
順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考

1 38.28 山本 大史 八戸西高校
2016/12/20
2017/1/13

帯広
富士急

全日本AR
全日本JR

1 38.28 赤坂 仁 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
3 38.34 清川 一樹 八戸西高校 2016/11/5 帯広 帯広の森
4 38.41 下舘 信司 八戸西高校 2016/11/5 帯広 帯広の森
5 38.89 松本 匡平 八戸学院光星高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
6 38.92 松尾 和明 吉田産業 2016/12/18 八戸 青森県SP
7 38.99 木村 祐大 市川中学校 2017/2/6 長野 全国中学
8 39.29 堀合 舜輔 八戸学院光星高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
9 39.54 毛利信太郎 八戸西高校 2016/12/17 八戸 青森県SP
9 39.54 俵山 泰誠 八戸西高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
11 40.10 平 圭登 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
12 40.23 村山 幸貴 八戸第二養護学校教員 2017/12/24 郡山 東北
12 40.23 村﨑 翔太 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
14 40.32 木村 尚貴 八戸商業高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
15 40.79 石岡 良介 下長中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
16 40.83 橋本 芳彦 八戸第二中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
17 41.02 長根 晃貴 明治中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
18 41.10 川崎 清隆 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
19 41.30 根城 知哉 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
20 41.67 小林 大悟 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
21 41.70 竹中 誠也 八戸商業高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
22 41.84 松倉 弘明 自衛隊三沢 2016/12/18 八戸 青森県SP
23 42.07 佐々木快彰 八戸第一中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
24 42.11 今村 龍信 八戸第二中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
25 42.16 竹中 裕馬 明治中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
26 43.24 渡辺 大瑚 八戸学院光星高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
27 43.53 菊地 健吾 八戸第二中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
28 43.54 堀合 遥希 八戸第二中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
29 43.63 小林 賢世 六戸中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
30 43.89 青栁 一雅 根城中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
31 45.33 加賀谷 樹 根城中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
32 45.48 堀 優斗 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
33 45.52 相坂 碧 八戸第一中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
34 45.54 川田歩之介 下長中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
35 45.56 相馬 謙盛 八戸東中学校 2017/1/11 盛岡 日韓交流
36 45.83 大崎 公暉 八戸第二中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
37 47.12 小笠原 基 百石中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
38 50.41 小笠原敦史 三条中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
39 50.75 宮重 海斗 八戸第二中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
40 50.79 川口 宏志 おいらせ町協会 2017/1/14 郡山 全日本MS
41 51.24 吉田 眞也 下長中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
42 51.53 井畑 啓太 三戸小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
42 51.53 戸舘 駿晟 長者小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
44 52.23 河原木 浩 トップスポーツ 2017/1/14 郡山 全日本MS
45 53.13 富岡 耕大 江南小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
46 53.79 町井 大樹 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
47 53.81 秋田 玖穏 根城小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
48 53.97 木村吏久斗 明治小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
49 54.53 小笠原諒祐 三条中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
50 54.79 村上 雄太 根城小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
51 54.86 佐々木海地 白山台小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
52 56.34 西村 哲央 長者小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
53 56.52 関根 優樹 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
54 56.73 番沢 立樹 長者小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
55 57.71 富岡 輝也 江南小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
56 58.11 上野 裕章 明治小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
57 1.01.04 久保 悠 田面木小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
58 1.02.29 佐々木大輝 長者小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
59 1.03.93 三浦孝太郎 八戸小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
60 1.04.50 阿部 圭汰 長者小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
61 1.05.23 西村信之介 根城小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
62 1.06.59 齋藤 壮希 長者小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
63 1.07.22 北向 飛翔 長者小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
64 1.07.24 沼岡 康基 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
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順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 1.15.43 毛利信太郎 八戸西高校 2017/2/19 長野 ｴﾑｳｪｰﾌﾞ
2 1.15.99 山本 大史 八戸西高校 2017/1/14 富士急 全日本JR
3 1.16.40 赤坂 仁 八戸西高校 2017/1/14 富士急 全日本JR
4 1.16.62 清川 一樹 八戸西高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
5 1.17.33 下舘 信司 八戸西高校 2016/11/6 帯広 帯広の森
6 1.18.12 木村 祐大 市川中学校 2017/2/7 長野 全国中学 県中学新
7 1.18.57 平 圭登 八戸西高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
8 1.19.49 木村 尚貴 八戸商業高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
9 1.19.79 根城 知哉 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
10 1.20.50 村﨑 翔太 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
