
１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

田村　　亘 河野　仁志 葛西　貴子 山口　智博 前谷　俊広 藤井　実 一戸　由貴 高屋　建 千葉　吾市 野澤　勇蔵

(17′18″) ( 9′44″) ( 9′58″) (13′02″) (15′41″) (17′30″) (12′49″) (16′56″) (10′26″) (12′17″)

山口　　茂 木村　広志 吉沢　砂織 高杉　輝宣 笹田　勉 小松　順一 奈良絵理子 舘下　賢司 川崎　修 間藤　慶

(16′53″) (10′40″) ( 9′11″) (12′32″) (17′41″) (18′55″) (13′10″) (16′51″) (11′17″) (12′28″)

風張　清志 田中　俊樹 田端　房代 浅利　　譲 加藤　　明 本波喜志雄 掛端　美歩 舘　　公二 坂本　重実 西村　匡平

(16′59″) ( 9′59″) ( 9′22″) (12′34″) (16′09″) (16′57″) (12′34″) (16′04″) (10′35″) (12′27″)

村上　大樹 佐藤　　宏 高橋　千春 工藤　強造 須藤　　誠 盛　　直人 高橋　昌子 村上　照幸 熊沢　政雄 福士　敬博

(15′52″) (10′14″) ( 9′37″) (12′58″) (16′09″) (17′00″) (13′43″) (17′53″) (11′23″) (12′23″)

三浦　桓一 福士新太郎 伝法　敦子 坂本　文仁 大久保　均 西村　　明 長沼　学枝 高橋　克明 青山  　勉 小笠原大樹

(17′58″) (10′53″) ( 9′48″) (13′57″) (17′21″) (21′33″) (14′03″) (20′27″) (11′22″) (13′46″)

上坂　雄一 留目　一明 鈴木あさみ 菊池　一史 福村　民雄 桜田　　均 豊川　貴子 今泉　慎吾 鈴木　辰也 三浦　秀之

(17′47″) (10′15″) ( 9′58″) (13′58″) (18′10″) (19′10″) (13′59″) (19′20″) (11′59″) (11′50″)

福井　辰實 赤坂　良憲 松館　美穂 山田　善寛 本橋彰仁郎 大平　修之 阿部　玲子 久保寺辰彦 伊藤　　仁 浪岡　篤志

(16′53″) (10′51″) (10′40″) (12′37″) (16′08″) (17′13″) (15′58″) (16′38″) (10′25″) (12′51″)

金澤　　貴 板垣　陽介 佐佐木弘子 笹本　浩二 澤畑　　昇 石山　貴行 桑田　三佳 四戸　弘美 工藤　直克 成田　博俊

(16′10″) (10′05″) ( 9′35″) (12′38″) (17′06″) (16′40″) (14′38″) (17′10″) (10′43″) (12′10″)

三津谷　悟 小形　孝雄 田村　梨江 加藤　秀機 北沢　　卓 細川　勝人 竹達由香利 小形　正樹 船橋　義勝 浜田　義朗

(18′01″) (11′13″) (10′15″) (13′01″) (18′33″) (16′46″) (14′04″) (17′27″) (11′50″) (12′25″)

清水　浩一 坂井　一成 工藤　郁子 久保　恒明 藤田　雅寛 小川　光輝 対馬　未咲 吉田　　豊 坂井　文行 田中　　裕

(20′37″) (11′07″) (11′06″) (14′14″) (18′35″) (18′59″) (13′33″) (20′20″) (11′24″) (12′29″)

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

三沢市

むつ市

平内町

蟹田町

青森市

弘前市

八戸市

黒石市

五所川原市

十和田市

9

10

5

6

7

8

1

2

3

4
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１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

川村　一樹 佐藤　　怜 田中　涼子 崎野　泰弘 坂本　英人 綿谷　敏明 佐藤　純子 障子　幸司 田中　　允 坂本　純一

(18′26″) (11′14″) (11′04″) (13′45″) (18′51″) (20′21″) (13′15″) (18′38″) (12′19″) (13′55″)

