
Ｈ２４年度

500m 1000m 1500m 5000m
順位 氏 名 所属名 タイム 大会名 順位 氏 名 所属名 タイム 大会名 順位 氏 名 所属名 タイム 大会名 順位 氏 名 所属名 タイム 大会名
1 金濱 竜聖 光星学院高校 00:37.51 Ｍ競技会 1 金濱 竜聖 光星学院高校 01:14.32 Ｍ競技会 1 在家 範将 田名部組 01:51.65 距離別選手権 1 在家 範将 田名部組 06:32.16 距離別選手権
2 在家 範将 田名部組 00:38.42 県選手権 2 根城 将貴 八戸北高校 01:20.95 県スプリント 2 金濱 竜聖 光星学院 01:54.01 ジャパンカップ 2 根城 将貴 八戸北高校 07:16.67 全国高校選抜
3 松尾 和明 吉田産業 00:39.05 県スプリント 3 小泉 貴昭 エスプロモ 01:21.33 東北大会 3 根城 将貴 八戸北高校 02:00.10 全日本ジュニア 3 山本 大生 八戸西高校 07:28.28 全国高校選抜
4 村山 幸貴 八戸第二養護 00:39.38 県選抜 4 山本 大平 八戸西高校 01:21.93 県スプリント 4 山本 大平 八戸西高校 02:02.45 全日本ジュニア 4 山本 大平 八戸西高校 07:29.05 全国高校選抜
5 大田中 佑史 光星学院高校 00:40.11 全国高校選抜 5 松尾 和明 吉田産業 01:21.94 県スプリント 5 西澤 奎佑 光星学院高校 02:05.08 全日本ジュニア 5 山本 大史 下長中学校 07:43.69 県選手権
6 小泉 貴昭 エスプロモ 00:40.39 東北大会 6 村山 翔威 八戸西高校 01:22.55 全国高校選抜 6 村山 翔威 八戸西高校 02:07.05 全国高校選抜 6 松倉 弘明 自衛隊三沢 07:56.51 県選手権
7 松川 晶紀 光星学院高校 00:40.41 全国高校選抜 7 金濱 亨 八戸市協会 01:23.97 県スプリント 7 山本 大生 八戸西高校 02:07.53 全日本ジュニア 7 西澤 奎佑 光星学院高校 08:00.72 全国高校
8 西澤 奎佑 光星学院高校 00:40.43 全日本ジュニア 8 大田中 佑史 光星学院高校 01:24.00 全国高校選抜 8 川崎 雄太 八戸市広域消防 02:09.35 東北大会 8 毛利 信太郎 根城中学校 08:02.54 県中学新人
9 金濱 亨 八戸市協会 00:40.44 県選手権 9 松川 晶紀 光星学院高校 01:24.13 全国高校選抜 9 金濱 亨 八戸市協会 02:09.91 東北大会 9 竹中 誠也 明治中学校 08:06.63 県選手権
10 山本 大平 八戸西高校 00:40.78 県スプリント 10 川崎 雄太 八戸市広域消防 01:24.21 県スプリント 10 大田中 佑史 光星学院高校 02:11.36 県選抜 10 下館 信司 長者中学校 08:08.67 県選手権
11 根城 将貴 八戸北高校 00:40.83 県選手権 11 山本 大生 八戸西高校 01:24.42 県スプリント 11 山本 大史 下長中学校 02:12.81 県中学新人 11 村山 幸貴 八戸第二養護 08:12.10 県選手権
12 山本 大生 八戸西高校 00:41.53 県選手権 12 村山 幸貴 八戸第二養護 01:24.49 県スプリント 12 村山 幸貴 八戸第二養護 02:13.17 県選手権 12 平 圭登 三戸中学校 08:21.28 県選手権
13 村山 翔威 八戸西高校 00:41.70 県選手権 13 西澤 奎佑 光星学院高校 01:24.82 県スプリント 13 松倉 弘明 航空自衛隊三沢 02:13.25 県選手権 13 大田中 佑史 光星学院高校 08:21.54 県選手権
14 松倉 弘明 航空自衛隊三沢 00:41.91 県選手権 14 松倉 弘明 航空自衛隊三沢 01:25.40 県スプリント 14 小泉 貴昭 エスプロモ 02:14.29 県選抜 14 村山 翔威 八戸西高校 08:23.24 県選手権
15 山本 大史 下長中学校 00:42.10 県選手権 15 下館 信司 長者中学校 01:26.95 県中学新人 15 小向 啓太 八戸工業高校 02:18.02 全国高校 15 金濱 亨 八戸市協会 08:29.51 県選手権
16 川崎 雄太 八戸市広域消防 00:42.14 県スプリント 16 西舘 裕貴 百石高校 01:27.93 県高校新人 16 下館 信司 長者中学校 02:19.01 県選手権 16 小向 啓太 八戸工業高校 08:33.00 県選手権
17 下館 信司 長者中学校 00:42.33 東北予選 17 山本 大史 下長中学校 01:28.19 県Ｊｒスプリント 17 毛利 信太郎 根城中学校 02:19.32 県選手権 17 木村 尚貴 市川中学校 08:35.76 県選手権
18 西舘 裕貴 百石高校 00:42.57 県高校新人 18 小向 啓太 八戸工業高校 01:29.36 県高校 18 松川 晶紀 光星学院高校 02:20.55 県選手権 18 村崎 翔太 百石中学校 08:36.39 県選手権
19 毛利 信太郎 根城中学校 00:42.70 東北予選 19 小谷地 耕大 第二中学校 01:30.79 県中学新人 19 平 圭登 三戸中学校 02:21.51 県中学 19 小林 大悟 六戸中学校 08:37.57 県選手権
20 小向 啓太 八戸工業高校 00:43.68 県選手権 20 浅坂 真一郎 長者中学校 01:30.84 県中学新人 20 川崎 清隆 第二中学校 02:21.98 県中学新人 20 村崎 亮祐 百石中学校 08:40.68 県選手権
21 佐藤 裕一 明治中学校 00:43.90 県選手権 21 毛利 信太郎 根城中学校 01:31.09 県Ｊｒスプリント 21 浅坂 真一郎 長者中学校 02:22.78 県中学新人 21 浅坂 真一郎 長者中学校 08:43.61 県選手権
22 浅坂 真一郎 長者中学校 00:43.98 県選手権 22 川崎 清隆 第二中学校 01:31.16 県中学新人 22 村崎 亮祐 百石中学校 02:23.00 県選手権 22 松川 晶紀 光星学院高校 08:47.56 県選手権
23 平 圭登 三戸中学校 00:44.23 県選手権 23 平 圭登 三戸中学校 01:31.75 県Ｊｒスプリント 23 木村 尚貴 市川中学校 02:24.91 県選手権 23 佐藤 裕一 明治中学校 08:50.37 県選手権
24 村崎 亮祐 百石中学校 00:44.43 県選手権 24 村崎 亮祐 百石中学校 01:32.45 県中学 24 竹中 誠也 明治中学校 02:25.39 県選手権 24 小谷地 耕大 第二中学校 08:52.12 県選手権
25 竹中 誠也 明治中学校 00:44.58 県選手権 25 佐藤 裕一 明治中学校 01:32.62 県中学新人 25 渡辺 大瑚 第二中学校 02:28.63 県中学新人 25 川崎 清隆 第二中学校 08:52.53 県選手権
26 木村 尚貴 市川中学校 00:44.83 県選手権 26 竹中 誠也 明治中学校 01:32.89 県Ｊｒスプリント 26 佐藤 裕一 明治中学校 02:28.85 県選手権 26 堀合 舜輔 第二中学校 09:25.97 県選手権
27 堀合 舜輔 第二中学校 00:44.84 県選手権 27 木村 尚貴 市川中学校 01:32.94 県Ｊｒスプリント 27 小林 大悟 六戸中学校 02:29.90 県選手権 27 米内口 和也 長者中学校 09:40.88 県中学新人
28 小谷地 耕大 第二中学校 00:45.16 県選手権 28 赤坂 仁 田面木小学校 01:33.68 県Ｊｒスプリント 28 堀合 舜輔 第二中学校 02:30.30 県選手権 28 尾崎 志久真 白山台中学校 09:57.64 東北予選
29 赤坂 仁 田面木小学校 00:45.43 ゴールドスプリント 29 堀合 舜輔 第二中学校 01:34.12 県中学新人 29 小谷地 耕大 第二中学校 02:31.48 県選手権 29