11 1.20.69 松本 匡平 八戸学院光星高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
11 1.20.69 長根 晃貴 明治中学校 2017/2/7 長野 全国中学
13 1.20.74 俵山 泰誠 八戸西高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
14 1.21.26 松尾 和明 吉田産業 2016/12/18 八戸 青森県SP
15 1.21.31 堀合 舜輔 八戸学院光星高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
16 1.21.51 橋本 芳彦 八戸第二中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
16 1.21.51 小林 大悟 八戸学院光星高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
18 1.22.02 竹中 誠也 八戸商業高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
19 1.23.42 松倉 弘明 自衛隊三沢 2016/12/18 八戸 青森県SP
20 1.23.82 石岡 良介 下長中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
21 1.24.04 川崎 清隆 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
22 1.25.28 村山 幸貴 八戸第二養護学校教員 2016/12/7 八戸 青森県選抜
23 1.27.26 佐々木快彰 八戸第一中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
24 1.27.38 今村 龍信 八戸第二中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
25 1.28.18 竹中 裕馬 明治中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
26 1.31.39 菊地 健吾 八戸第二中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
27 1.32.07 青栁 一雅 根城中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
28 1.32.67 堀 優斗 八戸学院光星高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
29 1.32.88 小林 賢世 六戸中学校 2016/12/7 八戸 東北予選
30 1.33.14 川田歩之介 下長中学校 2016/12/7 八戸 東北予選
31 1.33.55 堀合 遥希 八戸第二中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
32 1.34.56 小笠原 基 百石中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
33 1.35.39 加賀谷 樹 根城中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
34 1.35.74 大崎 公暉 八戸第二中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
35 1.36.52 橋本 伸 八戸市協会 2017/1/15 郡山 全日本MS
36 1.36.72 相坂 碧 八戸第一中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
37 1.37.06 相馬 謙盛 八戸東中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
38 1.41.53 小笠原敦史 三条中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
39 1.41.89 宮重 海斗 八戸第二中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
40 1.42.37 上田 義貴 三戸町協会 2017/1/15 郡山 全日本MS
41 1.45.33 河原木 浩 トップスポーツ 2017/1/15 郡山 全日本MS
42 1.47.77 寺下 勝正 八戸市協会 2017/1/15 郡山 全日本MS
43 1.49.41 吉田 眞也 下長中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
44 1.49.85 川口 宏志 おいらせ町協会 2017/1/15 郡山 全日本MS
45 1.50.11 井畑 啓太 三戸小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
46 1.50.44 小笠原諒祐 三条中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
47 1.50.51 町井 大樹 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
48 1.50.97 戸舘 駿晟 長者小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
49 1.51.08 佐々木海地 白山台小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
50 1.51.11 木村吏久斗 明治小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
51 1.58.73 西村 哲央 長者小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
52 2.00.95 関根 優樹 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
53 2.23.85 沼岡 康基 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
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順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 1.54.82 毛利信太郎 八戸西高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
2 1.55.84 山本 大史 八戸西高校 2016/12/21 帯広 全日本AR
3 1.58.21 赤坂 仁 八戸西高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
4 2.00.64 平 圭登 八戸西高校 2016/11/5 帯広 帯広の森
5 2.02.51 木村 尚貴 八戸商業高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
6 2.03.25 長根 晃貴 明治中学校 2017/2/6 長野 全国中学
7 2.05.04 村﨑 翔太 八戸学院光星高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
8 2.06.43 橋本 芳彦 八戸第二中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
9 2.06.48 竹中 誠也 八戸商業高校 2016/11/5 帯広 帯広の森
10 2.07.45 木村 祐大 市川中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
11 2.07.93 小林 大悟 八戸学院光星高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
12 2.09.17 石岡 良介 下長中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
13 2.09.55 松倉 弘明 自衛隊三沢 2017/2/16 八戸 青森県AR
14 2.12.29 今村 龍信 八戸第二中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
15 2.13.47 渡辺 大瑚 八戸学院光星高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
16 2.14.44 佐々木快彰 八戸第一中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
17 2.14.51 川崎 清隆 八戸学院光星高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
18 2.14.94 堀合 舜輔 八戸学院光星高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
19 2.15.42 松本 匡平 八戸学院光星高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
20 2.15.52 菊地 健吾 八戸第二中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
21 2.18.81 青栁 一雅 根城中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
22 2.20.00 金濱 亨 大湊高校教員 2017/1/14 郡山 全日本MS
23 2.22.21 小笠原 基 百石中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
24 2.24.08 堀合 遥希 八戸第二中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
25 2.25.96 大崎 公暉 八戸第二中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
26 2.26.24 堀 優斗 八戸学院光星高校 2017/2/4 八戸 青森県新人
27 2.26.58 小林 賢世 六戸中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
28 2.28.05 川田歩之介 下長中学校 2016/12/6 八戸 東北予選
29 2.28.98 橋本 伸 八戸市協会 2017/1/14 郡山 全日本MS
30 2.32.84 相馬 謙盛 八戸東中学校 2017/1/11 盛岡 日韓交流
31 2.33.44 宮重 海斗 八戸第二中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
32 2.34.22 上田 義貴 三戸町協会 2017/1/14 郡山 全日本MS
33 2.40.95 寺下 勝正 八戸市協会 2017/1/14 郡山 全日本MS