山下　　哲 神　　義仁 重田　菜美 寺沢 三千年 栗原　映夫 山本　勝則 中村加奈子 木村　雅範 金崎　　旭 木村　拓司

(18′08″) (11′02″) (12′02″) (16′32″) (18′01″) (21′37″) (17′11″) (18′18″) (12′55″) (14′25″)

丹羽　健一 三浦　　渉 佐々木友香 山本　　均 工藤　友己 長内　孝一 三橋八津江 本間　正治 中野　　博 佐藤　心哉

(19′32″) (11′38″) (11′00″) (14′01″) (17′33″) (19′20″) (15′41″) (18′30″) (12′03″) (13′14″)

田村　正和 竹内　貴臣 中原加代子 木村　貴史 吉田　　慎 菊地　敏宏 小山内　梢 西崎　宏光 斎藤　清秀 永谷　人志

(19′52″) (10′24″) (10′22″) (14′38″) (17′56″) (19′59″) (16′55″) (17′41″) (11′49″) (12′45″)

三上　英栄 鎌田　英隆 木村　千秋 柴田　　勝 花田　善司 小田桐浩治 成田　康子 福島　秀樹 成田　　護 熊谷　　穣

(17′25″) (11′09″) (10′57″) (15′12″) (19′10″) (18′18″) (15′31″) (19′13″) (11′25″) (14′06″)

中田　孝徳 成田　和彦 中村　　愛 横山　靖之 虻川　博一 成田　康平 小笠原啓子 原崎　　明 佐藤　忠昭 川村　龍二

(17′55″) (11′47″) ( 9′51″) (13′31″) (16′41″) (19′28″) (14′00″) (19′00″) (10′57″) (12′52″)

浜中　博幸 高屋　拓郎 下山　聡子 高杉　大志 石郷　幸男 渡辺　時則 今井　沙織 山中　利弘 中島　兼光 木田　　聡

(17′21″) (10′33″) (10′56″) (12′48″) (17′32″) (18′05″) (14′28″) (18′17″) (10′43″) (12′20″)

松田　正志 工藤　　剛 福沢　有美 佐藤　芳行 工藤　且盛 高谷　伸光 小田桐奈津子小田切　優輝 福士　正光 佐藤　拓道

(18′01″) (11′24″) (11′26″) (14′25″) (20′26″) (21′56″) (17′49″) (18′59″) (12′34″) (12′57″)

藤田　史行 小倉　勝浩 猪股　利枝 伊藤　芳男 金野　俊郎 葛西　金徳 工藤亜樹子 藤田　攝夫 鈴木　静治 対馬　　豊

(16′21″) (10′44″) (11′08″) (13′41″) (17′34″) (17′34″) (15′58″) (18′57″) (11′21″) (13′24″)

中嶋　義仁 大沢　順和 須々田裕美 斉藤　正人 赤平　金美 古川　博朗 三浦千恵子 八木橋義徳 小笠原仁美 今井　克則

(17′21″) (11′16″) (11′28″) (13′20″) (17′28″) (17′49″) (15′09″) (18′19″) (11′23″) (13′22″)

浪岡町

平賀町

岩木町

藤崎町

大鰐町

尾上町

今別町

鰺ヶ沢町

木造町

深浦町

17

18

19

20

13

14

15

16

11

12
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１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

植田　正昭 三上　憲秀 福田　洋子 三上　友幹 三上　賀久 阿保　良一 山口　幸子 川口　逸夫 高杉　昭吾 山田　真也

(18′09″) (10′49″) (10′44″) (14′40″) (19′06″) (18′17″) (15′07″) (18′39″) (11′42″) (12′41″)

斉藤　祐幾 伊藤　春樹 工藤　千夏 外崎　賢吾 大橋　秀樹 鳴海　隆弘 小山内由美 三上　洋昭 泉谷　　卓 奈良　岳薫

(19′34″) (11′22″) (11′14″) (14′50″) (18′12″) (20′20″) (14′13″) (18′35″) (11′11″) (12′57″)

伏見　隆久 今　　　晴希 佐野美加子 中村　和樹 成田　英一 近村　圭一 奈良　陽子 佐々木和也 伊藤　定照 古川　幸司

(19′33″) (12′25″) (10′22″) (14′03″) (18′34″) (19′15″) (14′16″) (17′05″) (11′50″) (13′27″)

