
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 佐藤 広堂 白田 駿 細川 健吾 明石 寛幸 本山 悠太 髙谷 琢人 犾守 裕一郎 佐山 建人 三浦 滉生

中新田 谷地 水橋 坂出工業 球磨工業 久美浜  横浜修悠館 不来方 安達

［宮城県］ ［山形県］ ［富山県］ ［香川県］ ［熊本県］ ［京都府］  ［神奈川県］ ［岩手県］ ［福島県］

タイム 0:38.997 0:39.310 0:39.702 0:39.717 0:39.900 0:39.944 0:40.219 0:40.665 0:41.734

白田 駿 新岡 浩陽 佐藤 広堂 中西 孝紀 佐山 建人 犾守 裕一郎 三浦 滉生 本山 悠太 髙谷 琢人

眞壁 優 井上 暉央 後藤 健 後藤 秀平 藤村 玲雄 安陪 真司 菅野 寿斗 荒平 拓也 畑中 博貴

谷地 坂出 中新田 八幡商業 不来方 横浜修悠館 安達 球磨工業 久美浜

［山形県］ ［香川県］ ［宮城県］ ［滋賀県］ ［岩手県］ ［神奈川県］ ［福島県］ ［熊本県］ ［京都府］

タイム 0:36.328 0:36.631 0:36.673 0:36.726 0:37.168 0:37.274 0:37.953 0:38.187 0:38.908

白田 駿 中西 孝紀 立花 聖大 石丸 一磨 佐藤 広堂 畑中 博貴 新岡 浩陽 三浦 滉生 渕上 和輝

眞壁 優 後藤 秀平 山﨑 慶人 鈴木 慶祐 後藤 健 髙谷 琢人 出口 一輝 村松 巧雅 平木 真一郎

吉澤 康太 杉林 凌 北 洸貴 末原 由都 千葉 郁也 服部 善行 髙橋 佑弥 菅野 寿斗 村上 凌奨

三澤 涼太 川島 輝 早尻 依正 杉本 晃基 瀬戸 律夢 山添 真志 井上 暉央 沖田 富栄 大川 航平

谷地 八幡商業 高田 横浜修悠館 中新田 久美浜 坂出 安達 水俣･水俣工業

［山形県］ ［滋賀県］ ［大分県］ ［神奈川県］ ［宮城県］ ［京都府］ ［香川県］ ［福島県］ ［熊本県］

タイム 0:34.163 0:34.273 0:34.421 0:34.813 0:34.904 0:35.107 0:35.341 0:35.511 0:35.672

選手名 佐藤 尚平 安井 秀樹 松田 裕介 橋下 将都 荒金 詞音 大仲 雅人 鈴木 俊亮 田渕 弘将 能勢 慎太郎

石巻商業 神島 延岡星雲 芦屋 大分舞鶴 沖縄水産 杜若 坂出工業 久美浜

［宮城県］ ［和歌山県］ ［宮崎県］ ［兵庫県］ ［大分県］ ［沖縄県］ ［愛知県］ ［香川県］ ［京都府］

タイム 0:43.881 0:44.381 0:44.523 0:44.763 0:45.202 0:45.321 0:45.831 0:45.981 0:47.660

仲宗根 脩真 佐藤 尚平 村田 優之 安藤 凛斗 佐田 純平 田中 優作 平井 飛勇 安達 利貴 安藤 龍大

大城 就一 髙橋 慎太郎 安永 大地 吉見 勇人 杉下 裕矢 志賀 大悟 岡本 拓也 桑原 周平 熊井 友弥

沖縄水産 石巻商業 宮崎大宮 横浜修悠館 球磨工業 八百津 水橋 阿寒江 高田

種目

２０１２ 高校総体　レース成績（２００ｍ）

２０１２ 高校総体　レース成績（２００ｍ）２０１２ 高校総体　レース成績（２００ｍ）

２０１２ 高校総体　レース成績（２００ｍ）

選手名

所　属

所　属

所　属

所　属

選手名

所　属

Ｃ－１

Ｃ－２

Ｋ－１

Ｋ－２

Ｋ－４

選手名

沖縄水産 石巻商業 宮崎大宮 横浜修悠館 球磨工業 八百津 水橋 阿寒江 高田

［沖縄県］ ［宮城県］ ［宮崎県］ ［神奈川県］ ［熊本県］ ［岐阜県］ ［富山県］ ［山形県］ ［大分県］

タイム 0:41.301 0:41.809 0:42.509 0:42.537 0:42.602 0:42.659 0:42.737 0:44.134 0:44.447