順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 3.57.36 山本 大史 八戸西高校 2016/10/22 長野 全日本SD 県高校新
2 4.03.44 毛利信太郎 八戸西高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
3 4.07.84 根城 知哉 八戸西高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
4 4.13.27 村﨑 翔太 八戸学院光星高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
5 4.17.90 平 圭登 八戸西高校 2016/11/6 帯広 帯広の森
6 4.19.37 橋本 芳彦 八戸第二中学校 2017/2/7 長野 全国中学
7 4.21.64 木村 尚貴 八戸商業高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
8 4.27.36 渡辺 大瑚 八戸学院光星高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
9 4.36.05 松倉 弘明 自衛隊三沢 2016/12/7 八戸 青森県選抜
10 4.36.56 竹中 誠也 八戸商業高校 2016/12/7 八戸 青森県選抜
11 4.39.29 長根 晃貴 明治中学校 2016/12/7 八戸 東北予選
12 4.46.37 俵山 泰誠 八戸西高校 2017/2/5 八戸 青森県新人
13 4.52.70 菊地 健吾 八戸第二中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
14 4.54.27 竹中 裕馬 明治中学校 2016/12/7 八戸 東北予選
15 4.55.05 青栁 一雅 根城中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
16 4.59.80 小谷地拓己 八戸第二中学校 2016/12/7 八戸 東北予選
17 5.08.51 大崎 公暉 八戸第二中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
18 5.15.93 堀合 遥希 八戸第二中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学
19 5.21.88 金濱 亨 大湊高校教員 2017/1/15 郡山 全日本MS
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順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 6.44.95 山本 大史 八戸西高校 2016/12/20 帯広 全日本AR 県高校新
2 7.06.84 根城 知哉 八戸西高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
3 7.12.16 毛利信太郎 八戸西高校 2016/11/4 帯広 帯広の森
4 7.13.97 村﨑 翔太 八戸学院光星高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
5 7.21.38 橋本 芳彦 八戸第二中学校 2017/2/6 長野 全国中学
6 7.36.08 木村 祐大 市川中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
7 7.39.20 木村 尚貴 八戸商業高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
8 7.41.68 渡辺 大瑚 八戸学院光星高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
9 7.46.23 竹中 誠也 八戸商業高校 2016/11/4 帯広 帯広の森
10 7.47.54 清川 一樹 八戸西高校 2016/12/24 郡山 東北高校
11 7.53.64 松倉 弘明 自衛隊三沢 2017/1/14 郡山 全日本MS
12 7.56.39 長根 晃貴 明治中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
13 8.04.43 小林 大悟 八戸学院光星高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
14 8.10.28 石岡 良介 下長中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
15 8.15.25 今村 龍信 八戸第二中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
16 8.20.77 菊地 健吾 八戸第二中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
17 8.21.48 青栁 一雅 根城中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
18 8.22.61 佐々木快彰 八戸第一中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
19 8.23.72 堀合 舜輔 八戸学院光星高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
20 8.27.64 小笠原 基 百石中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
21 8.31.40 竹中 裕馬 明治中学校 2016/12/24 郡山 東北中学
22 8.36.93 松本 匡平 八戸学院光星高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
23 8.37.42 大崎 公暉 八戸第二中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
24 8.53.35 川崎 清隆 八戸学院光星高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
25 8.56.24 小谷地拓己 八戸第二中学校 2016/12/6 八戸 東北予選
26 9.38.43 堀合 遥希 八戸第二中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR

順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 14.06.90 山本 大史 八戸西高校 2016/11/5 帯広 帯広の森 県高校新
2 15.28.04 村﨑 翔太 八戸学院光星高校 2016/11/5 帯広 帯広の森
3 15.34.56 根城 知哉 八戸西高校 2016/12/10 八戸 青森県高校
4 15.44.55 橋本 芳彦 八戸第二中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
5 16.07.22 木村 尚貴 八戸商業高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
6 16.10.77 木村 祐大 市川中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
7 16.36.28 竹中 誠也 八戸商業高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
8 16.51.91 渡辺 大瑚 八戸学院光星高校 2016/12/10 八戸 青森県高校
9 16.57.14 松倉 弘明 自衛隊三沢 2017/2/16 八戸 青森県AR
10 17.08.14 長根 晃貴 明治中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
11 17.57.26 俵山 泰誠 八戸西高校 2016/12/10 八戸 青森県高校
12 18.07.85 石岡 良介 下長中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR

２０１６年度 青森県男子５０００ｍランキング(公認競技会以外も含む)
2017/2/24発表

２０１６年度 青森県男子１００００ｍランキング(公認競技会以外も含む)
2017/2/24発表



順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 41.01 鬼頭 琴音 八戸学院大学 2016/11/5 帯広 帯広の森
2 41.98 澤尻 磨里英 八戸学院大学 2016/12/10 伊香保 学生AR
3 42.46 加賀ひかり 八戸西高校 2017/2/18 長野 ｴﾑｳｪｰﾌﾞ 県高校新
4 43.00 古庄 亜衣 八戸学院大学 2016/12/20 帯広 全日本AR
5 44.48 宮下 和奏 根城中学校 2017/2/6 長野 全国中学
6 44.84 尾崎里以真 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
7 46.22 沢野 心想 八戸第一中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
8 46.44 大平 李子 根城中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
9 47.16 高山 愛子 下田中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
10 47.23 杉村 真唯 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
11 49.18 上野恵理子 明治中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
12 49.54 根城 理実 江南小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
13 49.75 村﨑 香穂 おいらせスポ少 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
14 49.78 岡堀 有希 名久井農業高校 2017/1/20 日光 全国高校
15 50.07 下村 璃々 根城中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
16 50.16 根本明日香 八戸学院光星高校 2017/2/15 八戸 青森県AR
17 50.74 村﨑 翠莉 百石中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
18 51.34 髙柳 奏乃 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
19 53.09 石岡 文那 下長小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
20 53.17 沢野 心悠 中居林小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
21 54.26 毛利佐和子 江南小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
22 55.61 上田 聖華 三戸小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
23 55.63 髙島 帆渚 おいらせスポ少 2017/2/11 八戸 長根小学
24 57.08 佐々木琴那 三戸中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
25 57.81 舘 真白 三戸中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人
26 59.13 佐々木さや 多賀小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
27 1.04.41 吉田 愛美 下長小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
28 1.04.67 速応 晏奈 下長小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
29 1.07.61 一戸 蓮美 長者小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
30 1.13.19 中嶋 玲依 八戸小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
31 1.13.31 上田 千聖 三戸小学校 2017/1/28 八戸 ゴールドSP
32 1.15.66 小泉 璃子 江南小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP
33 1.17.83 坂本 彩音 三戸小学校 2017/1/29 八戸 ゴールドSP