30 川崎 清隆 第二中学校 00:45.67 県選手権 30 長根 崇人 明治中学校 01:35.22 県中学新人 30 村崎 翔太 百石中学校 02:32.72 県選手権 30
31 清川 一樹 三条小学校 00:46.42 ゴールドスプリント 31 小林 大悟 六戸中学校 01:36.24 県Ｊｒスプリント 31 尾崎 志久真 白山台中学校 02:33.34 県中学
32 小林 大悟 六戸中学校 00:47.17 県選手権 32 尾崎 志久真 白山台中学校 01:37.21 県Ｊｒスプリント 32 河村 知泰 根城中学校 02:40.72 県中学
33 長根 崇人 明治中学校 00:47.32 県中学新人 33 河村 知泰 根城中学校 01:39.93 県中学新人 33
34 尾崎 志久真 白山台中学校 00:47.37 県Ｊｒスプリント 34 清川 一樹 三条小学校 01:40.05 県Ｊｒスプリント 34
35 渡辺 大瑚 第二中学校 00:48.02 県Ｊｒスプリント 35 大久保 雄斗 長者中学校 01:40.10 県中学新人 35
36 大久保 雄斗 長者中学校 00:48.35 県中学新人 36 渡辺 大瑚 第二中学校 01:41.98 県中学 36
37 村崎 翔太 百石中学校 00:48.54 県選手権 37 村崎 翔太 百石中学校 01:43.57 県Ｊｒスプリント 37
38 根城 知哉 江南小学校 00:48.97 ゴールドスプリント 38 村本 健悟 長者中学校 01:45.76 県中学新人 38
39 河村 知泰 根城中学校 00:49.51 県中学新人 39 村越 洸 長者中学校 01:48.96 県中学新人 39