森田 鮎人 丸山 雄祐 仲宗根 脩真 田中 優作 齋藤 晃 宮下 峻昌 鈴木 俊亮 池下 直輝 荒金 詞音

安藤 凛斗 緒方 隆裕 大城 就一 志賀 大悟 武田 慶紀 村上 祐旗 長坂 匠 小杉 真生 海老海 信純

吉見 勇人 村田 優之 大仲 雅人 亀谷 智哉 塩谷 勇太 湯浅 翔太 児玉 大翔 藤井 優大 酒井 悠輔

益山 峻 安永 大地 末吉 集人 荻野 凌多 服部 拓斗 田中 璃己 村瀬 喬哉 灰谷 剣 堤 貴裕

横浜修悠館 宮崎大宮 沖縄水産 八百津 二本松工業 三潴 杜若 八日市南 大分舞鶴

［神奈川県］ ［宮崎県］ ［沖縄県］ ［岐阜県］ ［福島県］ ［福岡県］ ［愛知県］ [滋賀県] ［大分県］

タイム 0:38.925 0:39.530 0:39.920 0:40.365 0:40.477 0:40.905 0:41.161 0:41.204 0:43.388

選手名 隈井 未来子 中村 由萌 早坂 枝里 野口 夏子 山本 結花 田中 香奈 山谷 聖奈子 植木 香帆 渡邉 えみ里

高田 八日市南 谷地 神埼 水橋 三潴 岡山御津 西邑楽 冨士河口湖

［大分県］ ［滋賀県］ ［山形県］ ［佐賀県］ ［富山県］ ［福岡県］ ［岡山県］ ［群馬県］ ［山梨県］

タイム 0:44.832 0:45.246 0:45.755 0:46.289 0:46.352 0:46.647 0:46.750 0:47.201 0:47.548

早坂 枝里 田中 香奈 山本 結花 東出 千穂 上原 佑衣 上野 奈那 塩川 奈緒 岡 智枝子 佐藤 綾

斉藤 光里 西原 風花 吉崎 真由 村田 美咲 石川 佳奈芽 永田 春佳 大杉 ミチル 阿南 奈央 浅沼 夏海

谷地 三潴 水橋 大津 宮崎商業 球磨工業 小松商業 大分舞鶴 不来方

［山形県］ ［福岡県］ ［富山県］ ［滋賀県］ ［宮崎県］ ［熊本県］ ［石川県］ ［大分県］ ［岩手県］

タイム 0:42.757 0:44.016 0:44.474 0:44.537 0:44.660 0:44.825 0:45.485 0:45.631 0:46.332 

安達 楓香 原田 真希 青木 映里香 伊藤 桃 塩川 奈緒 楠原 恵美子 植木 香帆 野口 夏子 東出 千穂

斉藤 光里 中武 綾香 谷川 小梅 柘植 み奈 大杉 ミチル 山口 真歩 須田 彩香 濱田 真子 礒田 梨紗子

佐藤 優莉 上原 佑衣 西原 風花 井戸 奈津美 山口 留衣 藤井 恵理奈 野田 夏美 福島 彩加 村田 美咲

早坂 枝里 石川 佳奈芽 田中 香奈 平林 綾 宮本 紗慧 松永 あゆり 中田 姫花 大隈 春奈 髙岡 ゆきの

谷地 宮崎商業 三潴 八百津 小松商業 水俣･水俣工業 西邑楽 神埼 大津

［山形県］ ［宮崎県］ ［福岡県］ ［岐阜県］ ［石川県］ ［熊本県］ ［群馬県］ ［佐賀県］ ［滋賀県］

タイム 0:39.992 0:41.167 0:42.042 0:42.594 0:42.666 0:42.840 0:43.018 0:43.322 0:43.931

W－４

選手名

所　属

所　属

Ｃ－２

W－１

Ｃ－４

選手名

所　属

所　属

W－２

選手名

所　属

タイム 0:39.992 0:41.167 0:42.042 0:42.594 0:42.666 0:42.840 0:43.018 0:43.322 0:43.931


