
矢祭ふれあい駅伝競走大会

大会成績

第１回～第２7回



◎親子ロードレースの部
部　門　

　大　会 親 子 親 子 親 子 親 子 親 子

第　1　回 鈴木俊行 鈴木航志郎 藤井好美 藤井怜哉 本多泰幸 本多悠夢 鈴木守夫 鈴木　蓮 永山貴章 永山歩夢

（H22･12･5） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町）

第　２　回 桑名　秀樹 桑名　くるみ 藤井好美 藤井怜哉 本多泰幸 本多悠夢 長尾　幸則 長尾　修弥 永山貴章 永山歩夢

（H23･12･4） （宇都宮市） （宇都宮市） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢祭町） （矢吹町） （矢吹町） （矢祭町） （矢祭町）

第　３　回 本多　泰幸 本多　悠夢 蛭田　清代枝 蛭田　樹璃 角田　秀市 角田　莉生 高野　治夫 高野　敦輝 小澤　敬文 小澤　太陽

（H24･12･2） （矢祭町） （矢祭町） （鮫川村） （鮫川村） （白河市） （白河市） （鮫川村） （鮫川村） （いわき市） （いわき市）

第　４　回 角田秀市 角田莉生 小澤敬文 小澤太陽 遠藤安弘 遠藤陽人 鈴木俊行 鈴木勇史郎 鈴木　悟 鈴木　結

（H25･12･1） （白河市） （白河市） （いわき市） （いわき市） （棚倉町） （棚倉町） （矢祭町） （矢祭町） （鮫川村） （鮫川村）

第　５　回 吉田哲也 吉田翔眞 鈴木俊行 鈴木勇史郎 松下貴子 松下修大 遠藤安弘 遠藤陽人 本多泰幸 本多由羅

（H26･12･7） （須賀川市） （須賀川市） （矢祭町） （矢祭町） （石川町） （石川町） （棚倉町） （棚倉町） （矢祭町） （矢祭町）

◎ファミリーチャレンジの部
部　門　

　大　会

第　1　回

（H27･12･6） （鮫川村） ９’２７'’ （鮫川村） 10’05'’ （平田村） 10’08'’

第　2　回
（H28･12･4） （鮫川村） ９’０９'’ （鮫川村） ０９’１７'’ （矢祭町） ９’４７'’
第　３　回

（H29･12･3） （矢祭町） ９’５６'’ （塙町） １０’０４'’ （鮫川村） １０’０８'’
第　４　回

（H30･12･2） （矢祭町） ９’２７'’ （鮫川村） ９’４６'’ （矢祭町） １０’０１'’
第　5　回

（R1･12･1） （鮫川村） ８’５３'’ （鮫川村） ９’０６'’ （矢祭町） ９’３０'’
第　6　回

（R2･12･6）
第　7　回

（R3･12･5）
第　８　回
（R4･12･4） （矢祭町） ９’５４'’ （矢祭町） １０’４８'’ （矢祭町） １０’５６'’

永山・本田チーム

３位

目黒・江田ファミリー 佐藤・芳賀ファミリー グリーンベル

なかよしチーム さめがわらん・Ｒｕｎ目黒・石井ファミリー green Bell

４位 ５位

green Bell はなわＳＳＴＹ さめがわらん・Ｒｕｎ目黒・石井ファミリー

チーム　Ｒａｉｎｂｏｗさめがわオレンジバッテリー 孝次とゆかいな仲間たち

１位 ２位

本田・小林ファミリー 金子家 あやと＆あつと

大会中止

大会中止

１位 ２位 ３位

さめがわファミリー２号 さめがわファミリー１号



区　　間 区　　間 区　　間 区　　間

１　　区 　鈴木恵理子　　1’38” １　　区 　永山貴章　　  1’55” １　　区 　髙橋竜一　　 　1’36” １　　区   佐藤潤一　　  2’16”

（530m） チームＲａｉｎｂｏｗ （530m） 永山・本田ファミリー （530m） いっくん・てっちゃん （720m） さめがわらん・RUN須藤・佐藤ファミリー

２　　区 　小松孝次　　　 2’15” ２　　区 　小松孝次　　　2’１４” ２　　区 　深作敬郎　　 　2’2０” ２　　区 　佐藤楓雅　　　2’02”

（720m） 孝次とゆかいな仲間たち （720m） さめがわファミリー1号 （720m） はなわSSTY （530m） さめがわらん・RUN須藤・佐藤ファミリー

３　　区 　本田　修　　　  1’38” ３　　区 　生田目宏好　 1’42” ３　　区 　大瀧貴弘　　 　1’43” ３　　区 　鈴木薫　　　　 2’25”

（530m） チームフカモト （530m） さめがわファミリー1号 （530m） はなわSSTY （720m） 鈴木

４　　区 　松下修大　 　　2’48” ４　　区 　本郷芽生　　  2’47” ４　　区 　鈴木佑歩　　　2’58” ４　　区 　石井憲成　　　1’53”

（720m） ★ヒカルとシュウタ★ （720m） さめがわファミリー2号 （720m） green Bell （530m） さめがわらん・RUN目黒・石井ファミリー

区　　間 区　　間 区　　間 区　　間

１　　区 　江田和彦　　　 2’07” １　　区 １　　区 １　　区 　金子一則　　　 2’18”

（720m） 目黒・江田ファミリー （720m） （720m） （720m） 金子家

２　　区 　鈴木亜海　　　 2’02” ２　　区 ２　　区 ２　　区 　森陽生　　　　  2’43”

（530m） グリーンベル （530m） （530m） （530m） 森ファミリー

３　　区 　芳賀省三 　　　2’26” ３　　区 ３　　区 ３　　区 　髙橋竜一 　　　2’17”

（720m） 佐藤・芳賀ファミリー （720m） （720m） （720m） あつと＆あやと

４　　区 　木之内瑛斗　　1’53” ４　　区 ４　　区 ４　　区 　金子瞬一　　　 2’11”

（530m） 木之内・石井ファミリー （530m） （530m） （530m） 金子家

第1回　ファミリーチャレンジの部 第2回　ファミリーチャレンジの部 第3回　ファミリーチャレンジの部 第4回　ファミリーチャレンジの部

第5回　ファミリーチャレンジの部 第6回　ファミリーチャレンジの部

第20回大会　（Ｈ27年12月6日） 第22回大会　（Ｈ29年12月3日）

第7回　ファミリーチャレンジの部

大会中止 大会中止

第24回大会　（R1年12月1日） 第26回大会　（R3年12月5日）

第21回大会　（Ｈ28年12月4日） 第23回大会　（Ｈ30年12月2日）

第25回大会　（R2年12月6日）

第8回　ファミリーチャレンジの部

第27回大会　（R4年12月4日）



◎ 部　門　別　優　勝

部　門　

　大　会 男　　　子 女　　　子 男　　　子 女　　　子 男　　　子 女　　　子

第　１　回 石井小学校Ａ 近津小学校ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄＡ 塙中学校陸上部 塙中学校陸上部Ａ 下小川走友会 戸塚

（H8･6･16） （矢祭町）　　　２１’３６” （棚倉町）　　　２２’５９” （塙町）　　　　４９’０６” （塙町）　　　　２２’３６” （大子町）　　　４８’５８” （矢祭町）　　　２５’４８”

第　２　回 石尊ランナーズ 石尊ランナーズＪｒ． 表郷中学校駅伝部 表郷中学校駅伝部 矢祭走友会 中石井レディース

（H9･11･30） （石川町）　　　２１’２３” （石川町）　　　２３’０４” （表郷村）　　　４９’１０” （表郷村）　　　２２’０９” （矢祭町）　　　４８’０６” （矢祭町）　　　３０’００”

第　３　回 石井小学校Ａ 内川スピードクラブＡ 矢祭中ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部Ａ 矢祭中ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部Ａ 白河ランナーズ 東舘幼Ｐ＆Ｔﾐｯｸｽｻﾝﾄﾞ

（H10･9･6） （矢祭町）　　　２３’３９” （矢祭町）　　　２４’１９” （矢祭町）　　　５４’４８” （矢祭町）　　　２３’５０” （塙町）　　　　４８’３０” （矢祭町）　　　３０’２４”

第　４　回 燃えろ!!MARASON RANNA ZU 常豊スポーツ少年団 棚倉中学校男子Ａ 棚倉中学校女子Ａ 塙工業高校野球部Ａ チャレンジャー

（H11･12･5） （棚倉町）　　　２２’１６” （塙町）　　　　２４’４８” （棚倉町）　　　５０’１３” （棚倉町）　　　２１’２４” （塙町）　　　　５１’４７” （矢祭町）　　　３２’４８”

第　５　回 棚小ランナーズ 近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少Ａ 矢祭中３年３組men's Ｇｅｎさん’ｓ 矢祭走友会 あゆ娘元

（H12･12･10） （棚倉町）　　　２１’１４” （棚倉町）　　　２３’４５” （矢祭町）　　　５０’２０” （矢祭町）　　　２３’０１” （矢祭町）　　　４６’１７” （矢祭町）　　　２７’４８”

第　６　回 近津（６年）Ｃ 棚倉女子ミニバスケット ハワイアンズ はなちゃんチーム 走友会 あゆ娘元

（H13･12･2） （棚倉町）　　　２１’４９” （棚倉町）　　　２３’４２” （矢祭町）　　　５３’２１” （矢祭町）　　　２２’２５” （矢祭町）　　　４８’１７” （矢祭町）　　　２７’０８”

第　７　回 マラソンファイターズ 棚倉女子ミニバスケット 白沢中学校駅伝部 棚倉中学校Ａ 東白陸上クラブ あゆ娘元

（H14･12･1） （棚倉町）　　　２３’２１” （棚倉町）　　　２３’２１” （白沢村）　　　４７’０３” （棚倉町）　　　２１’４０” （矢祭町）　　　４４’４４” （矢祭町）　　　２７’０７”

第　８　回 塙ＦＣｽﾎﾟｰﾂ少年団（A) 棚倉女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少 矢祭中サッカー部A ナギネエ 不完全燃焼 パワフルズプラス２

（H15･12･7） （塙町）　　　　２２’１３” （棚倉町）　　　２４’５８” （矢祭町）　１゜０４’２１” （矢祭町）　　　２３’５２” （石川町）　　　５７’０７” （棚倉町）　　　２８’３０”

第　９　回 棚小ランナーズ 近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少Ａ コロスケ 棚倉中女子駅伝部A 学校法人石川高等学校 矢祭あゆ

（H16･12･5） （棚倉町）　　　４２’３５” （棚倉町）　　　４６’３８” （矢祭町）　１゜０３’０５” （棚倉町）　　　４３’２９” （石川町）　　　５４’１４” （矢祭町）　　　５６’３７”

第　10　回 白一韋駄天 塙小 一走懸命 滑子クラブ ゆかいな走り屋たち 平ちゃんを囲む美女軍団

（H17･12･4） （白河市）　　　４２’１３” （塙町）　　　　４５’３３” （矢祭町）　　　５８’０５” （矢祭町）　　　４２’１９” （須賀川市）　５７’２１” （矢祭町）　１゜０２’１６”

第　11　回 善郷陸上ｽｰﾊﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ 善郷駅伝ガールズ 走思走愛 Ｓｕｐｅｒマッハ２００６ 今年もやってきたﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ 楽楽走友会レディース

（H18･12･3） （矢吹町）　　　４１’５３” （矢吹町）　　　４３’４９” （矢祭町）　　　５９’２８” （矢祭町）　　　４４’０５” （須賀川市）　５８’３９” （矢祭町）　　　５４’２４”

第　12　回 棚小駅伝えーちいむ 善郷ランニングガールズ 中島中選抜 なめちゃんず 元・西袋中駅伝部 楽楽走友会レディース

（H19･12･2） （棚倉町）　　　４２’３３” （矢吹町）　　　４４’５２” （中島村）　　　５９’３７” （矢祭町）　　　４４’２１” （須賀川市）　５２’２４” （矢祭町）　　　５３’１４”

第　13　回 瞬速善郷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 最強善郷ランニングガールズ 中島中選抜駅伝部 東中学校 楽楽走友会

（H20･12･7） （矢吹町）　　　４１’２４” （矢吹町）　　　４５’１２” （中島村）　　　５９’０７” （白河市）　　　４３’５１” （矢祭町）　１゜０６’５２”

第　14　回 瞬速善郷ﾌｪﾆｯｸｽ 光速善郷ガールズ 白河中央中駅伝部Ａ 白河中央中駅伝部 佐藤宏研究室 福島アスリートクラブ

（H21･12･6） （矢吹町）　　　４０’４８” （矢吹町）　　　４４’５６” （白河市）　１゜００’４４” （白河市）　　　４３’３５” （矢祭町）　　　５８’１６” （白河市）　　　５２’２５”

第　15　回 瞬速善郷イーグルス マッハ善郷光速ガールズ 中島中選抜Ａ 矢祭中Ｒｕｎｎｅｒｓ 白河旭高校１年Ｔeam チームＫＫＣ

（H22･12･5） （矢吹町）　　　３９’５８” （矢吹町）　　　４３’２０” （中島村）　　　５７’４０” （矢祭町）　　　４２’３３” （白河市）　　　５６’３２” （白河市）　　　４９’３７”

第　16　回 善郷陸上クラブ 善郷陸上クラブ 中島駅伝チーム 矢祭中Ｒｕｎｎｅｒｓ 白河連合＊矢祭復活させようぜ＊ FACレディース

（H23･12･4） （矢吹町）　　　４２’２７” （矢吹町）　　　４３’０３” （中島村）　　　５９’３２” （矢祭町）　　　４４’０７” （白河市）　　　５５’５１” （白河市）　　　５９’１７”

第　17　回 善郷陸上クラブ 善郷陸上クラブ TEAM　イケメン 矢祭中Ｒｕｎｎｅｒｓ 剛志がお世話になっています！ FACレディース

（H24･12･2） （矢吹町）　　　３９’２５” （矢吹町）　　　４３’４０” （鮫川村）　　　５９’４５” （矢祭町）　　　４５’１３” （白河市）　　　５５’５６” （白河市）　　　５３’４０”