40 松平 匡平 田面木小学校 00:49.53 ゴールドスプリント 40 蟹沢 和輝 長者中学校 02:12.75 県中学新人 40
41 長畑 慶彦 根城小学校 00:49.99 ゴールドスプリント
42 木村 祐大 多賀台小学校 00:50.37 ゴールドスプリント 3000m 10000m
43 佐々木 快彰 上市川小学校 00:50.79 ゴールドスプリント 順位 氏 名 所属名 タイム 大会名 順位 氏 名 所属名 タイム 大会名
44 石岡 良介 下長小学校 00:51.78 ゴールドスプリント 1 根城 将貴 八戸北高校 04:05.79 全国高校選抜 1 在家 範将 田名部組 13:49.38 Ｗ杯
45 村本 健悟 長者中学校 00:52.14 県中学新人 2 金濱 竜聖 光星学院高校 04:16.07 ジャパンカップ 2 根城 将貴 八戸北高校 15:33.36 県高校
46 船水 陽宇 白山台小学校 00:52.53 ゴールドスプリント 3 山本 大生 八戸西高校 04:16.70 全国高校選抜 3 山本 大平 八戸西高校 15:42.99 県高校
47 竹中 裕馬 明治小学校 00:52.94 ゴールドスプリント 4 山本 大史 下長中学校 04:19.19 全国中学校 4 山本 大生 八戸西高校 16:01.78 県高校
48 石橋 健太郎 根城小学校 00:53.17 ゴールドスプリント 5 山本 大平 八戸西高校 04:20.41 全日本ジュニア 5 松倉 弘明 自衛隊三沢 17:41.55 県選手権
49 橋本 芳彦 八戸小学校 00:53.26 ゴールドスプリント 6 松倉 弘明 自衛隊三沢 04:33.33 マスターズ 6 山本 大史 下長中学校 17:48.20 県選手権
50 俵山 泰誠 下長小学校 00:53.37 ゴールドスプリント 7 西澤 奎佑 光星学院高校 04:34.99 全日本ジュニア 7 毛利 信太郎 根城中学校 18:03.06 県選手権
51 橋本 悠平 下長小学校 00:53.83 ゴールドスプリント 8 毛利 信太郎 根城中学校 04:41.44 県中学新人 8 村山 幸貴 八戸第二養護 18:04.26 県選手権
52 堀合 遥希 八戸小学校 00:53.86 ゴールドスプリント 9 川崎 雄太 八戸市広域消防 04:41.71 東北大会 9

