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青森県中学校駅伝競走大会（第 26回男子・第 24回女子）
東北町北総合運動公園周回コース（平成 26年 9月 26日）

【男子】

順位 学校名 総合タイム 1区 2区 3区 4区 5区 6区
3.2㎞ 3.1㎞ 3.1㎞ 3.1㎞ 3.1㎞ 3.1㎞

1 東北中 1:01'01" 大久保 博世 吹越 清陽 大嶋 直哉 野田頭 海 松尾 鴻雅 岡山 泰智
（上北） （2) 10'18" （1）10'08" （1）10'16" （1）10'25" （1）新 9'27" （4） 10'27"

（1）20'26" （1）30'42" （1）41'07" （1） 50'34" （1）1:01'01"

2 東英中 1:03'04" 髙橋 優人 工藤 竜二 盛 大洋 山内 梁 米坂 岬大 工藤 辰紘
（南地方） （3） 10'21" (3) 10'17" （3）10'24" （3）10'34 （2）10'31" （7） 10'57"

（2）20'38" （2）31'02" （2）41'36" （2）52'07" （2）1:03'04"

3 下田中 1:03:15 中里 航 江渡 慎之介 遠藤 来世 岩崎 斗銀 今村 明信 橘 大進
（上北） （8） 10'36" （6) 10'32" （6）10'34" （4）10'42" （3）10'32" （3） 10'19"

（6）21'08" （5）31'42" （5）42'24" （3）52'56" （3）1:03'15"

4 野辺地中 1:03'19" 五十嵐 祐大 坂本 康生 小比類巻 遼 坂本 洋一 野田頭 峻也 髙野 幹也
（上北） （1） 10'16" （6）10'32" （7）10'35" （8）10'54" (6）10'52" （1） 10'10"

（4）20'48" （4）31'23" （4）42'17" （5）53'09" （4）1:03'19"

5 名川中 1:04'04" 工藤 真 根市 大輝 秋山 大輝 根市 大登 市澤 義尚 岩間 暉
（三戸郡） （6） 10'30" （2）10'09" （4）10'31" （12）11'00" （5）10'50" （9） 11'04"

（3）20'39" （3）31'10" （3）42'10" （4）53'00" （5）1:04'04"

6 三戸中 1:04'39" 田中 諒介 平 圭登 滝沢 臣 若木 淳哉 梅舘 嶺青 平野 翔也
（三戸郡） （10） 10'48" （8）10'33" （8）10'43" （5）10'43" （11）11'25" （4） 10'27"

（8）21'21" （9）32'04" （9）42'47" （10）54'12" （6）1:04'39"

区間賞 五十嵐 祐大 吹越 清陽 大嶋 直哉 野田頭 海 松尾 鴻雅 髙野 幹也
野辺地中（上北） 東北中（上北） 東北中（上北） 東北中（上北） 東北中（上北） 野辺地中（上北）
１０’１６” １０’０８” １０’１６” １０’２５” 新９’２７” １０’１０”

22 大会記録 名川中 成田 林太郎 菅原 将 内宮 寛文 中島 僚太 千秋 源次 堀合 大輔
回 １：００’２３” 東北中（上北） 十和田中（上北） ９’３８” ９’５９” １０’２９” ９’２８”

（22回） １０’０２” ９’３９” （23回・南部中） （22回・大平中） （21回・東北中） （23回・名川中）

7位 十和田中 8位 堀口中 9位 田名部中 10位 六戸中 11位 福地中 12位 六ヶ所第一中 13位 大平中
14位 三沢第一中 15位 東通中 16位 泊中 17位 横浜中 18位 五戸中 19位 百石中
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【女子】

順位 学校名 総合タイム 1区 2区 3区 4区 5区
3.13㎞ 2.3㎞ 2.3㎞ 2.3㎞ 3.13㎞

1 野辺地中 47'25" 横濱 汐莉 瀬川 優花 戸澤 愛織 小塚 朱莉 加藤 玲那
（上北） （1）11'25" （1） 8'18" （1）新 8'05" （1） 8'24" （1）11'13"

（1）19'43" （1） 27'48" （1）36'12" （1）47'25"

2 田名部中 49'02" 濱田 李佳子 佐藤 翠 山本 美和 山本 快 木村 日和
（下北） （3）11'57" （5） 8'49" （1）新 8'08" （4） 8'54" （2）11'14"

（4）20'46" （1） 28'54" （3）37'48" （2）49'02"

3 十和田中 49'31" 林 ももこ 大塚 まひろ 大塚 ちひろ 石橋 由紀乃 赤坂 好海
（上北） （2）11'44" （2） 8'20" （4） 8'43" （2） 8'41" （4）12'03"

（2）20'04" （2）28'47" （2）37'28" （3）49'31"

4 東北中 51'57" 服部 裟耶 岡山 うらら 沼辺 咲樹 蛯沢 雪那 大久保 美穂
（上北） （8）12'46" （4） 8'37" （3） 8'42" （3） 8'50" （10）13'02

（5）21'23" （5）30'05" （4）38'55" （4）51'57"

5 堀口中 52'53" 畑内 紀乃 山本 薫実 赤沼 舞 藤原 実沙 山本 祐亜
（上北） （5）12'13" (3） 8'28" （5） 8'55" （10） 9'43" （13）13'34"

（3）20'41" （4）29'36" （5）39'19" （5）52'53"

6 三沢一中 53'27" 中村 友香 鈴木 遥菜 藤井 七海 菅原 夕夏 前田 悠衣
（上北） （7）12'35" （7） 9'20" （15) 10'39" （8） 9'26" （3）11'27"

（6）21'55" （12）32'34" （11）42'00" （6）53'27"

区間賞 横濱 汐莉 瀬川 優花 戸澤 愛織 小塚 朱莉 加藤 玲那
野辺地中（上北） 野辺地中（上北） 野辺地中（上北） 野辺地中（上北）野辺地中（上北）
１１’２５” '８’１８” 新８’０５” ８’２４” １１’１３”

山本 美和
田名部中（下北）
新８’０８”

20 大会記録 名川中 澁屋 智美 福田 紗羅 矢部 綾乃 磯川 瑞季 田中 聡珠
回 ４６’４８” １１’０９ ８’０４” ８’１３” ８’１３” １０’４８”
～ （20回） （20回・名川中） （21回・名川中） （21回・名川中） （20回・名川中） （21回・名川中）

7位 福地中 8位 七百中 9位 名川中 10位 大平中 11位 横浜中 12位 浪岡中 13位 六ヶ所第一中
14位 五戸中 15位 泊中