第　18　回 善郷陸上クラブ 善郷陸上クラブ 鮫川駅伝ボーイズ 矢吹中学校 な さめがわ らん・Ｒｕｎクラブ

（H25･12･1） （矢吹町）　　　４０’３２” （矢吹町）　　　４４’１４” （鮫川村）　　　５５’０４” （矢吹町）　　　４１’１６” （塙町）　　　５６’０７” （鮫川村）　　　５４’４４”

第　19　回 善郷陸上クラブ 善郷陸上クラブ 円谷ランナーズ 矢吹中学校 剛志がお世話になっております!! さめがわらん・Runクラブ レディース

（H26･12･7） （矢吹町）　　　４１’４５” （矢吹町）　　　４４’０１” （須賀川市）　　　５９’２９” （矢吹町）　　　４０’５１” （矢祭町）　　　５６’３４” （鮫川村）　　　５５’５１”

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）



◎ 部　門　別　優　勝

部　門　

　大　会 男　　　子 女　　　子 男　　　子 女　　　子 男　　　子 女　　　子 男　　　子 女　　　子

第　20　回 円谷ランナーズ ボーイズ 善郷陸上クラブ 円谷ランナーズ 矢吹中学校　Ａ うまい棒研究会 エンジのチーター 円谷ランナーズ ママチーム

（H27･12･6） （須賀川市）　　２５’２２” （矢吹町）　　　２７’１８” （須賀川市）　　　５３’００” （矢吹町）　　　４０’５１” （鮫川村）　　　５０’５３” （鮫川村）　　　５０’３７” （須賀川市）　　３３’２１”

第　21　回 善郷陸上クラブ 善郷陸上クラブ 円谷ランナーズ 矢祭ＢＢＣ 白河高校Ａ 白河高校 エンジのチーター 円谷ランナーズ

（H28･12･4） （矢吹町）　　　 ２４’０９” （矢吹町）　　　２６’２７” （須賀川市）　　　４９’５３” （矢祭町）　　　３０’２４” （白河市）　　　４８’４０” （白河市）　　　２８’３５” （鮫川村）　　　４９’０７” （須賀川市）　　３２’２９”

第　２２　回 浅川陸上Ａ 円谷ランナーズガールズＡ 円谷ランナーズＪ 矢吹中学校Ｂ 「はるたか１９：０６」 芳賀敏郎ランナーズ 円谷ランナーズＦ

（H29･12･3） （浅川町）　　　 ２３’５８” （須賀川市）　　　２６’２３” （須賀川市）　　　４８’３９” （矢吹町）　　　２５’４２” （白河市）　　　５１’０４” （須賀川市）　 ４６’２９” （須賀川市）　　３２’２９”

第　２３　回 善郷陸上クラブ 円谷ランナーズガールズＡ 円谷ランナーズＪ かがみいしスポーツクラブＩ タラちゃんズ 芳賀さんと愉快な仲間達 円谷ランナーズＦ

（H30･12･2） （矢吹町）　　　 ２３’４４” （須賀川市）　　　２５’０３” （須賀川市）　　　４６’１６” （鏡石町）　　　２４’４６” （矢祭町）　　　４７’５９” （須賀川市）　 ４３’４０” （須賀川市）　　２７’３５”

第　２４　回 鏡石スポーツクラブA 円谷ランナーズGA 円谷ランナーズＪ 白河第二中学校 特設帰宅部 ふくしま駅伝白河市チーム 円谷ランナーズGＦ

（R1･12･1） （鏡石町）　　　 ２３’５５” （須賀川市）　　　２５’２３” （須賀川市）　　　４４’３４” （白河市）　　　２４’３７” （泉崎村）　　　44’28” （白河市）　　　45’27” （須賀川市）　　２７’２２”

第　２５　回

（R2･12･6）

第　２６　回

（R3･12･5）

第　２７　回 もっくんチャンネル 円谷ランナーズガールズＡ 元気盛森ファイターズ ふくしま駅伝白河市 白河高校 Haga-Children 円谷ランナーズレディースA

（R4･12･4） （矢祭町）　　　 ２６’００” （須賀川市）　　　２６’２１” （白河市）　　　　４６’０５” （白河市）　　　２５’０２” （白河市）　　　4６’４8” （須賀川市）　　　４３’２４” （須賀川市）　　２６’３１”

Ⅲ　部　（一般）Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校）

大会中止

大会中止



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　１　回 １　　区 　金沢　孝仁　　　３’００” １　　区 　高橋　　優　　　３’４４” １　　区 　岡部　陽太　　　７’０４” １　　区 　松本めぐみ　　　３’１０” １　　区 　片野　賢三　　　７’０４” １　　区 　斉藤　千恵　　　４’０９”
（Ｈ8･6･16） （960m） 　（石井小） （960m） 　（近津小） （2,200m） 　（鮫川村） （960m） 　（塙中） （2,200m） 　（矢祭町） （960m） 　（矢祭町）

２　　区 　小口　　裕　　　４’０４” ２　　区 　穂積　綾子　　　４’０９” ２　　区 　下重　　猛　　　８’５０” ２　　区 　柴田　麻美　　　４’２１” ２　　区 　松浦　健郎　　　７’４０” ２　　区 　小滝　綾子　　　５’１１”
（1,160m） 　（内川小） （1,160m） 　（近津小） （2,490m） 　（大子町） （1,160m） 　（矢祭中） （2,490m） 　（大子町） （1,160m） 　（矢祭中）
３　　区 　金子　一則　（下関小） ３　　区 　鈴木真理恵　　　３’２４” ３　　区 　下重　英樹　　　７’４２” ３　　区 　天沼　純子　　　３’２０” ３　　区 　伊藤　一彦　　　７’４７” ３　　区 　菊池みどり　　　３’４７”
（920m） 　近藤　　 毅　（笹原小） （920m） 　（近津小） （2,200m） 　（塙中） （920m） 　（塙中） （2,200m） 　（棚倉町） （920m） 　（矢祭中）

　　　　　　　　　　　３’１７”
４　　区 　冨永　直樹　　　３’２３” ４　　区 　天沼　博美　　　３’２２” ４　　区 　近藤　　努　　　８’５５” ４　　区 　益子真由美　　　３’２５” ４　　区 　深谷　敏行　　　８’２５” ４　　区 　藤井　理絵　　　４’１７”
（960m） 　（下関小） （960m） 　（常豊小） （2,490m） 　（塙町） （960m） 　（矢祭中） （2,490m） 　（大子町） （960m） 　（矢祭町）
５　　区 　小林　　亮　　　４’１３” ５　　区 　緑川　夏子　　　４’１４” ５　　区 　深谷　昌之　　　８’０４” ５　　区 　緑川　晴美　　　４’２９” ５　　区 　斉藤　　学　　　７’３１” ５　　区 　藤田久美子　　　４’４４”

（1,160m） 　（石井小） （1,160m） 　（近津小） （2,200m） 　（塙町） （1,160m） 　（矢祭中） （2,200m） 　（大子町） （1,160m） 　（矢祭中）
６　　区 　上妻　功治　　　３’０７” ６　　区 　石川いづみ　　　３’２１” ６　　区 　富田　　篤　　　７’５７” ６　　区 　桑原　雪江　　　３’１８” ６　　区 　宮田　　諭　　　８’１６” ６　　区 　藤田　京子　　　３’３９”
（920m） 　（常豊小） （920m） 　（塙小） （2,490m） 　（塙中） （920m） 　（矢祭中） （2,490m） 　（大子町） （920m） 　（矢祭町）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　２　回 １　　区 　小浜　昌英　　　３’３３” １　　区 　二瓶　理恵　　　３’４２” １　　区 　穂積　英樹　　　７’３２” １　　区 　天沼　純子　　　３’２６” １　　区 　小磯　健二　　　６’５７” １　　区 　金沢　正子　　　５’００”
（Ｈ9･11･30） （960m） 　（近津小） （960m） 　（石川小） （2,200m） 　（表郷中） （960m） 　（塙中） （2,200m） 　（大子町） （960m） 　（矢祭町）

２　　区 　中村　裕太　　　３’３９” ２　　区 　首藤　由来　　　４’０１” ２　　区 　穂積　広幸　　　８’２３” ２　　区 　鈴木　里美　　　３’５６” ２　　区 　小磯　裕一　　　７’４１” ２　　区 　小林　呈子　　　５’０５”
（1,160m） 　（石川小） （1,160m） 　（石川小） （2,490m） 　（表郷中） （1,160m） 　（表郷中） （2,490m） 　（大子町） （1,160m） 　（矢祭町）
３　　区 　五十嵐博文　（石川小） ３　　区 　添田　美加　　　３’３１” ３　　区 　鈴木　将道　　　７’５１” ３　　区 　丸山千亜季　　　３’２６” ３　　区 　小松　昭仁　　　７’０８” ３　　区 　佐川みさ子　　　４’２７”
（920m） 　生田目　和　（内川小） （920m） 　（石川小） （2,200m） 　（表郷中） （920m） 　（矢祭中） （2,200m） 　（矢祭町） （920m） 　（矢祭町）

　　　　　　　　　　　３’２６”
４　　区 　小松　裕紀　　　３’２１” ４　　区 　菊池　泰子　　　３’５３” ４　　区 　滝田　貴博　　　８’２７” ４　　区 　高橋　妙子　　　３’４１” ４　　区 　藤井　卓己　　　７’４１” ４　　区 　班目さつき　　　５’１５”
（960m） 　（石川小） （960m） 　（高城小） （2,490m） 　（表郷中） （960m） 　（表郷中） （2,490m） 　（大子町） （960m） 　（矢祭町）
５　　区 　金子　一則　　　３’４７” ５　　区 　大竹かおり　　　４’１２” ５　　区 　山下　敏男　　　８’２５” ５　　区 　小田島知沙利　　４’００” ５　　区 　高信　慶丈　　　８’０６” ５　　区 　菊池喜美代　　　５’２７”

（1,160m） 　（下関小） （1,160m） 　（石川小） （2,200m） 　（棚倉中） （1,160m） 　（棚倉中） （2,200m） 　（矢祭町） （1,160m） 　（矢祭町）
６　　区 　小林　裕也　　　３’０７” ６　　区 　安達　裕美　　　３’２７” ６　　区 　片野　友二　　　７’５９” ６　　区 　佐藤　純子　　　３’１０” ６　　区 　松浦　健郎　　　８’２５” ６　　区 　金沢ノリ子　　　４’４６”
（920m） 　（石井小） （920m） 　（高城小） （2,490m） 　（矢祭中） （920m） 　（表郷中） （2,490m） 　（大子町） （920m） 　（矢祭町）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　３　回 １　　区 　小林　裕太　　　３’３６” １　　区 　神永　千絵　　　３’４２” １　　区 　吉川　　靖　　　　８’２３” １　　区 　佐川　祐美　　　３’３３” １　　区 　大越　健一　　　６’５８” １　　区 　高澤　春子　　　５’３０”
（Ｈ10･9･6） （960m） 　（水府ﾚｯｽﾞ） （960m） 　（内川ｽﾎﾟ少Ａ） （2,200m） 　（矢祭中野球部） （960m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA） （2,200m） 　（白河ランナーズ） （960m） 　（東舘幼Ｐ＆Ｔ）

２　　区 　鯉沼　真樹　（佐原ｽﾎﾟ少） ２　　区 　菊池日出子　　　４’１６” ２　　区 　金子　一則　　　８’４８” ２　　区 　中野　圭美　　　４’４１” ２　　区 　緑川　智也　　　７’５６” ２　　区 　鈴木　恵美　　　５’０７”
（1,160m） 　中野　恵一 (内川ﾗﾝﾅｰｽﾞ) （1,160m） 　（ﾐﾗｸﾙわーるど） （2,490m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA） （1,160m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA） （2,490m） 　（白河ランナーズ） （1,160m） 　（東舘幼Ｐ＆Ｔ）

　　　　　　　　　　　４’１４”
３　　区 　八木　雅俊　　　３’２２” ３　　区 　芳賀　香純　　　３’４０” ３　　区 　鈴木　健二　　　８’０７” ３　　区 　熊田　　萌　　　３’３０” ３　　区 　泉川　幸之　　　７’３９” ３　　区 　片野恵美子　　　４’３９”
（920m） 　（水府ﾚｯｽﾞ） （920m） 　（内川ｽﾎﾟ少Ａ） （2,200m） 　（矢中ｻｯｶｰ部） （920m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA） （2,200m） 　（白河ランナーズ） （920m） 　（東舘幼Ｐ＆Ｔ）
４　　区 　佐藤　範真　　　３’４８” ４　　区 　益子　育恵　　　４’００” ４　　区 　佐川　　毅　　　９’２８” ４　　区 　寺島めぐみ　　　３’５０” ４　　区 　油座　健二　　　８’４３” ４　　区 　加藤てるこ　　　４’３０”
（960m） 　(ﾌﾞﾗｯｸﾈｵﾝｽﾞ) （960m） 　（チッキン） （2,490m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA) （960m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA） （2,490m） 　（白河ランナーズ） （960m） 　（東舘幼Ｐ＆Ｔ）
５　　区 　安達　陽一　　　４’１４” ５　　区 　金澤　由佳　　　４’３１” ５　　区 　鈴木　裕也　　　８’３６” ５　　区 　神永　絵美　　　４’３５” ５　　区 　高信　慶丈　　　８’１４” ５　　区 　菊池　美紀　　　５’４２”