53 坂牛 雄太 根城小学校 00:53.87 ゴールドスプリント 10 竹中 誠也 明治中学校 04:45.65 県中学新人 10
54 関川 光聖 種差小学校 00:54.13 ゴールドスプリント 11 平 圭登 三戸中学校 04:50.12 県中学新人
55 山口 龍成 吹上小学校 00:54.21 ゴールドスプリント 12 村山 翔威 八戸西高校 05:01.62 県選抜
56 坂本 隼 根城小学校 00:55.87 ゴールドスプリント 13 村崎 翔太 百石中学校 05:04.17 県中学新人
57 村越 洸 長者中学校 00:56.28 県中学 14 小林 大悟 六戸中学校 05:07.35 県中学新人
58 一戸 崇直 長者小学校 00:57.51 ゴールドスプリント 15 渡辺 大瑚 第二中学校 05:10.77 県中学新人
59 杉村 優太 種差小学校 00:59.69 ゴールドスプリント 16 浅坂 真一郎 長者中学校 05:13.46 東北大会
60 柴田 尚樹 百石小学校 01:00.30 ゴールドスプリント 17 尾崎 志久真 白山台中学校 05:18.55 県中学
61 大橋 亮哉 長者小学校 01:00.53 ゴールドスプリント 18 木村 尚貴 市川中学校 05:19.21 県選抜
62 蟹沢 和輝 長者中学校 01:00.93 県中学新人 19 米内口 和也 長者中学校 05:46.20 県中学

63 今村 龍信 八戸小学校 01:01.59 ゴールドスプリント 20
64 青栁 一雅 根城小学校 01:06.00 ゴールドスプリント
65 小笠原 基 百石小学校 01:06.76 ゴールドスプリント
66 小林 賢世 六戸小学校 01:07.50 ゴールドスプリント

男子ランキング



Ｈ２４年度

500m 1000m 3000m

順位 氏名 所属名 タイム 大会名 ＮＯ 氏名 所属名 タイム 大会名 ＮＯ 氏名 所属名 タイム 大会名
1 宮崎 瑠南 白山台中学校 00:44.36 全国中学 1 西山 夢乃 第二中学校 01:29.08 全国中学 1 磯島 真波 鮫中学校 04:51.71 県選手権
2 河原木 聖可 光星学院高校 00:44.95 全国高校選抜 2 河原木 聖可 光星学院高校 01:32.42 全国高校選抜 2 丹波 佳奈美 光星学院高校 04:56.50 東北大会
3 西山 夢乃 八戸第二中学校 00:45.52 県選手権 3 丹波 佳奈美 光星学院高校 01:32.76 県スプリント 3 西山 夢乃 第二中学校 05:04.75 県選手権
4 丹波 佳奈美 光星学院高校 00:45.83 全日本ジュニア 4 川口 愛 光星学院高校 01:33.62 全国高校選抜 4 杉村 真唯 南浜中学校 05:07.17 県選手権
5 赤坂 遼 八戸工業高校 00:46.20 県スプリント 5 宮崎 瑠南 白山台中学校 01:34.46 県Ｊｒスプリント 5 宮崎 瑠南 白山台中学校 05:10.41 県選手権
6 加賀 ひかり 湊中学校 00:46.58 県選手権 6 根本 明日香 明治中学校 01:36.36 県中学新人 6 根本 明日香 明治中学校 05:13.40 県選手権
7 川口 愛 光星学院高校 00:46.98 全国高校選抜 7 磯島 真波 鮫中学校 01:36.44 県Ｊｒスプリント 7 加賀 ひかり 湊中学校 05:14.48 県選手権
8 赤坂 菜穂 八戸市協会 00:47.29 東北大会 8 杉村 真唯 南浜中学校 01:37.50 県Ｊｒスプリント 8 田村 綾子 八戸商業高校 05:18.28 全国高校
9 尾崎 里以真 白山台中学校 00:47.30 県選手権 9 赤坂 遼 八戸工業高校 01:37.99 県高校 9 尾崎 里以真 白山台中学校 05:21.76 県選手権
10 磯島 真波 鮫中学校 00:47.56 県選手権 10 加賀 ひかり 湊中学校 01:38.32 県中学新人 10 西澤 和々子 根城中学校 05:22.22 県選手権
11 杉村 真唯 南浜中学校 00:47.88 県選手権 11 尾崎 里以真 白山台中学校 01:38.43 県中学新人 11 河原木 聖可 光星学院高校 05:23.32 県選手権
12 根本 明日香 明治中学校 00:48.38 県選手権 12 田村 綾子 八戸商業高校 01:39.79 全日本ジュニア 12 川口 愛 光星学院高校 05:25.31 県選手権
13 西澤 和々子 根城中学校 00:48.90 県選手権 13 畑中 瑞葵 是川中学校 01:42.11 県中学 13 宮下 友希 根城中学校 05:25.73 県選手権
14 柳町 素子 八戸市協会 00:49.20 県選抜 14 宮下 友希 根城中学校 01:42.77 県中学新人 14 小笠原 亜美 百石中学校 05:28.07 県選手権
15 畑中 瑞葵 是川中学校 00:49.47 東北予選 15 小笠原 亜美 百石中学校 01:44.71 県Ｊｒスプリント 15 西舘 りさ 百石中学校 05:28.89 県中学新人
16 田村 綾子 八戸商業高校 00:49.54 全日本ジュニア 16 西澤 和々子 根城中学校 01:45.36 県Ｊｒスプリント 16 林 真子 第一中学校 05:52.85 県中学
17 宮下 友希 根城中学校 00:49.94 県選手権 17 西舘 りさ 百石中学校 01:47.53 県Ｊｒスプリント 17
18 小笠原 亜美 百石中学校 00:51.14 県Ｊｒスプリント 18 林 真子 第一中学校 01:50.79 東北予選 18
19 西舘 りさ 百石中学校 00:51.20 県選手権 19 川口 結 おいらせスポ少 01:53.42 県Ｊｒスプリント 19