長内　隼人 中野　堅介 長尾　幸子 鈴木　清一 工藤　貴寛 工藤　大志 白戸　孝枝 笹森　一仁 成田　正寿 佐藤　拓真

(18′49″) (11′26″) (11′04″) (15′05″) (19′45″) (20′24″) (16′00″) (20′33″) (10′54″) (12′54″)

横浜　雅樹 附田　昌也 鳴海　泰代 若山　宏樹 三国　正樹 菅岡　太郎 岩清水　睦 寺沢　友秋 三上山一二 柴崎　智也

(17′28″) (10′11″) (10′15″) (13′32″) (16′44″) (17′44″) (13′32″) (17′16″) (10′52″) (12′21″)

竹林　一雄 三上  　聡 三上　彩子 成田　幸治 竹林　幸二 福田美佐雄 三上　美雪 和田　政明 竹ヶ原勝男 蓼内　耕太

(17′39″) (10′55″) (10′21″) (12′41″) (18′05″) (17′46″) (14′11″) (17′54″) (12′24″) (12′17″)

川口　輝幸 小向　幸治 藤ヶ森祐子 上久保隆善 鈴木　政志 三村　　薫 佐々木千鶴子 河村　裕司 豊島　治朗 大里　　崇

(18′24″) (10′52″) (11′14″) (13′22″) (18′07″) (17′37″) (15′01″) (18′45″) (11′10″) (12′01″)

太田　博之 田上桂一郎 小川美智代 橋端　　宏 杉村　由友 松橋　光浩 前川原和恵 法量　次男 東　　広志 高橋　　徹

(18′19″) (10′53″) (10′45″) (14′38″) (19′04″) (19′41″) (15′43″) (18′35″) (12′16″) (12′48″)

円子　国浩 熊谷　憲一 山内英里香 高田　　登 沼田　　淳 佐々木勇人 杉山恵美子 苫米地廣信 渋谷　進作 大光　剣心

(17′26″) (10′47″) (11′12″) (12′42″) (17′32″) (18′40″) (15′11″) (19′04″) (11′00″) (12′14″)

中野　　茂 佐藤　　真 加賀谷史子 北舘　和人 中山　利広 池田　哲史 鳥山　絹江 市沢　哲雄 竹田　武美 古沢　拓也

(18′33″) (11′36″) (11′26″) (14′14″) (17′31″) (17′59″) (14′23″) (17′42″) (11′51″) (13′05″)

百石町

十和田湖町

六戸町

横浜町

中里町

鶴田町

野辺地町

七戸町

板柳町

金木町

29

30

25

26

27

28

21

22

23

24
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１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

蛯名　孝治 野田　喜之 山田　郁美 三浦　隆寛 和田　英樹 村岡　　満 新館　祥子 新山　茂美 鈴木征四郎 中居　恒樹

(18′58″) (10′30″) (10′33″) (13′01″) (17′27″) (19′11″) (13′36″) (17′42″) (11′45″) (13′25″)

中山　大輔 蛯沢　泰裕 横川　美歌 山田　秀逸 洞内　　衛 鳥谷部末一 鈴木　千春 中村　慎二 原田　心一 蛯沢　大輔

(16′32″) (10′13″) (10′30″) (12′05″) (16′48″) (17′53″) (12′38″) (16′13″) (11′14″) (11′52″)

田守　重美 類家　章寛 松林かおり 中里　　浩 佐藤　　厚 赤石　満男 畔柳　　衛 成田　達也 北向　　登 成田　勝行

(18′13″) (11′20″) (10′37″) (13′37″) (17′20″) (17′30″) (14′43″) (17′52″) (10′09″) (12′34″)

長谷川幸哉 戸澤　勝哉 桜田　　愛 斉藤　孝昭 河野　大祐 丸谷　孝樹 久保田綾子 南沢　英夫 高橋　芳久 徳田　　努

(16′48″) (10′33″) (10′00″) (13′07″) (16′06″) (19′53″) (15′12″) (18′30″) (13′16″) (12′56″)

新保　克司 野中　智弘 畑中美智子 柴田　敬司 佐藤　輝幹 森谷　　毅 堺　　真子 工藤　大士 二本柳　主 野中　昌幸

(17′20″) (11′15″) (10′54″) (13′57″) (15′58″) (17′30″) (15′11″) (17′42″) (10′59″) (13′13″)