（1,160m） 　（植田ｽﾎﾟ少） （1,160m） 　（植田ｽﾎﾟ少） （2,200m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA) （1,160m） 　（矢中ﾊﾞｽｹB） （2,200m） 　（だいちゃんズ） （1,160m） 　（東舘幼Ｐ＆Ｔ）
６　　区 　鈴木　豊昌　　　３’１８” ６　　区 　松本　美穂　　　３’３１” ６　　区 　小口　　裕　　　９’２７” ６　　区 　鈴木沙江子　　　３’３１” ６　　区 　角田　圭也　　　８’２７” ６　　区 　小室　通子　　　４’５６”
（920m） 　（石井小Ｂ） （920m） 　（内川ｽﾎﾟ少Ａ） （2,490m） 　（矢中ﾃﾆｽ部） （920m） 　（矢中ﾊﾞｽｹA） （2,490m） 　（白河ランナーズ） （920m） 　（東舘幼Ｐ＆Ｔ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　４　回 １　　区 　安達　陽一　　　３’２０” １　　区 　金澤　由佳　　　３’４０” １　　区 　佐藤　良和　　　７’５９” １　　区 　緑川　優加　　　３’３４” １　　区 　加藤　規勧　　　７’５８” １　　区 　片野かよ子　　　５’１８”
（Ｈ11･12･5） （960m） 　（植田スポ少） （960m） 　（植田スポ少） （2,200m） 　（矢祭中ｻｯｶｰ部Ａ） （960m） 　（棚倉中女子Ａ） （2,200m） 　（塙工業高校野球部Ａ） （960m） 　（チャレンジャー）

２　　区 　永野　裕樹　　　４’０１” ２　　区 　吉川　　舞　　　４’１４” ２　　区 　緑川　　聡　　　８’１０” ２　　区 　尾崎まゆみ　　　３’４２” ２　　区 　佐藤　利幸　　　８’５８” ２　　区 　金子　貴子　　　５’１６”
（1,160m） 　（常豊スポ少） （1,160m） 　（下関小女子） （2,490m） 　（棚倉中男子Ａ） （1,160m） 　（棚倉中女子Ａ） （2,490m） 　（塙工業高校野球部Ａ） （1,160m） 　（チャレンジャー）
３　　区 　藤田　和樹　　　３’２２” ３　　区 　沼田　詠美　　　３’５３” ３　　区 　須藤　健太　　　８’１８” ３　　区 　菊池日出子　　　３’２２” ３　　区 　森本　陽介　　　８’１１” ３　　区 　沼田　和子　　　５’０３”
（920m） (燃えろ MARASON RANNA ZU) （920m） 　（みんなでがんばれ） （2,200m） 　（棚倉中男子Ａ） （920m） 　（棚倉中女子Ａ） （2,200m） 　（塙工業高校野球部Ａ） （920m） 　（チャレンジャー）
４　　区 　木之内佳輔　　　３’２８” ４　　区 　河野　瑠美　　　４’１２” ４　　区 　鈴木　洋平　　　９’０１” ４　　区 　小田島沙弥華　　３’３２” ４　　区 　長正　壮平　　　７’５７” ４　　区 　本田　紀子　　　５’３５”
（960m） 　（渡瀬小） （960m） 　（常豊スポ少） （2,490m） 　（矢祭中野球部Ａ） （960m） 　（棚倉中女子Ａ） （2,490m） 　（白坂・青空・南風） （960m） 　（チャレンジャー）
５　　区 　小松　　翼　（渡瀬小） ５　　区 　三次　沙紀　（常豊スポ少） ５　　区 　玉川　周平　　　７’４７” ５　　区 　小田島知沙利　　３’５６” ５　　区 　鈴木　啓央　　　８’２４” ５　　区 　鈴木　秀子　　　５’３２”

（1,160m） 　小林　洸太　（水府レッズ） （1,160m） 　石山　優子　（高城Ａ） （2,200m） 　（棚倉中男子Ａ） （1,160m） 　（棚倉中女子Ａ） （2,200m） 　（塙工業高校野球部Ａ） （1,160m） 　（チャレンジャー）
　　　　　　　　　　　４’０１” 　　　　　　　　　　　４’１７”

６　　区 　三次　鏡太　　　３’０４” ６　　区 　原　　依里　　　３’４２” ６　　区 　金子　一則　　　８’０１” ６　　区 　鈴木　裕美　　　３’１８” ６　　区 　遠藤　勝徳　　　９’１１” ６　　区 　佐川　文江　　　６’０４”
（920m） 　（常豊スポ少） （920m） 　（みんなでがんばれ） （2,490m） 　（矢祭中） （920m） 　（棚倉中女子Ａ） （2,490m） 　（塙工業高校野球部Ａ） （920m） 　（チャレンジャー）

Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生）



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　５　回 １　　区 　緑川　大樹　　　３’１７” １　　区 　青戸　明美　　　３’３４” １　　区 　桑原　英之　　　８’０７” １　　区 　古市　陽香　　　３’３５” １　　区 　鈴木　　薫　　　６’４７” １　　区 　菊池　美紀　　　４’１６”
（Ｈ12･12･10） （960m） 　（棚倉蹴球倶楽部Ａ） （960m） 　（鮫川ｽﾎﾟ少ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部） （2,200m） 　（矢祭中野球部ＯＢ） （960m） 　（Ｇｅｎさん’ｓ） （2,200m） 　（矢祭走友会） （960m） 　（東舘幼稚園お母さんチーム）

２　　区 　近藤　勇輝　　　３’５７” ２　　区 　下重真理子　　　４’０７” ２　　区 　金子　一則　　　７’５２” ２　　区 　鈴木　　彩　　　４’２３” ２　　区 　近藤　一弘　　　８’３１” ２　　区 　小林　呈子　　　５’２０”
（1,160m） 　（棚小ランナーズ） （1,160m） （近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ） （2,490m） 　（矢祭中３年３組men's） （1,160m） 　（バスケットボール部Ｚ） （2,490m） 　（矢祭走友会） （1,160m） 　（中石井パワフル・レディース）

３　　区 　藤田　和樹　　　３’１３” ３　　区 　高原　未来　　　３’２６” ３　　区 　佐藤　範真　　　８’１４” ３　　区 　藤田美奈子　　　３’２６” ３　　区 　鈴木　康幸　　　７’４４” ３　　区 　緑川　成恵　　　４’３０”
（920m） 　（棚小ランナーズ） （920m） 　（南山形ＳＡＳ） （2,200m） 　（矢祭中野球部Ａ） （920m） 　（Ｇｅｎさん’ｓ） （2,200m） 　（矢祭走友会） （920m） 　（あゆ娘元）
４　　区 　内海　好貴　　　３’２６” ４　　区 　沼田　詠美　　　３’３６” ４　　区 　益子　嘉幸　　　８’４５” ４　　区 　吉川　　舞　　　３’３２” ４　　区 　小口　利夫　　　７’５１” ４　　区 　深谷みゆき　　　４’２４”
（960m） 　（棚小ランナーズ） （960m） 　（棚倉　ＲＵＮＮＥＲＳ） （2,490m） 　（矢祭中サッカー部） （960m） 　（Ｇｅｎさん’ｓ） （2,490m） 　（矢祭走友会） （960m） 　（あゆ娘元）
５　　区 　小林　拓也　　　４’００” ５　　区 　渡辺　美幸　　　４’２０” ５　　区 　鈴木　貴仁　　　８’０６” ５　　区 　神永　千絵　　　４’１４” ５　　区 　古張　喜勝　　　７’０４” ５　　区 　安住　紀子　　　５’０２”

（1,160m） 　（水府レッズ少年団） （1,160m） 　（常豊スポーツ少年団） （2,200m） 　（矢祭中３年３組men's） （1,160m） 　（バスケットボール部Ｚ） （2,200m） 　（矢祭走友会） （1,160m） 　（あゆ娘元）
６　　区 　本田　優典　　　３’０６” ６　　区 　高原　里沙　　　３’３３” ６　　区 　小林　　亮　　　８’０８” ６　　区 　藤田有希子　　　３’１４” ６　　区 　須藤　　翼　　　８’２０” ６　　区 　加藤てるよ　　　４’０２”
（920m） 　（チームパワフルクエッション） （920m） 　（南山形ＳＡＳ） （2,490m） 　（矢祭中３年３組men's） （920m） 　（Ｇｅｎさん’ｓ） （2,490m） 　（矢祭走友会） （920m） 　（あゆ娘元）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　６　回 １　　区 　鈴木　大介　　　３’２９” １　　区 　金澤真裕美　　　３’４１” １　　区 　益子　嘉幸　　　７’４４” １　　区 　鈴木　　恵　　　３’４９” １　　区 　玉川　周平　　　７’３８” １　　区 　藤田　京子　　　４’１４”
（Ｈ13･12･2） （960m） 　（賀美小Ａ） （960m） 　（棚倉女子ミニバスケット） （2,200m） 　（ハワイアンズ） （960m） 　（はなちゃんチーム） （2,200m） 　（走友会） （960m） 　（あゆ娘元）

２　　区 　鈴木　貴人　　　３’５７” ２　　区 　吉田　早希　　　４’０４” ２　　区 　豊田　貴裕　　　８’１８” ２　　区 　吉川　　舞　　　３’５４” ２　　区 　須藤　　翼　　　８’０２” ２　　区 　安住　紀子　　　４’３８”
（1,160m） 　（近津（６年）Ｃ） （1,160m） 　（棚倉女子ミニバスケット） （2,490m） 　（ハワイアンズ） （1,160m） 　（はなちゃんチーム） （2,490m） 　（走友会） （1,160m） 　（あゆ娘元）
３　　区 　下重　成弥　　　３’１２” ３　　区 　藤田　千里　　　３’４６” ３　　区 　豊田　竜史　　　８’３４” ３　　区 　菊地　裕美　　　３’３０” ３　　区 　石井　貴昌　　　８’０１” ３　　区 　金沢ともえ　　　４’１０”
（920m） 　（近津（６年）Ｃ） （920m） 　（近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少Ａ） （2,200m） 　（矢祭中サッカー部Ｃ） （920m） 　（はなちゃんチーム） （2,200m） 　（走友会） （920m） 　（あゆ娘元）
４　　区 　小松　武史　　　３’２８” ４　　区 　竹山　恵理　　　４’０７” ４　　区 　古市　幸士　　　８’５３” ４　　区 　古市　陽香　　　３’５５” ４　　区 　斉藤　　俊　　　８’２０” ４　　区 　深谷みゆき　　　４’２９”
（960m） 　（常豊小学校ｽﾎﾟｰﾂ少年団） （960m） 　（棚倉女子ミニバスケット） （2,490m） 　（ハワイアンズ） （960m） 　（はなちゃんチーム） （2,490m） 　（走友会） （960m） 　（あゆ娘元）
５　　区 　金沢　公洋　　　３’５９” ５　　区 　吉成　香織　　　４’１４” ５　　区 　鈴木　秀行　　　８’３７” ５　　区 　藤田美奈子　　　４’０２” ５　　区 　小林　　健　　　８’１０” ５　　区 　加藤てるよ　　　５’０２”

（1,160m） 　（近津（６年）Ｃ） （1,160m） 　（常豊スポーツ少年団） （2,200m） 　（ハワイアンズ） （1,160m） 　（はなちゃんチーム） （2,200m） 　（矢祭石井ＲＣ） （1,160m） 　（あゆ娘元）
６　　区 　大野　　剛　　　３’０６” ６　　区 　小島　明恵　　　３’３４” ６　　区 　古市　　翔　　　８’４０” ６　　区 　神永　千絵　　　３’１５” ６　　区 　古張　喜勝　　　７’３９” ６　　区 　石井　百江　　　４’１３”
（920m） 　（塙サッカースポーツ少年団） （920m） 　（棚倉女子ミニバスケット） （2,490m） 　（くまののぶさん） （920m） 　（はなちゃんチーム） （2,490m） 　（走友会） （920m） 　（山野井・金沢体協ﾚﾃﾞｨｰｽ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　７　回 １　　区 　小林　裕太　　　３’１７” １　　区 　鈴木　結香（常豊ﾐﾆﾊﾞｽｹ） １　　区 　吉田　和夫　　　６’４２” １　　区 　川瀬まゆみ　　　３’２１” １　　区 　小口　利夫　　　６’４４” １　　区 　深谷みゆき　　　４’０６
（Ｈ14･12･1） （960m） 　（マラソンファイターズ） （960m） 　本田　渚（下関ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝｽﾞ） （2,200m） 　（白沢中学校駅伝部） （960m） 　（棚倉中学校Ａ） （2,200m） 　（東白陸上クラブ） （960m） 　（あゆ娘元）

　　　　　　　　　　　３’３２”
２　　区 　岩井　優樹　　　４’０２” ２　　区 　八代奈菜美　　　４’２２” ２　　区 　佐藤　篤志　　　８’２２” ２　　区 　藤田貴芳子　　　３’５５” ２　　区 　金子　一則　　　７’３２” ２　　区 　安住　紀子　　　４’５１”

（1,160m） 　（白河一小） （1,160m） 　（棚倉女子ミニバスケット） （2,490m） 　（白沢中学校駅伝部） （1,160m） 　（らっきょマンＡチーム） （2,490m） 　（東白陸上クラブ） （1,160m） 　（あゆ娘元）
３　　区 　金沢　優大　　　３’１４” ３　　区 　長谷川真奈美　　３’１６” ３　　区 　三瓶　　純　　　７’５９” ３　　区 　渡辺　知世　　　３’１３” ３　　区 　鈴木　康幸　　　７’３８” ３　　区 　本多　春子　　　４’２１”
（920m） 　（塙ＦＣスポーツ少年団Ａ） （920m） 　（棚倉女子ミニバスケット） （2,200m） 　（白沢中学校駅伝部） （920m） 　（棚倉中学校Ａ） （2,200m） 　（東白陸上クラブ） （920m） 　（あゆ娘元）
４　　区 　柏　　一希　　　３’３１” ４　　区 　橋本　亜有　　　３’４３” ４　　区 　国分　英利　　　８’０５” ４　　区 　須藤　千尋　　　３’２９” ４　　区 　須藤　　翼　　　８’０４” ４　　区 　藤田　幸恵　　　４’１８”
（960m） 　（塙ＦＣスポーツ少年団Ａ） （960m） 　（白河一小） （2,490m） 　（白沢中学校駅伝部） （960m） 　（棚倉中学校Ａ） （2,490m） 　（東白陸上クラブ） （960m） 　（あゆ娘元）
５　　区 　後藤　翔平　　　３’５９” ５　　区 　江田　苑可　　　４’１６” ５　　区 　鈴木　貴史　　　７’２６” ５　　区 　吉川　　舞　　　　３’５８” ５　　区 　鈴木　　薫　　　６’４５” ５　　区 　藤田　京子　　　５’０９”

