宮崎商業 谷地 小見川 安達 不来方 水橋 芦屋 豊田南 八日市南

［宮崎県］ ［山形県］ ［千葉県］ ［福島県］ ［岩手県］ ［富山県］ ［兵庫県］ ［愛知県］ ［滋賀県］

タイム 1:57.850 1:58.454 1:58.485 2:00.041 2:00.718 2:02.134 2:03.090 2:03.405 2:04.385 

木村 美貴 上内 萌 鶴田 奈々 西野 千種 田和 里美 渡辺 由希音 今宮 綾菜 宮崎 巳季

安達 楓香 清水 優香 竹本 智春 板山 真弓 清水 麻友 多田羅 彩花 村上 愛美 小山 詩織

早坂 枝里 山田 亜香里 外山 真衣 佐藤 綾 矢田 冴 大西 くるみ 池田 知世 志水 静

斎藤 光里 東出 千穂 尾崎 美音 浅沼 夏海 髙橋 萌 長谷 愛里彩 入鹿 のぞみ 楠原 恵美子

谷地 大津 宮崎商業 不来方 出雲農林 髙瀬 芦屋 水俣

［山形県］ ［滋賀県］ ［宮崎県］ ［岩手県］ ［島根県］ ［香川県］ ［兵庫県］ ［熊本県］

タイム 1:52.382 1:53.694 1:54.498 1:55.704 1:57.324 1:58.512 1:59.202 2:03.812

２０１１ 北東北高校総体　レース成績（５００ｍ）

２０１１ 北東北高校総体　レース成績（５００ｍ）２０１１ 北東北高校総体　レース成績（５００ｍ）

２０１１ 北東北高校総体　レース成績（５００ｍ）
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