岩瀬　　真 田中　剛寿 岩川美知子 柴田　大介 新田　　武 横内　寿彦 長谷香奈子 岩崎　和弘 大見　俊久 紀国　智広

(19′03″) (12′03″) (11′38″) (14′28″) (19′10″) (20′23″) (16′39″) (21′05″) (12′10″) (12′37″)

石ヶ守　誠 寺牛　一恵 川市美由紀 天満屋敷秀男 上田　義貴 牧　　　忍 工藤　友美 岩間　武美 沼沢　一夫 遠藤　克太

(17′57″) (10′13″) ( 9′40″) (13′06″) (17′21″) (17′13″) (14′04″) (17′32″) (11′38″) (12′59″)

藤村　　誠 小泉　弘志 川村　未来 北上　英輝 三浦　儀之 菊地　弘一 小泉友宇子 軽米　雄治 鈴木　修二 佐々木貴志

(18′43″) (11′06″) (10′20″) (13′32″) (18′02″) (17′52″) (13′58″) (18′36″) (10′50″) (13′20″)

森崎　進也 森崎　哲志 千葉千代子 山市　賢一 森崎　栄克 栗木　利章 川村　優子 苗代幅典生 中村　福志 乗上　健一

(16′33″) (10′05″) (10′44″) (14′29″) (17′20″) (20′31″) (14′54″) (22′16″) (11′29″) (13′49″)

四戸　義継 高森　健二 佐々木真理 高森　伸治 天野　　浩 工藤　英一 小泉由香人 市沢　義光 坂上　伝吉 田中　博道

(16′34″) (10′01″) (10′23″) (12′48″) (17′07″) (17′40″) (13′13″) (18′20″) (12′04″) (12′58″)

田子町

名川町

大畑町

大間町

三戸町

五戸町

上北町

東北町

下田町

川内町

37

38

39

40

33

34

35

36

31

32
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１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

留目　茂明 谷内　完光 工藤　明美 道頃　博美 馬場　又彦 内宮　靖隆 齋藤　　恵 三浦　　勉 野田　敏夫 馬場　　誠

(17′45″) (10′47″) (10′11″) (13′05″) (17′47″) (18′17″) (14′01″) (18′49″) (11′06″) (12′46″)

榊　　善一 前田　拓郎 下坪　智子 森下　和寿 大渡　敏一 妙川　賢一 荒畑まゆみ 笹山美志治 大前　典男 清水　基秀

(17′41″) (10′37″) (10′01″) (13′05″) (16′40″) (17′30″) (13′42″) (17′04″) (11′49″) (13′20″)

佐井　　亮 坂本　真吾 田中　富子 柿崎　　誠 藤本　　淳 佐井　　皇 田中　貴子 福士　　晃 野藤　健純 八幡　　充

(21′38″) (12′48″) (12′28″) (17′04″) (19′02″) (19′11″) (16′55″) (21′26″) (12′18″) (14′46″)

福井　康仁 越田　進二 小笠原しずか 宮田　康彦 小沢　竜実 片沼　誠二 宮田　微子 南　　大志 北田　定光 南　　友広

(20′13″) (13′30″) (10′59″) (15′35″) (25′38″) (21′26″) (15′38″) (23′27″) (13′01″) (13′23″)

沢田　秀治 小島　正司 白崎　容子 牧野　真逸 鳴海　友和 伊藤　勝幸 伊藤かおり 熊谷　景幸 柳谷　清則 須々田直大

(18′35″) (11′22″) (10′43″) (14′36″) (18′46″) (20′40″) (15′53″) (20′26″) (12′43″) (13′23″)

葛西　　淳 中野　　誠 外崎めぐみ 佐藤　公徳 一戸　雅之 七戸　晃弘 葛西美智子 外崎　　誠 外崎　孝雄 小坂　和基

(17′51″) (11′44″) ( 9′27″) (15′20″) (16′40″) (18′44″) (13′31″) (19′15″) (11′09″) (13′09″)