（1,160m） 　（白河一小） （1,160m） 　（植田スポーツ少年団Ａ） （2,200m） 　（特設駅伝部＋α） （1,160m） 　（毒殺戦隊テロレンジャー） （2,200m） 　（矢祭町役場青年部） （1,160m） 　（あゆ娘元）
６　　区 　小林　弘幸　　　３’０８” ６　　区 　佐々木美樹　　　３’１６” ６　　区 　石橋　利雄　　　８’０６” ６　　区 　藤田美奈子　　　３’１０” ６　　区 　古張　喜勝　　　７’４４” ６　　区 　安住　直美　　　３’３９”
（920m） 　（マラソンファイターズ） （920m） 　（白河一小） （2,490m） 　（白沢中学校駅伝部） （920m） 　（毒殺戦隊テロレンジャー） （2,490m） 　（東白陸上クラブ） （920m） 　（Ｐｏｗｅｒｆｕｌ’ｓ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　８　回 １　　区 　佐々木達也　　　３’５５” １　　区 　遠藤　　優　　　４’１３” １　　区 　高澤　晃介　　　１０’０４” １　　区 　高信　純子　　　４’１２” １　　区 　桑沢　祐太　　　９’１０” １　　区 　近藤美智子　　　４’３１”
（Ｈ15･12･7） （1,140m） 　（塙FCｽﾎﾟｰﾂ少年団A) （1,140m） 　（白河一小B) （2,750m） 　（矢祭中サッカー部A) （1,140m） 　（ナギネェ） （2,750m） 　（不完全燃焼） （1,140m） 　（パワフルズプラス２）

２　　区 　中目　公禎　　　４’１０” ２　　区 　藤田　順子　　　４’５３” ２　　区 　小松　武史　　　１０’２２” ２　　区 　高沢　夏輝　　　４’５７” ２　　区 　関根　　聡　　　９’１３” ２　　区 　安住　紀子　　　５’２８”
（1,160m） 　（白河一小A) （1,160m） 　（近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少A) （2,770m） 　（塙軟式野球ｽﾎﾟ少B) （1,160m） 　（ナギネェ） （2,770m） 　（不完全燃焼） （1,160m） 　（あゆ娘元）
３　　区 　白坂　尚生　　　２’５８” ３　　区 　鈴木　瑛里　　　３’２８” ３　　区 　佐藤　史啓　　　１１’０８” ３　　区 　本田　　渚　　　２’５９” ３　　区 　片野　雅斉　　　９’１０” ３　　区 　金沢ともえ　　　３’５６”
（820m） 　（塙FCｽﾎﾟｰﾂ少年団A) （820m） 　（棚倉女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少） （2,750m） 　（塙軟式野球ｽﾎﾟ少B) （820m） 　（ナギネェ） （2,750m） 　（NPO団体自治労青年団） （820m） 　（あゆ娘元）
４　　区 　堀江　大樹（塙FCｽﾎﾟ少A) ４　　区 　差波さやか　　　３’１６” ４　　区 　菊池　孝裕　　　１０’２２” ４　　区 　沼田　亜紀　　　３’００” ４　　区 　鈴木　貴史　　　９’１９” ４　　区 　本多　春子　　　４’０２”
（840m） 　鈴石優太郎（白河一小A) （840m） 　（棚倉女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少） （2,770m） 　（矢祭中サッカー部A) （840m） 　（ナギネェ） （2,770m） 　（東白農商陸上競技部） （840m） 　（あゆ娘元）

　　　　　　　　　　　３’００”
５　　区 　牧野　諒平　　　４’００” ５　　区 　江田　苑可　　　４’１２” ５　　区 　増子　雄輔　　　１０’４６” ５　　区 　近藤　智春　　　４’０５” ５　　区 　鈴木　　薫　　　８’５８” ５　　区 　高橋　淳子　　　４’４９”

（1,160m） 　（白河一小A) （1,160m） 　（たかぎ女子） （2,750m） 　（矢祭中サッカー部A) （1,160m） 　（東白川美女軍団） （2,750m） 　（NPO団体自治労青年団） （1,160m） 　（パワフルズプラス２）
６　　区 　八木　　裕　　　４’０３” ６　　区 　高橋　　彩　　　４’２４” ６　　区 　藤田　正平　　　９’４５” ６　　区 　藤田貴芳子　　４’１１” ６　　区 　金子　一則　　　８’３９” ６　　区 　安住　直美　　　５’０３”

（1,140m） 　（塙FCｽﾎﾟｰﾂ少年団A) （1,140m） 　（近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少A) （2,770m） 　（矢祭中野球部A) （1,140m） 　（ナギネェ） （2,770m） 　（東白農商陸上競技部） （1,140m） 　（パワフルズプラス２）

Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅱ　部　（中学生）Ⅰ　部　（小学生）

Ⅲ　部　（一般）



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子

第　９　回 １　　区 　橋本　拓英　　　７’０５” １　　区 　沼田　凌子　　　８’０５” １　　区 　菊池　健仁　　　９’４０” １　　区 　瀧澤佳奈子　　　７’３１" １　　区 　金子　一則　　　８’４４” １　　区 　藤田　京子　　　９’５０”
（Ｈ16･12･5） （1,950m） 　（棚小ランナーズ） （1,950m） 　（棚倉ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少A) （2,750m） 　（矢祭中陸球軍団E) （1,950m） 　（棚倉中女子駅伝部A) （2,750m） 　（ビバ☆EKIDEN） （1,950m） 　（矢祭あゆ）

２　　区 　菊池　和樹　　　８’０４” ２　　区 　佐藤　利佳　　　８’５８” ２　　区 　藤田　正平　　　９’３５” ２　　区 　緑川　優衣　　　８’４４” ２　　区 　岡部　拓也　　　８’５０” ２　　区 　加藤てるよ　　１１’２５”
（2,330m） 　（サザンオールガキーズ） （2,330m） 　（近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少A) （2,770m） 　（コロスケ） （2,330m） 　（棚倉中女子駅伝部B) （2,770m） 　（学校法人石川高等学校） （2,330m） 　（矢祭あゆ）
３　　区 　山崎　祐馬　　　４’５２” ３　　区 　安部圭織理　　　５’２３” ３　　区 　金澤　佳祐　　１０’３２” ３　　区 　菊池　志穂　　　４’１５” ３　　区 　遠藤　那弥　　　９’１２” ３　　区 　深谷みゆき　　　６’００”

（1,240m） 　（白河市立白河第一小学校）（1,240m） 　（GO　GO！　CHIKATU） （2,750m） 　（矢祭中陸球軍団E) （1,240m） 　（マサミ～ズ） （2,750m） 　（ビバ☆EKIDEN） （1,240m） 　（矢祭あゆ）
４　　区 　苗川　晃由　　　７’３３” ４　　区 　藤田　理子　　　８’５８” ４　　区 　鈴木　　剛　　　９’３７” ４　　区 　橋本　慶子　　　８’１４” ４　　区 　小口　利夫　　　８’５０” ４　　区 　安住　紀子　　　９’５８”

（1,950m） 　（棚小ランナーズ） （1,950m） 　（白河市立白河第一小学校）（2,770m） 　（コロスケ） （1,950m） 　（棚倉中女子駅伝部A) （2,770m） 　（矢祭U政公社） （1,950m） 　（矢祭あゆ）
５　　区 　沼田　圭太　　　９’０１” ５　　区 　藤田　順子　　　９’１４” ５　　区 　生方　健人　　１０’４３” ５　　区 　本田　　渚　　　８’４１” ５　　区 　橋本　大地　　　９’１４” ５　　区 　本多　春子　　１３’００”

（2,330m） 　（棚小ランナーズ） （2,330m） 　（近津ﾐﾆﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少A) （2,750m） 　（棚倉中野球部） （2,330m） 　（マサミ～ズ） （2,750m） 　（学校法人石川高等学校） （2,330m） 　（矢祭あゆ）
６　　区 　小林　正明　　　４’５２” ６　　区 　松本　　恵　　　５’００” ６　　区 　菊池　孝裕　　　９’３０” ６　　区 　古市　和美　　　４’３９” ６　　区 　樋口　勝利　　　８’４４” ６　　区 　藤田　明子　　　６’２４”

（1,240m） 　（棚小ランナーズ） （1,240m） 　（塙小５年生） （2,770m） 　（矢祭中学校サッカー部A) （1,240m） 　（マサミ～ズ） （2,770m） 　（学校法人石川高等学校） （1,240m） 　（矢祭あゆ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　10　回 １　　区 　渡邊　　明　　　７’３０” １　　区 　星　公美子　　　７’３４” １　　区 　菊池　孝裕　　　８’５３” １　　区 　高澤　夏輝　　　７’４８” １　　区 　須藤　寛知　　　９’３０” １　　区 　佐藤　初美　　　９’２４”

（Ｈ17･12･4） （1,950m） 　（郡山市立安積第一小学校） （1,950m） 　（近津ミニバスケスポ少Ａ） （2,750m） 　（一走懸命） （1,950m） 　（滑子クラブ） （2,750m） 　（塙工業高校陸上競技部） （1,950m） 　（平ちゃんを囲む美女軍団）

２　　区 　善方　裕亮　　　８’３１” ２　　区 　大垣麻奈美　　　９’０１” ２　　区 　鈴木　修宏　　　９’３３” ２　　区 　多川久留美　　　８’２８” ２　　区 　須藤　宏皓　　　８’５２” ２　　区 　本田由美子　　　１３’１３”
（2,330m） 　（郡山市立安積第一小学校） （2,330m） 　（関岡スポーツ少年団） （2,770m） 　（一走懸命） （2,330m） 　（滑子クラブ） （2,770m） 　（ゆかいな走り屋たち） （2,330m） 　（平ちゃんを囲む美女軍団）

３　　区 　吉野　優也　　　４’４３” ３　　区 　鈴木　　香　　　４’４８” ３　　区 　石井　敏之　　　９’４５” ３　　区 　古市　和美　　　４’５１” ３　　区 　関根　　聡　　　９’０６” ３　　区 　片野　春江　　　６’０６”
（1,240m） 　（白一韋駄天） （1,240m） 　（白一スマイルズ） （2,750m） 　（一走懸命） （1,240m） 　（滑子クラブ） （2,750m） 　（ゆかいな走り屋たち） （1,240m） 　（平ちゃんを囲む美女軍団）

４　　区 　田辺　裕亮　　　７’４３” ４　　区 　小松　茉英　　　８’２４” ４　　区 　金澤　佳祐　　　９’４７” ４　　区 　本田　　渚　　　７’３１” ４　　区 　藤田　正平　　　９’１８” ４　　区 　古張　栄子　　　１２’３８”
（1,950m） 　（白一スピードスターズ） （1,950m） 　（塙小） （2,770m） 　（一走懸命） （1,950m） 　（滑子クラブ） （2,770m） 　（萌えろ☆ノッチ） （1,950m） 　（平ちゃんを囲む美女軍団）

５　　区 　橋本　秀輝　　　８’４３” ５　　区 　石井　仁美　　　９’０８” ５　　区 　松本　　淳　　　９’４８” ５　　区 　佐藤久美子　　　８’４６” ５　　区 　桑澤　祐太　　　９’０９” ５　　区 　生方　幸子　　　１３’３７”
（2,330m） 　（郡山市立安積第一小学校） （2,330m） 　（下関武勇伝） （2,750m） 　（塙中陸上短距離ﾌﾟﾗｽﾜﾝ） （2,330m） 　（滑子クラブ） （2,750m） 　（ゆかいな走り屋たち） （2,330m） 　（平ちゃんを囲む美女軍団）

６　　区 　星　レグソン　　４’２８” ６　　区 　松本　　恵　　　５’０５” ６　　区 　菊池　健仁　　　９’４４” ６　　区 　菊池　詩帆　　　５’００” ６　　区 　大串　　仁　　　８’５７” ６　　区 　鈴木　京子　　　７’１８”
（1,240m） 　（白一韋駄天） （1,240m） 　（塙小） （2,770m） 　（一走懸命） （1,240m） 　（滑子クラブ） （2,770m） 　（ゆかいな走り屋たち） （1,240m） 　（平ちゃんを囲む美女軍団）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　11　回 １　　区 　橋本清之介　　　７’３３” １　　区 　星　公美子　　　７’３０” １　　区 　石井　敏之　　　９’４８” １　　区 　大野　智美　　　７’５２” １　　区 　金子　一則　　　９’１３” １　　区 　安住　紀子　　　１０’１９”

（Ｈ18･12･3） （1,950m） 　（安積第一クラブ） （1,950m） 　（近津ミニバスケスポ少Ａ） （2,750m） 　（走思走愛） （1,950m） 　（塙中陸上部） （2,750m） 　（楽楽走友会Ａ） （1,950m） 　（楽楽走友会レディース）
２　　区 　佐川裕太郎　　　８’４３” ２　　区 　坂本　　秀　　　９’００” ２　　区 　鈴木　修宏　　　９’５２” ２　　区 　鈴木　沙季　　　９’０５” ２　　区 　関根　　聡　　　９’２９” ２　　区 　乾　　桂子　　　８’４７”

（2,330m） 　（安積第一クラブ） （2,330m） 　（善郷駅伝ガールズ） （2,770m） 　（走思走愛） （2,330m） 　（Ｓｕｐｅｒ　マッハ　２００６） （2,770m） 　（今年もやってきたﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ） （2,330m） 　（楽楽走友会レディース）
３　　区 　鎌滝　佑希　　　４’３８” ３　　区 　國分　美希　　　５’０７” ３　　区 　菊池　和樹　　　９’３１” ３　　区 　菊池　詩帆　　　５’２０” ３　　区 　山本　直樹　　　９’１６” ３　　区 　立川　成子　　　５’５５”