20 畑中 祐香 是川スポ少 00:51.68 ゴールドスプリント 20 畑中 祐香 是川スポ少 01:53.76 県Ｊｒスプリント 20

21 川口 結 おいらせスポ少 00:52.10 ゴールドスプリント 21 尾崎 忍以真 白山台小学校 01:56.53 県Ｊｒスプリント
22 岡堀 有希 吹上小学校 00:52.21 ゴールドスプリント 22
23 尾崎 忍以真 白山台小学校 00:52.94 ゴールドスプリント 23
24 林 真子 八戸第一中学校 00:53.98 県Ｊｒスプリント 24

25 宮下 和奏 江南小学校 00:54.55 ゴールドスプリント 25

26 沢野 心想 中居林小学校 00:55.00 ゴールドスプリント
27 上野 恵理子 明治小学校 00:57.74 ゴールドスプリント
28 林 桃子 吹上小学校 00:59.80 ゴールドスプリント

29 高山 愛子 木内々小学校 01:00.56 ゴールドスプリント 1500m 5000m

30 村崎 香穂 甲洋小学校 01:08.79 ゴールドスプリント ＮＯ 氏名 所属名 タイム 大会名 ＮＯ 氏名 所属名 タイム 大会名
31 河村 早紀 根城小学校 01:12.90 ゴールドスプリント 1 丹波 佳奈美 光星学院高校 02:19.77 東北大会 1 磯島 真波 鮫中学校 08:50.25 県選手権
32 2 西山 夢乃 第二中学校 02:24.48 東北予選 2 西山 夢乃 第二中学校 09:04.36 県選手権
33 3 杉村 真唯 南浜中学校 02:26.89 県中学新人 3 杉村 真唯 南浜中学校 09:08.64 県選手権
34 4 磯島 真波 鮫中学校 02:27.49 県選手権 4 根本 明日香 明治中学校 09:15.95 県選手権

35 5 田村 綾子 八戸商業高校 02:29.26 東北大会 5 加賀 ひかり 湊中学校 09:22.07 県選手権

6 根本 明日香 明治中学校 02:29.81 県中学新人 6 宮崎 瑠南 白山台中学校 09:34.42 県選手権
7 宮崎 瑠南 白山台中学校 02:31.02 県選手権 7 尾崎 里以真 白山台中学校 09:40.55 県選手権
8 尾崎 里以真 白山台中学校 02:33.14 県選手権 8
9 川口 愛 光星学院高校 02:34.26 県高校新人 9

10 加賀 ひかり 湊中学校 02:35.69 県選手権 10

11 畑中 瑞葵 是川中学校 02:36.77 県中学
12 宮下 友希 根城中学校 02:37.76 県中学新人
13 西澤 和々子 根城中学校 02:38.79 県中学
14 小笠原 亜美 百石中学校 02:39.48 県中学
15 河原木 聖可 光星学院高校 02:39.54 県選手権
16 西舘 りさ 百石中学校 02:39.81 県中学新人
17 林 真子 第一中学校 02:46.76 東北予選
18
19

20

女子ランキング