順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 1.24.30 鬼頭 琴音 八戸学院大学 2016/11/6 帯広 帯広の森
2 1.24.82 澤尻 磨里英 八戸学院大学 2016/12/18 八戸 青森県SP
3 1.26.79 古庄 亜衣 八戸学院大学 2016/12/7 八戸 青森県選抜
4 1.27.40 加賀ひかり 八戸西高校 2017/2/19 長野 ｴﾑｳｪｰﾌﾞ
5 1.28.81 尾崎里以真 八戸西高校 2016/11/6 帯広 帯広の森
6 1.31.20 宮下 和奏 根城中学校 2017/2/7 長野 全国中学
7 1.34.76 杉村 真唯 八戸西高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
8 1.35.06 沢野 心想 八戸第一中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
9 1.36.82 高山 愛子 下田中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
10 1.40.26 大平 李子 根城中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
11 1.40.36 根城 理実 江南小学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
12 1.41.70 上野恵理子 明治中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
13 1.43.59 岡堀 有希 名久井農業高校 2016/12/18 八戸 青森県SP
14 1.45.49 村﨑 香穂 おいらせスポ少 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
15 1.46.12 髙柳 奏乃 根城小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
16 1.46.42 下村 璃々 根城中学校 2016/12/17 八戸 青森県JrSP
17 1.47.72 村﨑 翠莉 百石中学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
18 1.49.40 沢野 心悠 中居林小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
19 1.54.87 石岡 文那 下長小学校 2016/12/18 八戸 青森県JrSP
20 1.55.97 髙島 帆渚 おいらせスポ少 2017/2/11 八戸 長根小学
21 1.57.26 上田 聖華 三戸小学校 2017/2/11 八戸 長根小学
22 2.02.48 佐々木琴那 三戸中学校 2017/2/12 八戸 青森県新人
23 2.07.18 舘 真白 三戸中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学

２０１６年度 青森県女子５００ｍランキング(公認競技会以外も含む)
2017/2/24発表

２０１６年度 青森県女子１０００ｍランキング(公認競技会以外も含む)
2017/2/24発表



順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 2.05.44 古庄 亜衣 八戸学院大学 2016/10/21 長野 全日本SD
2 2.07.80 澤尻 磨里英 八戸学院大学 2016/11/5 帯広 帯広の森
3 2.15.19 尾崎里以真 八戸西高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
4 2.22.26 沢野 心想 八戸第一中学校 2017/2/6 長野 全国中学
5 2.22.43 鬼頭 琴音 八戸学院大学 2017/2/16 八戸 青森県AR
6 2.22.85 根本明日香 八戸学院光星高校 2017/2/11 帯広 高校選抜
7 2.25.12 高山 愛子 下田中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
8 2.25.97 杉村 真唯 八戸西高校 2017/1/22 日光 全国高校
9 2.35.37 宮下 和奏 根城中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
10 2.37.74 大平 李子 根城中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
11 2.38.80 下村 璃々 根城中学校 2017/2/24 ソウル 日韓交流
12 2.41.74 上野恵理子 明治中学校 2016/12/24 郡山 東北中学
13 3.04.53 舘 真白 三戸中学校 2017/2/11 八戸 青森県新人

順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 4.20.62 古庄 亜衣 八戸学院大学 2016/10/22 長野 全日本SD
2 4.33.74 澤尻 磨里英 八戸学院大学 2016/11/6 帯広 帯広の森
3 4.56.30 根本明日香 八戸学院光星高校 2017/2/12 帯広 高校選抜
4 4.58.01 高山 愛子 下田中学校 2017/2/7 長野 全国中学
5 5.07.35 杉村 真唯 八戸西高校 2017/1/21 日光 全国高校
6 5.08.32 沢野 心想 八戸第一中学校 2016/12/7 八戸 東北予選
7 5.09.40 鬼頭 琴音 八戸学院大学 2017/2/15 八戸 青森県AR
8 5.23.79 宮下 和奏 根城中学校 2017/2/15 八戸 青森県AR
9 5.25.40 上野恵理子 明治中学校 2016/12/25 郡山 東北中学
10 5.43.42 下村 璃々 根城中学校 2017/1/4 八戸 青森県中学

順位 タイム 氏名 所属 期日 場所 大会名 備考
1 7.36.81 古庄 亜衣 八戸学院大学 2016/10/23 長野 全日本SD 県新
2 8.06.68 澤尻 磨里英 八戸学院大学 2016/12/11 伊香保 学生AR
3 9.02.70 杉村 真唯 八戸西高校 2017/2/16 八戸 青森県AR
4 9.03.69 沢野 心想 八戸第一中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
5 9.08.16 高山 愛子 下田中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR
6 9.15.47 鬼頭 琴音 八戸学院大学 2017/2/16 八戸 青森県AR
7 9.39.84 宮下 和奏 根城中学校 2017/2/16 八戸 青森県AR

２０１６年度 青森県女子１５００ｍランキング(公認競技会以外も含む)
2017/2/24発表
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