（1,240m） 　（善郷陸上ｽｰﾊﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ） （1,240m） 　（安積第一クラブ） （2,750m） 　（走思走愛） （1,240m） 　（Ｓｕｐｅｒ　マッハ　２００６） （2,750m） 　（還ってきた萌え☆ノッチ） （1,240m） 　（久慈川荘走友会）
４　　区 　奥屋　　峻　　　７’２３” ４　　区 　佐藤真梨奈　　　７’４８” ４　　区 　多川　将人　　　９’４５” ４　　区 　多川久留美　　　７’１８” ４　　区 　車田　穀文　　　９’０９” ４　　区 　鈴木　和美　　　９’１４”

（1,950m） 　（善郷陸上ｽｰﾊﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ） （1,950m） 　（善郷駅伝ガールズ） （2,770m） 　（矢祭中陸上部） （1,950m） 　（Ｓｕｐｅｒ　マッハ　２００６） （2,770m） 　（今年もやってきたﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ） （1,950m） 　（久慈川荘走友会）
５　　区 　森　　功毅　　　８’４１” ５　　区 　栗崎恵理子　　　８’３２” ５　　区 　増子　弘晃　　　１０’３７” ５　　区 　菊池　由衣　　　８’５７” ５　　区 　小口　利夫　　　８’５９” ５　　区 　佐川　玲子　　　１０’４９”

（2,330m） 　（善郷陸上ｽｰﾊﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ） （2,330m） 　（善郷駅伝ガールズ） （2,750m） 　（走思走愛） （2,330m） 　（Ｓｕｐｅｒ　マッハ　２００６） （2,750m） 　（楽楽走友会Ａ） （2,330m） 　（楽楽走友会レディース）
６　　区 　武藤　和也　　　４’２４” ６　　区 　奈良　美咲　　　５’０６” ６　　区 　菊池　和記　　　９’３６” ６　　区 　佐藤久美子　　　４’３８” ６　　区 　大串　　仁　　　９’１２” ６　　区 　小林　呈子　　　６’１０”

（1,240m） 　（善郷陸上ｽｰﾊﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞ） （1,240m） 　（善郷駅伝ガールズ） （2,770m） 　（走思走愛） （1,240m） 　（Ｓｕｐｅｒ　マッハ　２００６） （2,770m） 　（今年もやってきたﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ） （1,240m） 　（楽楽走友会レディース）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　12　回 １　　区 　橋本　壮史　　　７’０６” １　　区 　木下つきの　　　７’４９” １　　区 　多川　将人　　　９’１４” １　　区 　大野　智美　　　７’３３” １　　区 　松井　直樹　　　８’２２” １　　区 　佐藤　えり　　　８’４５”

（Ｈ19･12･2） （1,950m） 　（棚小駅伝えーちいむ） （1,950m） 　（善郷ランニングガールズ） （2,750m） 　（モンキージャガーズ） （1,950m） 　（塙中陸上部） （2,750m） 　（元・西袋中駅伝部） （1,950m） 　（楽楽走友会レディース）
２　　区 　本田　　駿　　　８’４０” ２　　区 　佐藤真梨奈　　　８’５７” ２　　区 　荻野　和希　　１０’１５” ２　　区 　菊池　由衣　　　８’５４” ２　　区 　森　　わたる　　９’４８” ２　　区 　立川　成子　　１１’２４”

（2,330m） 　（光速善郷） （2,330m） 　（善郷ランニングガールズ） （2,770m） 　（second winds） （2,330m） 　（なめちゃんず） （2,770m） 　（ｵｰｼｬﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸﾋﾟｰﾎﾟｰ） （2,330m） 　（久慈川荘走友会）
３　　区 　渡部　　連　　　４’５４” ３　　区 　山田　美歩　　　５’２６” ３　　区 　添田　拓哉　　　９’４６” ３　　区 　斉藤　　愛　　　　５’０４” ３　　区 　佐藤　慶太　　　８’２２” ３　　区 　鈴木　綾子　　　６’０１”

（1,240m） 　（善郷ランナーズ） （1,240m） 　（善郷ランニングガールズ） （2,750m） 　（中島中選抜） （1,240m） 　（塙中陸上部） （2,750m） 　（元・西袋中駅伝部） （1,240m） 　（楽楽走友会レディース）
４　　区 　豊田　和希　　　８’００” ４　　区 　塩原　千景　　　８’１９” ４　　区 　小針　旭人　　　９’３６” ４　　区 　土屋　知鶴　　　７’４９” ４　　区 　加藤　将士　　　８’３５” ４　　区 　近藤さつき　 　１０’１７”

（1,950m） 　（東小ランナーズ） （1,950m） 　（善郷ランニングガールズ） （2,770m） 　（中島中選抜） （1,950m） 　（なめちゃんず） （2,770m） 　（元・西袋中駅伝部） （1,950m） 　（楽楽走友会レディース）
５　　区 　芳賀　直人　　　８’４８” ５　　区 　坂本　　秀　　　９’２２” ５　　区 　近藤　直登　　１０’１０” ５　　区 　岸田理恵子　　　８’４４” ５　　区 　星　　充史　　　　８’２６” ５　　区 　西村　美紀　　 １０’３６”

（2,330m） 　（棚小駅伝えーちいむ） （2,330m） 　（善郷ランニングガールズ） （2,750m） 　（中島中選抜） （2,330m） 　（一走入魂） （2,750m） 　（元・西袋中駅伝部） （2,330m） 　（久慈川荘走友会）
６　　区 　丸山　祥哉　　　４’３７” ６　　区 　陣野　美咲　　　４’５１” ６　　区 　野木　英至　　　９’３４” ６　　区 　本田　美穂　　　５’０１” ６　　区 　設楽　智博　　　８’４４” ６　　区 　鈴木　弘江　　　５’４９”

（1,240m） 　（光速善郷） （1,240m） 　（棚倉女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｽﾎﾟｰﾂ少年団） （2,770m） 　（中島中選抜） （1,240m） 　（なめちゃんず） （2,770m） 　（元・西袋中駅伝部） （1,240m） 　（楽楽走友会レディース）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生）

Ⅲ　部　（一般）

Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生）

Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生）



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　13　回 １　　区 　角田　諒　　　７’０２” １　　区 　木下つきの　　　７’３１” １　　区 　津藤　圭佑　　　９’４２” １　　区 　鈴木　玲奈　　　７’３７” １　　区 　金子　一則　　　９’１１” １　　区

（Ｈ20･12･7） （1,950m） 　（瞬速善郷ランナーズ） （1,950m） 　（最強善郷ﾗﾝﾆﾝｸﾞｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（白河中央中学校駅伝競走部） （1,950m） 　（東中学校） （2,750m） 　（楽楽走友会） （1,950m）
２　　区 　関根　有希　　　８’１７” ２　　区 　中村佳世子　　　９’１２” ２　　区 　畠山　晃樹　　　９’４２” ２　　区 　石井　寿美　　　８’１４” ２　　区 　嵯峨　健司　　　１１’０８” ２　　区

（2,330m） 　（白河第一陸上クラブ） （2,330m） 　（白河第一陸上クラブ） （2,770m） 　（中島中選抜駅伝部） （2,330m） 　（矢祭中陸上部） （2,770m） 　（東中学校教員チーム） （2,330m）
３　　区 　木村　涼　　　４’３１” ３　　区 　松木　美羽　　　５’１０” ３　　区 　萩野　和希　　　１０’１６” ３　　区 　賀屋　由布　　　４’５６” ３　　区 　菊池　正浩　　　１１’２４” ３　　区

（1,240m） 　（瞬速善郷ランナーズ） （1,240m） 　（白二ＴＡＣ） （2,750m） 　（中島中選抜駅伝部） （1,240m） 　（東中学校） （2,750m） 　（レッドソックスＢ） （1,240m）
４　　区 　山田　勇人　　　７’４３” ４　　区 　関谷　華穂　　　８’０６” ４　　区 　片山　純　　　９’４４” ４　　区 　真船　紗弥　　　７’５８” ４　　区 　古張　喜勝　　　１０’１０” ４　　区

（1,950m） 　（瞬速善郷ランナーズ） （1,950m） 　（最強善郷ﾗﾝﾆﾝｸﾞｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,770m） 　（矢祭中陸上部） （1,950m） 　（白河中央中学校駅伝競走部） （2,770m） 　（レッドソックスＢ） （1,950m）
５　　区 　藤田　匠　　　８’３２” ５　　区 　陣野　美咲　　　９’２３” ５　　区 　郷　謙輔　　　９’５８” ５　　区 　佐藤　優衣　　　８’５１” ５　　区 　片野　篤　　　１０’３３” ５　　区

（2,330m） 　（棚小ミラクルボーイズ） （2,330m） 　（棚倉女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｽﾎﾟｰﾂ少年団Ａ） （2,750m） 　（白河中央中学校駅伝競走部） （2,330m） 　（白河中央中学校駅伝競走部） （2,750m） 　（レッドソックスＢ） （2,330m）
６　　区 　渡部　　連　　　４’３９” ６　　区 　白岩　麗華　　　５’１２” ６　　区 　多川　将人　　　９’０６” ６　　区 　畠山　美和　　　４’４９” ６　　区 　小林　健　　　１０’１０” ６　　区

（1,240m） 　（瞬速善郷ランナーズ） （1,240m） 　（最強善郷ﾗﾝﾆﾝｸﾞｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,770m） 　（史上最強高橋組） （1,240m） 　（中島中駅伝部） （2,770m） 　（楽楽走友会） （1,240m）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　14　回 １　　区 　鈴木　拓弥　　　７’０８” １　　区 　我妻可奈子　　　７’５４” １　　区 　津藤　圭佑　　　９’５０” １　　区 　鈴木　　結　　　７’２９” １　　区 　鈴木　貴史　　　９’１６” １　　区 　鈴木　睦子　　１１’０６”

（Ｈ21･12･6） （1,950m） 　（瞬速善郷フェニックス） （1,950m） 　（光速善郷ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（白河中央中駅伝部Ａ） （1,950m） 　（白河中央中駅伝部） （2,750m） 　（佐藤宏研究室） （1,950m） 　（福島アスリートクラブ）
２　　区 　山田　勇人　　　８’３０” ２　　区 　大槻　夏菜　　　９’０４” ２　　区 　畠山　晃樹（中島中学校Ｂ） ２　　区 　中村佳世子　　　８’２４” ２　　区 　佐々野　龍　　　　９’１９” ２　　区 　芳賀　公美　　　１１’０５”

（2,330m） 　（瞬速善郷フェニックス） （2,330m） 　（光速善郷ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,770m） 　浅見　　光（矢祭中野球部＋α） （2,330m） 　（白河中央中駅伝部） （2,770m） 　（佐藤宏研究室） （2,330m） 　（福島アスリートクラブ）
　　　　　　　　　　　９’４４”

３　　区 　柏木　理希　　　４’４４” ３　　区 　濱津　花恋　　　５’１５” ３　　区 　寺西　将希　　　１０’１５” ３　　区 　小林　由季　　　４’４３” ３　　区 　横山　祐樹　　　１０’５２” ３　　区 　鈴木　早苗　　　　６’０８”
（1,240m） 　（瞬速善郷フェニックス） （1,240m） 　（光速善郷ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（中島中学校Ｂ） （1,240m） 　（白河中央中陸上部短距離Ｃ） （2,750m） 　（佐藤宏研究室） （1,240m） 　（福島アスリートクラブ）
４　　区 　坂本　光彦　　　７’１６” ４　　区 　清野　優花　　　８’０３” ４　　区 　片山　純　　　９’５０” ４　　区 　大花　成美　　　７’５７” ４　　区 　佐藤　圭吾　　　　９’１３” ４　　区 　林　美代子　　　　８’４８”

（1,950m） 　（瞬速善郷フェニックス） （1,950m） 　（光速善郷ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,770m） 　（白河中央中駅伝部Ａ） （1,950m） 　（白河中央中駅伝部） （2,770m） 　（佐藤宏研究室） （1,950m） 　（福島アスリートクラブ）
５　　区 　山内　和樹　　　８’４１” ５　　区 　高橋　亜実　　　９’２４” ５　　区 　藤成　匡央　　１０’１７” ５　　区 　石井　寿美　　　８’０２” ５　　区 　佐久間貴裕　　　　９’４１” ５　　区 　林　真里子　　　　９’３３”

（2,330m） 　（瞬速善郷フェニックス） （2,330m） 　（光速善郷ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（白河中央中駅伝部Ａ） （2,330m） 　（矢祭中学校特設駅伝部） （2,750m） 　（福島アスリートクラブ） （2,330m） 　（福島アスリートクラブ）
６　　区 　渡部　蓮（瞬速善郷フェニックス） ６　　区 　仙浪　有彩　　　５’０５” ６　　区 　萩野　和希　　１０’０３” ６　　区 　松本　愛香　　　４’３７” ６　　区 　多川　将人　　　　９’１０” ６　　区 　三嶋　春奈　　　　５’４５”

（1,240m） 　栗城　広喜（無敵善郷ファイターズ） （1,240m） 　（白河第二Ａ） （2,770m） 　（中島中学校Ｂ） （1,240m） 　（白河中央中陸上部短距離Ｃ） （2,770m） 　（ゆうやとゆかいな仲間たち）（1,240m） 　（福島アスリートクラブ）
　　　　　　　　　　　４’２９”

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　15　回 １　　区 　塩原光貴　　　７’１０” １　　区 　我妻可奈子　　　７’４５” １　　区 　郷　龍輔　　　９’０２” １　　区 　金澤　美佳　　　７’１０” １　　区 　菊池　孝裕　　　８’３２” １　　区 　林　美代子　　　７’５１”

（Ｈ22･12･5） （1,950m） 　（瞬速善郷イーグルス） （1,950m） 　（マッハ善郷光速ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（中島中選抜Ａ） （1,950m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（半たー） （1,950m） 　（福島アスリートクラブ）
２　　区 　降矢　佳典　　　８’０９” ２　　区 　渡邊　怜奈　　　９’１７” ２　　区 　浅見　光　　　９’４４” ２　　区 　石井　寿美　　　８’０６” ２　　区 　多川　将人　　　９’４７” ２　　区 　高澤　頼子　　１０’１５”

（2,330m） 　（瞬速善郷イーグルス） （2,330m） 　（マッハ善郷光速ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,770m） 　（矢祭中「Ｂｅｇｉｎｎｅｒ」後だ、敦子） （2,330m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（半たー） （2,330m） 　（チームＫＫＣ）
３　　区 　大木　和樹　　　４’３０” ３　　区 　斎藤　真歩　　　４’４３” ３　　区 　沼田　晋弥　　　９’４１” ３　　区 　山崎　麗奏　　　５’０２” ３　　区 　邊見　勇太　　　９’１２” ３　　区 三嶋　春奈　　　６’０１”

（1,240m） 　（瞬速善郷イーグルス） （1,240m） 　（マッハ善郷光速ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（中島中選抜Ｂ） （1,240m） 　（白河中央中陸上部） （2,750m） 　（白河旭高校１年Team） （1,240m） 　（福島アスリートクラブ）
４　　区 　木村　洵　　　７’０３” ４　　区 　高橋　亜実　　　７’２６” ４　　区 　関根　恭平　　　９’５８” ４　　区 　石井　瑠奈　　　７’４０” ４　　区 　園川　将樹　　　９’２０” ４　　区 　松本　由佳　 　８’５６”

（1,950m） 　（瞬速善郷イーグルス） （1,950m） 　（マッハ善郷光速ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,770m） 　（白河中央中学校駅伝競走部） （1,950m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（チームきたの） （1,950m） 　（チームＫＫＣ）
５　　区 　目黒　司　　　７’５４” ５　　区 　加藤　優良　　　９’１０” ５　　区 　寺西　将希　　　９’４２” ５　　区 　藤井瀬里香　　　９’１８” ５　　区 　金澤　雄飛　　　８’５８” ５　　区 　林　真里子　　 ９’２６”

（2,330m） 　（鮫川Ａ） （2,330m） 　（マッハ善郷光速ｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） 　（中島中選抜Ａ） （2,330m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（白河旭高校１年Team） （2,330m） 　（福島アスリートクラブ）
６　　区 　小川　崇人　　　４’１９” ６　　区 　佐藤彩乃（マッハ善郷） ６　　区 　畠山　晃樹　　　９’１５” ６　　区 　菊池　春那　　　５’１０” ６　　区 　金子　一則　　　９’１０” ６　　区 　藤田　冬華　　　５’３２”

（1,240m） 　（瞬速善郷イーグルス） （1,240m） 　濱津花恋（善郷スピード） （2,770m） 　（中島中選抜Ａ） （1,240m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（半たー） （1,240m） 　（チームＫＫＣ）
　　　　　　　　　　　４’５９”

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　16　回 １　　区 　森　勝治郎　　　７’１６” １　　区 　増子　優里　　　７’３０” １　　区 　本間　涼斗　　　９’１２” １　　区 　金澤　美佳　　　７’２７” １　　区 　鈴木　誠士郎　　　９’４９” １　　区 　市川　恵子　　　１０’２２”

（Ｈ23･12･4） （1,950m） 　（白二ランナーズJｒ　speed） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） 　（白河中央中駅伝競走部Ａ）（1,950m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（白河連合＊矢祭復活させようぜ＊） （1,950m） 　（FACレディース）
２　　区   藤田　智也　　  ８’２８” ２　　区 　加藤　優良　　　８’４４” ２　　区 　太田　翼　　　９’４６” ２　　区 　石井　瑠奈　　　８’５６” ２　　区 　根司　将平　　　９’１０” ２　　区 　林　美代子　　１０’５７”

（2,330m） 　（棚倉EC） （2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（白河中央中駅伝競走部Ａ）（2,330m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（白河連合＊矢祭復活させようぜ＊） （2,330m） 　（FACレディース）
３　　区   酒井　純輝　　 ４’５４” ３　　区 　佐藤　美紅　　　５’０１” ３　　区 　長谷部　孝次　　　１０’１４” ３　　区 　多川　睦美　　　５’０３” ３　　区 　根司　遼平　　　９’２１” ３　　区 鈴木　睦子　　　６’５６”

（1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） 　（中島駅伝チーム） （1,240m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（白河連合＊矢祭復活させようぜ＊） （1,240m） 　（FACレディース）
４　　区 浅川　樹（善郷陸上クラブ） ４　　区 　斎藤　真歩　　　７’５０” ４　　区 　藤沢　隼太朗　　　９’５４” ４　　区 　星　優香　　　７’５３” ４　　区 　邊見　勇太　　　８’５７” ４　　区 　佐藤　江里　 　１３’０７”

（1,950m） 小磯　慎太郎（RCゆりの木善郷） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（中島駅伝チーム） （1,950m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（白河連合＊矢祭復活させようぜ＊） （1,950m） 　（FACレディース）
７’４８”        

５　　区 　鈴木　望碧　　　８’５４” ５　　区 　渡邊　怜奈　　　９’１２” ５　　区 　矢吹　千之助　　　９’４９” ５　　区 　藤井瀬里香　　　９’３５” ５　　区 　金澤　雄飛　　　９’２０” ５　　区 　芳賀　公美　　１１’３９”　
（2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） 　（中島駅伝チーム） （2,330m） 　（矢祭中Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（白河連合＊矢祭復活させようぜ＊） （2,330m） 　（FACレディース）
６　　区 　大槻　裕也　　　４’１９” ６　　区 　儀藤　彩乃　　　４’４６” ６　　区 　関根　恭平　　　９’１６” ６　　区 　青木　茉利奈　　　５’０３” ６　　区 　津藤　圭祐　　　９’１４” ６　　区 　三嶋　春奈　　　６’１６”

（1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（中島中選抜Ａ） （1,240m） 　（白河中央中陸上部C） （2,770m） 　（白河連合＊矢祭復活させようぜ＊） （1,240m） 　（FACレディース）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生）



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　17　回 １　　区 　鈴木　望碧　　　６’５０” １　　区 　佐治　知未　　　７’３９” １　　区 　岡部　真仁　　　８’５７” １　　区 　金澤　美佳　　　７’２６” １　　区 　園川　大樹　　　８’４１” １　　区 　上遠野　里恵　　　８’１４”

（Ｈ24･12･2） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） 　（中島中学校駅伝部B） （1,950m） 　（矢祭Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（剛志がお世話になっています！） （1,950m） 　（FACレディース）
２　　区 　  小磯　慎太郎　　８’０３” ２　　区 　鈴木　汐梨　　　９’１８” ２　　区 　目黒　司　　　９’１６” ２　　区 　小室　みなみ　　　９’４９” ２　　区 　鈴木　裕也　　　９’１１” ２　　区 　林　美代子　　１０’２０”

（2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,330m） 　（善郷GCランナーズ） （2,770m） 　（TEAM　イケメン） （2,330m） 　（中島中ソフトボール部） （2,770m） 　（剛志がお世話になっています！） （2,330m） 　（FACレディース）
３　　区 　永野　雄也　　　　４’３５” ３　　区 　井澤　真美佳　　　４’４６” ３　　区 　本間　涼斗　　　９’２９” ３　　区 　益子　美雲　　　５’０８” ３　　区 　佐藤　聖　　　９’３２” ３　　区 　岡崎　直子　　　６’０４”

（1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） 　（白河中央中学校駅伝部　A） （1,240m） 　（矢祭中学校女子バスケットボール部） （2,750m） 　（My soul Beats , Beats My soul） （1,240m） 　（FACレディース）
４　　区 　加藤　謙貴　　　７’１１” ４　　区 　松本　玲那　　　７’４２” ４　　区 野木　拓海（中島中学校駅伝部A） ４　　区 　石井　瑠奈　　　７’５４” ４　　区 　邊見　勇太　　　９’０１” ４　　区 　小室　裕夏　 　８’３９”

（1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 近藤　聖人（中島中学校駅伝部B） （1,950m） 　（矢祭Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（My soul Beats , Beats My soul） （1,950m） 　（FACレディース）
１０’１０”        

５　　区 　渡部　　陸　　　８’１９” ５　　区 　渡部　かれん　　　９’１６” ５　　区 　緑川　龍太郎　　１０’０７” ５　　区 　星　優香　　　９’０５” ５　　区 　根司　将平　　　８’４２” ５　　区 　市川　恵子　　１２’２１”　
（2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） （中島中学校駅伝部A） （2,330m） 　（矢祭Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,750m） 　（My soul Beats , Beats My soul） （2,330m） 　（FACレディース）
６　　区 　本田　　響　　　４’２７” ６　　区 　大河原　涼々　　　４’５７” ６　　区 　矢吹　千之助　　　９’４１” ６　　区 　鈴木　碧　　　５’１１” ６　　区 　濱崎　亮　　　９’２１” ６　　区 　林　征子　　　８’０２”

（1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （1,240m） 　（RCゆりの木善郷） （2,770m） （中島中学校駅伝部A） （1,240m） 　（矢祭Ｒｅｎｎｅｒｓ） （2,770m） 　（My soul Beats , Beats My soul） （1,240m） 　（FACレディース）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　18　回 １　　区 　角田　慧　 　　　６’５７” １　　区 　岡部　友里菜　　７’３５” １　　区 　目黒　　司　　　　９’１７” １　　区 　渡邊　怜奈　　　７’０５” １　　区 　藤澤　隼太郎　　　９’１０” １　　区 　蛭田　清代枝　　　９’００”

（Ｈ25･12･1） （1,950m） 　（浅川陸上クラブ） （1,950m） 　（浅川ガールズ陸上クラブ） （2,750m） 　（鮫川駅伝ボーイズ） （1,950m） 　（矢吹中学校） （2,750m） 　（な） （1,950m） 　（さめがわ　らん・Runクラブ）
２　　区 　  金澤　宏哉　　８’１８” ２　　区 　柏木　レナ　　　８’４４” ２　　区 　緑川　大二郎　　９’２９” ２　　区 　井澤　真美佳　　　８’３４” ２　　区 　藤田　哲史　　　９’０５” ２　　区 　上遠野　里恵　　　９’５６”

（2,330m） 　（棚倉小男子） （2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（中島中学校野球部Aチーム） （2,330m） 　（矢吹中学校） （2,770m） 　（な） （2,330m） 　（FACレディース）
３　　区 　小野　智哉　　　　４’４８” ３　　区 　伊東　茉凛　　　　５’１９” ３　　区 　三平　浩斗　　　９’５７” ３　　区 　加藤　優良　　　４’３４” ３　　区 　本間　涼斗　　　９’１１” ３　　区 　矢吹　直美　　　６’２３”

（1,240m） 　（白河第一陸上クラブ） （1,240m） 　（白河第一陸上クラブ） （2,750m） 　（鮫川駅伝ボーイズ） （1,240m） 　（矢吹中学校） （2,750m） 　（な） （1,240m） 　（さめがわ　らん・Runクラブ）
４　　区 　並木　千空　　　７’０５” ４　　区 　斎藤　由菜　　　　８’０３” ４　　区 　緑川　大海　　　９’３７” ４　　区 　松本　玲那　　　７’３４” ４　　区 　濱崎　亮　　　　９’４０” ４　　区 　坂本　希　　 １０’１２”

（1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（中島中学校野球部Aチーム） （1,950m） 　（矢吹中学校） （2,770m） 　（な） （1,950m） 　（さめがわ　らん・Runクラブ）
５　　区 　永野　雄也　　　８’２４” ５　　区 　鈴木　汐梨　　　９’２３” ５　　区 　鈴木　啓佑　　１０’１４” ５　　区 　薄井　桃香　　　９’００” ５　　区 　荒井　侑磨　　　９’３５” ５　　区 　林　美代子　　　９’３７”

（2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） （円谷ランナーズ） （2,330m） （円谷ランナーズ） （2,750m） 　（な） （2,330m） 　（FACレディース）
６　　区 　佐藤　王貴　　　４’４２” ６　　区 　大竹　さくら　　　５’０１” ６　　区 　関根　佑　　　　９’２４” ６　　区 　増子　優里　　　４’２４” ６　　区 　江田　和彦　　９’２２” ６　　区 　松島　明美　　　５’５１”

（1,240m） 　（白河第一陸上クラブ） （1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） （円谷ランナーズ） （1,240m） 　（矢吹中学校） （2,770m） 　（鮫川駅伝部OB） （1,240m） 　（さめがわ　らん・Runクラブ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　19　回 １　　区 　小玉瑞葵　 　　　７’１１” １　　区 　遠藤由加里　　７’５８” １　　区 　菊池竜馬　　　９’２６” １　　区 　古寺冴佳　　　６’５１” １　　区 　兼子卓也　　　  ９’２３” １　　区 　松下貴子　　　  ９’０１”

（Ｈ26･12･7） （1,950m） 　（いずみざきTC） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,750m） 　（矢祭中陸上競技部） （1,950m） 　（円谷ランナーズ） （2,750m） 　（エンジのチーター） （1,950m） 　（円谷ランナーズママ連合）
２　　区 　  中山翔太　　　８’２４” ２　　区 　前場美優　　　 ８’４７” ２　　区 　藤田拡樹　　  ９’３３” ２　　区 　加藤優良　　　８’４２” ２　　区 　本間　涼斗　　　９’１１” ２　　区 　蛭田清代枝　 １０’３３”

（2,330m） 　（棚倉小男子） （2,330m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（円谷ランナーズ） （2,330m） 　（矢吹中学校） （2,770m） 　（白河旭社交ダンス部） （2,330m） 　（さめがわらん・Runクラブ レディース）

３　　区 　末永京之助　 　４’３９” ３　　区 渡部　華（善郷陸上クラブ） ３　　区 　須藤幹太　   １０’１１” ３　　区 　松本玲那　　　４’４０” ３　　区 　緑川龍太郎　　 ９’３８” ３　　区 　小松静香　　  　６’３７”
（1,240m） 　（円谷ランナーズB） （1,240m） 浅川舞友（RCゆりの木善郷） （2,750m） 　（円谷ランナーズ） （1,240m） 　（矢吹中学校） （2,750m） 　（剛志がお世話になっております!!） （1,240m） 　（さめがわらん・Runクラブ レディース）

５’１０”        
４　　区 　山田康生　　  　７’１９” ４　　区 　熊田知優　　　 ７’４６” ４　　区 　和知　輝　　　 ９’５９” ４　　区 　渡部かれん　　７’１７” ４　　区 　藤澤隼太郎　　 ９’０５” ４　　区 　内山由美　　 　９’１０”

（1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （1,950m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） 　（矢吹中学校） （1,950m） 　（矢吹中学校） （2,770m） 　（白河旭社交ダンス部） （1,950m） 　（円谷ランナーズママ連合）
５　　区 　須藤雄哉　　  　８’２９” ５　　区 　北条佑奈　　　 ９’１７” ５　　区 　内山耕輔　　１０’１４” ５　　区 　渡邊怜奈　　　 ８’３１” ５　　区 　圓井敏彦　　　  ９’３７” ５　　区 　古市　暁　　　１０’１９”

（2,330m） 　（円谷ランナーズB） （2,330m） 　（さめかわらん・Runクラブ ｼﾞｭﾆｱｶﾞｰﾙｽﾞ） （2,750m） （円谷ランナーズ） （2,330m） 　（矢吹中学校） （2,750m） 　（エンジのチーター） （2,330m） 　（FAC）
６　　区 　川上幸大　　  　４’３８” ６　　区 　二瓶紗英　　　 ５’５５” ６　　区 　木村大智　　　９’２１” ６　　区 　増子優里　　　 ４’２３” ６　　区 　荒井　侑磨　　　９’０９” ６　　区 　佐藤幸子　　　 ６’４２”

（1,240m） 　（RCゆりの木善郷） （1,240m） 　（善郷陸上クラブ） （2,770m） （円谷ランナーズ） （1,240m） 　（矢吹中学校） （2,770m） 　（白河旭社交ダンス部） （1,240m） 　（FAC）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　20　回 １　　区 大森創平（笹原Ｎｏｂｕｎａｇａ） １　　区 　國分美由紀　 ３’５８” １　　区 　菊池竜馬　　　７’３９” １　　区   井澤真美佳　　　３’３５” １　　区 　邉見侑希　　　  ７’４０” １　　区 　兼子卓也　　　  ７’０９” １　　区 　佐藤利佳　　　  ４’３５”

（Ｈ27･12･6） （1,080m） 酒井元輝（白二らこすけ） （1,080m） 　（善郷陸上クラブ） （2,340m） 　（矢祭中チームＸ） （1,080m） 　（矢吹中学校Ａ） （2,340m） 　（うまい棒研究会） （2,340m） 　（エンジのチーター） （1,080m） 　（がんばチーム中野）
３’４７”        

２　　区 　末永京之介　3’42” ２　　区 　加藤釉日　　　４’１５” ２　　区 　加藤謙貴　　  ８’５５” ２　　区 　松本玲那　　　　３’５０” ２　　区 　三島直人　　　８’２０” ２　　区 　江田和彦　　　８’４０” ２　　区 　穂積佑希乃　 　５’３９”
（1,170m） 　（円谷ランナーズボーイズ） （1,170m） 　（善郷陸上クラブ） （2,530m） 　（矢吹中学校） （1,170m） 　（矢吹中学校Ａ） （2,530m） 　（うまい棒研究会） （2,530m） 　（鮫川駅伝部ＯＢ） （1,170m） 　（アクティブＲＣ）
３　　区 　圓谷吏生　 　４’４４” ３　　区 　近藤ひとは　　５’２２” ３　　区 　小針幸祐　    ８’３１” ３　　区 　渡邉真衣　　　５’２０” ３　　区 　渡辺隆太　　 ８’５０” ３　　区 　鈴木修宏　　 ８’０５” ３　　区 　蛭田清代枝　　 ６’１９”

（1,360m） 　（円谷ランナーズボーイズ） （1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （2,340m） 　（矢吹中学校） （1,360m） 　（矢吹中学校Ｂ） （2,340m） 　（うまい棒研究会） （2,340m） 　（楽楽走友会） （1,360m） 　（さめがわらん・Runクラブ レディース）

４　　区 　添田祥平　　  　３’５７” ４　　区 　鈴木梨音　　　４’１０” ４　　区   石川桐真　　　９’２０” ４　　区 　佐治知未　　３’５６” ４　　区 　西間木勇人　　 ９’２３” ４　　区 　圓井敏彦　　 ８’１８” ４　　区 　鈴木あい　　 　４’５３”
（1,080m） 　（円谷ランナーズボーイズ） （1,080m） 　（ＲＣゆりの木善郷） （2,530m） 　（矢吹中学校） （1,080m） 　（矢吹中学校Ａ） （2,530m） 　（うまい棒研究会） （2,530m） 　（エンジのチーター） （1,080m） 　（円谷ランナーズママチーム）

５　　区 　安藤　要　　  　３’５６” ５　　区 　二瓶紗英　　　４’０７” ５　　区 　志波弘規　　　８’２５” ５　　区 小椋未香子（矢吹中学校Ａ） ５　　区 　三澤健太郎　　８’２５” ５　　区 　本田翔太郎　　　  ７’３６” ５　　区 　星　一美　　　５’１０”
（1,170m） 　（棚倉小男子） （1,170m） 　（善郷陸上クラブ） （2,340m） （円谷ランナーズ） （1,170m） 遠藤由加里（矢吹中学校Ｂ） （2,340m） 　（うまい棒研究会） （2,340m） 　（エンジのチーター） （1,170m） 　（円谷ランナーズママチーム）

４’０８”        
６　　区 　山田康生　　  　４’４７” ６　　区 　渡部　華　　　 ５’１７” ６　　区 　本多白篤　　　９’０６” ６　　区 　熊田知優 　　　 ５’２１” ６　　区 　芳賀弘康　　　８’１５” ６　　区 　吉田　勝　　　８’４７” ６　　区 　佐久間信子　　　 ５’１７”

（1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （2,530m） 　（矢祭中チームＸ） （1,360m） 　（矢吹中学校Ｂ） （2,530m） 　（うまい棒研究会） （2,530m） 　（エンジのチーター） （1,360m） 　（白二ママーズ）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生）

Ⅲ　部　（高校男子）



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２１　回 １　　区 　吉田翔眞　　３’４６” １　　区 　鈴木美凜彩　４’０１” １　　区 　金澤依吹　　７’５０” １　　区   星　 彩華　　４’４１” １　　区 　辺見侑希　　７’３２” １　　区 　近藤優花　　４’３５” １　　区 　兼子卓也　　７’０９” １　　区 　佐藤利佳　　４’５６”
（Ｈ28･12･4） （1,080m） 　（円谷ランナーズ） （1,080m） 　（善郷陸上クラブ） （2,400m） 　（矢祭中陸上部チームⅠ） （1,080m） 　（矢祭中女子ソフトテニス部Ｂ） （2,400m） 　（オレンジヨーグルト） （1,080m） 　（白河高校） （2,400m） 　（エンジのチーター） （1,080m） 　（大和撫子六変化）

２　　区 　三村隆盛　　3’３７” ２　　区 　鈴木梨音　　 ３’５０” ２　　区 　円谷吏生　　７’５７” ２　　区 　塚田朱加莉　　４’１５” ２　　区 　芳賀弘康　　８’０６” ２　　区 　藤田奈々　　４’０７” ２　　区 　八木沼和夫　　８’００” ２　　区 　木下千愛　　４’４２”
（1,170m） 　（善郷陸上クラブ） （1,170m） 　（善郷陸上クラブ） （2,470m） 　（円谷ランナーズ） （1,170m） 　（矢祭ＢＢＣ） （2,470m） 　（Ｖ６） （1,170m） 　（白河高校） （2,470m） 　（浅川陸上） （1,170m） 　（大和撫子六変化）
３　　区 　安藤圭吾　　４’４３” ３　　区 　金成瑠那　　 ５’０８” ３　　区 　矢内陽一朗　　７’５７” ３　　区 　檜山侑那　　５’３４” ３　　区 　小針慶大　　７’４１” ３　　区 　松浦奈々帆　　５’２９” ３　　区 　本田翔太郎　　７’２２” ３　　区 遠藤勝江（本宮トライアスロンクラブ女子）

（1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （1,360m） 　（浅川陸上クラブ） （2,400m） 　（矢吹中学校Ａ） （1,360m） 　（Lucky Girl） （2,400m） 　（白河高校Ａ） （1,360m） 　（白河高校） （2,400m） 　（エンジのチーター） （1,360m） 大河原美希（大和撫子六変化）

６’４１”        
４　　区 　岡部颯太　　３’４４” ４　　区 　井澤裕佳　　 ４’１１” ４　　区 　須藤雄哉　　８’１０” ４　　区 　菊池亜優里　　４’４３” ４　　区 　黒澤　 優　　８’００” ４　　区 　内山栞里　　４’５２” ４　　区 　八木沼那生　　８’３９” ４　　区 　古川満里子　　５’１５”

（1,080m） 　（円谷ランナーズ） （1,080m） 　（善郷陸上クラブ） （2,470m） （円谷ランナーズ） （1,080m） 　（矢祭ＢＢＣ） （2,470m） 　（オレンジヨーグルト） （1,080m） 　（白河高校） （2,470m） 　（ＦＣ花火） （1,080m） 　（円谷ランナーズ）
５　　区 　長尾修弥　　３’３４” ５　　区 　川音愛莉　　 ４’１１” ５　　区 　並木千空　　７’３６” ５　　区 　佐川　 舞　　４’２５” ５　　区 　緑川大海　　８’２３” ５　　区 　菊池結衣　　４’１８” ５　　区 　圓井敏彦　　７’３０” ５　　区 　田村望実　　４’４８”

（1,170m） 　（善郷陸上クラブ） （1,170m） 　（浅川陸上Ｗ） （2,400m） 　（矢吹中学校Ａ） （1,170m） 　（矢祭ＢＢＣ） （2,400m） 　（白河高校Ａ） （1,170m） 　（白河高校） （2,400m） 　（エンジのチーター） （1,170m） 　（円谷ランナーズ）
６　　区 　平賀大貴　　４’３６” ６　　区 　長尾真綾　　 ４’５８” ６　　区 　阿部 　燎　　８’１６” ６　　区 　檜山椋華　　５’２８” ６　　区 　中村駿太　　７’５２” ６　　区 　近藤美優　　５’１４” ６　　区 　鈴木　 悟　　７’５８” ６　　区 　松下貴子　　５’３５”

（1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （2,470m） （円谷ランナーズ） （1,360m） 　（Lucky Girl） （2,470m） 　（白河高校Ａ） （1,360m） 　（白河高校） （2,470m） 　（鮫川駅伝部ＯＢ） （1,360m） 　（円谷ランナーズ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２２　回 １　　区 　添田祥平　　３’４１” １　　区 　高木遥菜　　３’５４” １　　区 　圓谷吏生　　７’１９” １　　区   遠藤由加里　　３’４６” １　　区 　相笠優太　　７’２５” １　　区 　圓井敏彦　　７’２１” １　　区 　圓谷美侑　　４’１２”
（Ｈ29･12･3） （1,140m） 　（円谷ランナーズボーイズＡ）（1,140m） 　（円谷ランナーズガールズＡ）（2,400m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,140m） 　（矢吹中学校Ａ） （2,400m） 　（スイーツ系男子） （2,400m） 　（エンジのチーター） （1,140m） 　（円谷ランナーズＦ）

２　　区 　鈴木陸斗　　３’３３” ２　　区 　岩崎聖奈　　 ３’５０” ２　　区 　山田康生　　７’５３” ２　　区 　二瓶紗英　　　３’３８” ２　　区 　田崎大智　　８’３８” ２　　区 　森尾克哉　　７’５１” ２　　区 　福田充紀　　９’１１”
（1,110m） 　（浅川陸上Ａ ） （1,110m） 　（円谷ランナーズガールズＡ）（2,470m） 　（矢吹中学校Ｂ） （1,110m） 　（矢吹中学校Ｂ） （2,470m） 　（「はるたか１９：０６」） （2,470m） 　（芳賀敏郎ランナーズ） （1,110m） 　（円谷ランナーズＦ）
３　　区 　松本樹伊　　４’３３” ３　　区 　圓谷仁渚　　 ４’５３” ３　　区 　長尾修弥　　７’４８” ３　　区 　渡部　華　　　 ４’４６” ３　　区 　今野翔太　　７’５５” ３　　区 　中島雅隆　　７’５３” ３　　区 　鈴木菜穂　　５’２６”

（1,360m） 　（善郷陸上クラブ） （1,360m） 　（円谷ランナーズガールズＡ）（2,400m） 　（矢吹中学校Ｂ） （1,360m） 　（矢吹中学校Ｂ） （2,400m） 　（たらまんＪＡＰＡＮ） （2,400m） 　（鮫川駅伝ＯＢ　Ａチーム） （1,360m） 　（円谷ランナーズＦ）
４　　区 松本　翼（浅川陸上Ａ） ４　　区 　関根悠菜　　 ４’０１” ４　　区 　須藤雄哉　　８’０９” ４　　区 　大河原萌花　　３’３４” ４　　区 　黒澤　 優　　７’５８” ４　　区 　樋口勝利　　７’２４” ４　　区 　伊藤明音　　４’５４”

（1,140m） 岡部典吾（白二ＳＵＮＲＩＺＥ） （1,140m） 　（善郷陸上クラブ） （2,470m） （円谷ランナーズＪ） （1,140m） 　（矢吹中学校Ｂ） （2,470m） 　（スイーツ系男子） （2,470m） 　（芳賀敏郎ランナーズ） （1,140m） 　（修明高校）
３’５１”        

５　　区 　大串　 蓮　　３’３５” ５　　区 　畠山あかり　　 ４’０３” ５　　区 　阿部泰聖　　８’２５” ５　　区 　鈴木梨音　　　３’５７” ５　　区 　塩田悠揮　　７’５９” ５　　区 　兼子卓也　　７’１７” ５　　区 　佐藤利佳　　４’１１”
（1,110m） 　（善郷陸上クラブ） （1,110m） 　（浅川陸上Ｗ） （2,400m） 　（平田村Ａチーム） （1,110m） 　（矢吹中学校Ａ） （2,400m） 　（「はるたか１９：０６」） （2,400m） 　（エンジのチーター） （1,110m） 　（本宮トライアスロン女子）
６　　区 　斉藤一筋　　４’２０” ６　　区 　金成瑠那　　 ４’５５” ６　　区 　阿部　 燎　　８’００” ６　　区 　長尾真綾　　　４’４９” ６　　区 　星　雄介　　７’４６” ６　　区 　佐藤慶太　　７’５１” ６　　区 　松下貴子　　５’１８”

（1,360m） 　（浅川陸上Ａ） （1,360m） 　（浅川陸上Ｗ） （2,470m） （円谷ランナーズＪ） （1,360m） 　（矢吹中学校Ｂ） （2,470m） 　（シュウメイ） （2,470m） 　（芳賀敏郎ランナーズ） （1,360m） 　（円谷ランナーズＦ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２３　回 １　　区 　齋藤理門　４’０１” １　　区 　圓谷仁渚　　４’０５” １　　区 　圓谷吏生　　７’２６” １　　区   真船こころ　　 ４’１０” １　　区 　菊池竜馬　　７’０４” １　　区 　大場　 悠　　７’３５” １　　区 　ドウル聖良　　４’５７”
（Ｈ30･12･2） （1,220m） 　（国道１１８号） （1,220m） 　（円谷ランナーズガールズＡ） （2,405m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,220m） 　（かがみいしスポーツクラブＩ） （2,405m） 　（タラちゃんズ） （2,405m） 　（時を戻したいと思う二人） （1,220m） 　（本宮トライアスロンクラブ女子）

２　　区 　佐藤優羽　　３’４６” ２　　区 　畠山あかり　 ４’０３” ２　　区 　松下竜太　　７’２８” ２　　区 　小林夢花　　　３’５２” ２　　区 　渡部泰介　　７’２１” ２　　区 　加藤将士　　６’４９” ２　　区 　鈴木菜穂　　 ４’１４”
（1,150m） 　（善郷陸上クラブ） （1,150m） 　（円谷ランナーズガールズＡ） （2,295m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,150m） 　（かがみいしスポーツクラブＩ） （2,295m） （law of conservation of mechanical energy） （2,295m） 　（芳賀さんとゆかいな仲間達） （1,150m） 　（円谷ランナーズＦ）
３　　区 　中野翔陽　　３’５９” ３　　区 　添田結衣　　 ４’０６” ３　　区 　野崎考大　　８’１３” ３　　区 　板垣恭佳　　　３’４９” ３　　区 根本裕太（タラちゃんズ） ３　　区 　田村一平　　７’０９” ３　　区 　圓谷美侑　　４’０８”

（1,145m） 　（善郷陸上クラブ） （1,145m） 　（円谷ランナーズガールズＡ） （2,405m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,145m） 　（かがみいしスポーツクラブＩ） （2,405m） 豊田悠斗（バレー部キラー） （2,405m） 　（芳賀さんとゆかいな仲間達） （1,145m） 　（円谷ランナーズＦ）
近藤大祐               ７’３７”
　（law of conservation of mechanical energy）

４　　区 　平賀大道　　 ３’４７” ４　　区 　関根悠菜　　 ４’０４” ４　　区 　吉田翔眞　　７’２４” ４　　区 　佐藤可朋　　　４’１０” ４　　区 　高濱　 創　　７’０７” ４　　区 　佐藤慶太　　７’０１” ４　　区 　伊藤明音　　４’３７”
（1,150m） 　（善郷陸上クラブ） （1,150m） 　（善郷陸上クラブ） （2,295m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,150m） 　（かがみいしスポーツクラブＩ） （2,295m） 　（タラちゃんズ） （2,295m） 　（芳賀さんとゆかいな仲間達） （1,150m） 　（修明高校）
５　　区 　圓谷　 昴　　３’５６” ５　　区 佐治望未（ＲＣゆりの木善郷） ５　　区 　斉藤一筋　　８’１５” ５　　区 　相楽彩香　　　４’３５” ５　　区 　田崎大智　　７’５４” ５　　区 　若菜優雅　　７’０７” ５　　区 　遠藤麻衣　　４’５９”

（1,150m） 　（浅川陸上Ａ） （1,150m） 古川あずみ（円谷ランナーズガールズＡ） （2,405m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,150m） 　（ひらた清風中学校） （2,405m） （law of conservation of mechanical energy） （2,405m） 　（時を戻したいと思う二人） （1,150m） 　（修明高校）
４’２３”        

６　　区 　増子　 魁　　３’４３” ６　　区 　滝深心咲　　４’００” ６　　区 　添田祥平　　７’３０” ６　　区 　玉木　 遙　　　４’００” ６　　区 　吉田章人　　８’３１” ６　　区 　関根　 聡　　６’５７” ６　　区 　松下貴子　　４’０１”
（1,145m） 　（国道１１８号） （1,145m） 　（棚倉なでしこ６） （2,295m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,145m） 　（かがみいしスポーツクラブＩ） （2,295m） 　（タラちゃんズ） （2,295m） 　（キビタンＲＣ） （1,145m） 　（円谷ランナーズＦ）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２４　回 １　　区 　長尾虹汰　　３’５２” １　　区 　小林花蓮　　  ４’１９” １　　区 　斉藤一筋　　７’３８” １　　区   風岡莉乃　　 　４’０６” １　　区 　小玉瑞葵　　７’２７” １　　区 　星　寛人　　７’３６” １　　区 　圓谷仁渚 　　４’１１”
（R1･12･1） （1,220m） 　（鏡石スポーツクラブA） （1,220m） 　（円谷ランナーズGＡ） （2,405m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,220m） 　（西郷第二中学校） （2,405m） 　（特設帰宅部） （2,405m） 　（公式リュウチョゲ！） （1,220m） 　（円谷ランナーズGF）

２　　区 　小宅海叶　　３’５１” ２　　区 　古川あずみ　 ４’０１” ２　　区 　添田祥平　　６’５２” ２　　区 　吉田愛菜　　　４’００” ２　　区 　鈴木陽大　　７’００” ２　　区 　江田和彦　　７’０９” ２　　区 　圓谷美侑 　　３’５９”
（1,150m） 　（浅川陸上ランナーズ） （1,150m） 　（円谷ランナーズGＡ） （2,295m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,150m） 　（ひらた清風中学校） （2,295m） 　（特設帰宅部） （2,295m） 　（鮫川駅伝部OB） （1,150m） 　（円谷ランナーズGF）
３　　区 　関根　蓮　　 ３’４６” ３　　区 　添田結衣　　  ４’０５” ３　　区 　磯　光清　　 ７’５７” ３　　区 　井上愛菜　　　３’４６” ３　　区 　近藤大祐 　 ７’３４” ３　　区 　石井智大　　６’５３” ３　　区 　板垣良子　　 ５’１２”

（1,145m） 　（浅川陸上ランナーズ） （1,145m） 　（円谷ランナーズGＡ） （2,405m） 　（ひらた清風３年チーム） （1,145m） 　（白河第二中学校） （2,405m） 　（特設帰宅部） （2,405m） 　（鏡石スポーツクラブP） （1,145m） 　（鏡石スポーツクラブM）
４　　区 　増子陽太　　 ３’４９” ４　　区 　須藤姫夏　　  ４’１６” ４　　区 　吉田翔眞　　７’１１” ４　　区 　黒須彩理　　　４’０３” ４　　区 　八代圭汰　　７’３２” ４　　区 　稲田俊一　　７’２３” ４　　区 　西條晴佳　　 ４’２８”

（1,150m） 　（鏡石スポーツクラブA） （1,150m） 　（善郷陸上クラブ） （2,295m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,150m） 　（白河第二中学校） （2,295m） 　（特設帰宅部） （2,295m） 　（鏡石スポーツクラブP） （1,150m） 　（円谷ランナーズGF）
５　　区 　会田輝匡　　３’５４” ５　　区 　寺澤咲輝　 　 ４’１９” ５　　区 　安濃祐真　　７’５０” ５　　区 　嶋崎桃花　　　３’５５” ５　　区 　星　貴大　　７’４９” ５　　区 　若菜優雅　　７’０５” ５　　区 　菊池貴子　　 ４’５６”

（1,150m） 　（パプリカボーイズ） （1,150m） 　（円谷ランナーズGＡ） （2,405m） 　（南男Ⅰ号） （1,150m） 　（白河第二中学校） （2,405m） 　（特設帰宅部） （2,405m） 　（公式リュウチョゲ！） （1,150m） 　（鏡石スポーツクラブM）
６　　区 遠藤　環（Vランナーズ白二） ６　　区 　松下ゆめの　 ４’０５” ６　　区 　松下竜大　　７’００” ６　　区 　橋本　瞳　　 　３’５８” ６　　区 　安藤　要　　７’０６” ６　　区 　中島雅隆　　７’１１” ６　　区 　松下貴子　　３’５８”

（1,145m） 眞岡燎人（パプリカボーイズ） （1,145m） 　（円谷ランナーズGＡ） （2,295m） 　（円谷ランナーズＪ） （1,145m） 　（西郷第二中学校） （2,295m） 　（はるたかふれんず） （2,295m） 　（鮫川駅伝部OB） （1,145m） 　（円谷ランナーズGF）
３’５０”        

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２５　回
（R2･12･6）

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２６　回
（R3･12･5）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（一般）Ⅲ　部　（高校）

大会中止

大会中止

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校） Ⅲ　部　（一般）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校） Ⅲ　部　（一般）



◎ 区　間　記　録

部　門
大　会 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 男　　　子 区　　間 女　　　子
第　２７　回 １　　区 　沼田來橙　　    ３’４０” １　　区 　佐藤天音　　  ４’０９” １　　区 　眞船勝道　　 　７’１１” １　　区   秋山美桜　　 　３’５９” １　　区 　緑川侑真　　７’１１” １　　区 　生田目大輔　　　６’５４” １　　区 　西條晴佳　　 ３’５９”
（R4･12･4） （1,080m） 　（関辺ランナーズA） （1,080m） 　（白-フェアリーS） （2,330m） 　（ふくしま駅伝白河市） （1,080m） 　（ふくしま駅伝白河市） （2,330m） 　（白河高校） （2,330m） 　（鮫川駅伝部OB） （1,080m） 　（円谷ランナーズレディースA）

２　　区 　遠藤哉太　　　 ３’５８” ２　　区 　藤田莉央　　 ４’１４” ２　　区 　小針一輝　　 　６’５０” ２　　区 　鈴木綾菜　　　３’５４” ２　　区 　溝井正貴　　７’３０” ２　　区 　星寛人　　　　　　７’０１” ２　　区 　鈴木菜穂 　　４’１５”
（1,130m） 　（蓬田レッド） （1,130m） 　（最強女子チーム） （2,340m） 　（ふくしま駅伝白河市） （1,130m） 　（ふくしま駅伝白河市） （2,340m） 　（点Gを通るAベクトル） （2,340m） 　（MAXPROJECT） （1,130m） 　（円谷ランナーズレディースA）

３　　区 　窪谷匡紘　　　 ４’０９” ３　　区 　藤田羽奏　　 ４’３１” ３　　区 　野田光成　　 　７’４０” ３　　区 　鈴木心和　　　４’２９” ３　　区 　増子魁 　 　  ７’３７” ３　　区 　根本貴志　　　　７’１４” ３　　区 　加藤楓花　　 ４’４７”
（1,210m） 　（もっくんチャンネル） （1,210m） 　（円谷ランナーズガールズ） （2,330m） 　（元気盛森ファイターズ） （1,210m） 　（ふくしま駅伝白河市） （2,330m） 　（白河高校） （2,330m） 　（Haga-Chaildren） （1,210m） 　（円谷ランナーズレディースA）

４　　区 　中野目颯仁　　４’０１” ４　　区 　菊池桃香　　  ４’３２” ４　　区 　佐藤ランダー　７’４８” ４　　区 　近内彩花　　　４’２５” ４　　区 　鈴木一真　　８’０２” ４　　区 　佐藤慶太　　　　７’０９” ４　　区 　鈴木恵愛　　 ４’１０”
（1,080m） 　（泉崎第一キビタンズ） （1,080m） 　（最強女子チーム） （2,340m） 　（元気盛森ファイターズ） （1,080m） 　（それいけおばあちゃん） （2,340m） 　（白河高校） （2,340m） 　（Haga-Chaildren） （1,080m） 　（円谷ランナーズレディースA）

５　　区 　山内明花　　　 ４’１１” ５　　区 　松本誌万　 　 ４’１８” ５　　区 　佐藤慶人　　　 ７’４３” ５　　区 　今藍里　　 　　４’０４” ５　　区 　豊田廣　　　 ７’４０” ５　　区 　太田元紀　　　　７’１６” ５　　区 　齋藤弥音　　 ４’５４”
（1,130m） 　（パプリカボーイズ） （1,130m） 　（スカイブルー） （2,330m） 　（元気盛森ファイターズ） （1,130m） 　（ふくしま駅伝白河市） （2,330m） 　（ふくしま駅伝白河市） （2,330m） 　（Haga-Chaildren） （1,130m） 　（円谷ランナーズレディースB）

６　　区 　須藤佑太　 　　４’３０” ６　　区 　松下ゆめの　 ４’００” ６　　区 　會田輝匡　　　７’０７” ６　　区 　杉谷奈都姫　４’０７” ６　　区 　藤田昌也　　７’３２” ６　　区 　若菜優雅　　　　７’０４” ６　　区 　松下貴子　　４’１９”
（1,210m） 　（棚倉A） （1,210m） 　（円谷ランナーズガールズ） （2,340m） 　（元気盛森ファイターズ） （1,210m） 　（ふくしま駅伝白河市） （2,340m） 　（うごく点P） （2,340m） 　（MAXPROJECT） （1,210m） 　（円谷ランナーズレディースA）

Ⅰ　部　（小学生） Ⅱ　部　（中学生） Ⅲ　部　（高校） Ⅲ　部　（一般）