西巻　秋仁 神馬　博一 神馬咲輝子 奥村　幸樹 菊池　清貴 堀内　正人 大橋　順子 岩本　邦憲 中原　　登 菊池　　健

(19′26″) (11′39″) (11′59″) (15′14″) (19′44″) (20′02″) (15′30″) (19′15″) (13′22″) (13′27″)

秋庭　隆雄 鈴木　達也 飛島　七重 村上　成士 成田　智広 溝江　　茂 小関梨香子 佐々木和憲 佐藤　健二 小関　幸浩

(18′29″) (11′58″) (10′28″) (13′22″) (19′19″) (19′09″) (14′38″) (19′37″) (11′33″) (13′49″)

成田　達也 渋谷　隆雄 笠井三紗子 鹿内　　達 台丸谷和美 成田　秀樹 鹿内　理子 斉藤　　誠 蝦名　　信 佐々木将博

(20′21″) (12′10″) (10′52″) (15′37″) (20′00″) (18′57″) (14′14″) (21′43″) (12′21″) (13′38″)

国安　徳義 秋田　佳孝 吉田　理香 西村　俊昭 菊池　政司 須藤　英二 工藤紀里子 橋本　　孝 山中　国雄 松橋　厚逸

(18′45″) (11′57″) (11′02″) (14′06″) (18′28″) (18′00″) (13′49″) (18′06″) (11′21″) (12′55″)

岩崎村

柏村

稲垣村

車力村

蓬田村

平舘村

三厩村

森田村

南部町

階上町

49

50

45

46

47

48

41

42

43

44

5 / 7 ページ



１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

石田　　篤 平井　　亮 中島　泰子 中沢　祐政 小山内　章 山内　　誠 福田奈保子 米沢　大樹 宮川　寿夫 沢田　　学

(17′23″) (10′48″) (10′55″) (15′17″) (18′10″) (18′23″) (15′43″) (22′17″) (11′12″) (12′31″)

成田　寿人 三上　　学 三上　順子 沢田　幸寿 西沢　勝幸 佐藤　秀也 熊谷　幸美 西沢　正悟 鳴海　隆之 溝江　寿隆

(19′55″) (11′33″) (11′26″) (16′25″) (20′59″) (18′02″) (16′11″) (19′04″) (11′33″) (13′23″)

横山　一仁 一戸　孝暁 横山　　歩 白戸　真治 大崎　宏美 西村　秀吉 古川　繕子 佐藤　隆悦 山内　友市 大垣　　大

(    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″) (    ′    ″)

成田　敦崇 八木橋　新 山谷　奈津 平沢　淳也 阿保  　徹 一戸　善一 中山　里美 菊池　正俊 佐藤　一衛 品川　圭一

(17′35″) (11′06″) (10′26″) (14′06″) (18′09″) (18′32″) (13′29″) (19′17″) (11′40″) (12′41″)

葛原　　豊 桜庭　大生 野呂亜紀子 三上　克治 乳井　　浩 棟方　剛義 中畑由美子 山田　　誠 花岡　正美 花岡　　江

(19′13″) (12′05″) (10′48″) (13′57″) (17′34″) (18′51″) (14′51″) (18′01″) (10′33″) (12′55″)

三上　順治 市原　央崇 三和　沙織 成田　忠春 三和　大純 古川　広俊 秋田谷仁花 成田　常雄 中畑　藤義 俵谷　栄次

(16′52″) (12′15″) (12′16″) (16′10″) (20′41″) (18′54″) (17′53″) (22′29″) (11′07″) (14′22″)

磯野　　稔 伊藤　芳伸 太田　由絵 葛西　孝司 大西　　司 加賀美　勝 安田　公子 中谷　雅之 久保田敏則 山田　雅一

(22′23″) (11′52″) (11′00″) (17′03″) (20′01″) (22′44″) (15′11″) (23′02″) (14′08″) (13′56″)

辻浦　勝利 附田　陽仁 坪　　照美 小又　明博 坪　　利悦 向中野崇志 木村　香織 高田　安公 見世　光義 鳥谷部大志

(17′43″) (10′59″) (10′53″) (13′41″) (17′15″) (18′03″) (14′32″) (20′18″) (11′22″) (12′15″)

高橋　信亮 久保　　弘 中村　純子 尾ヶ瀬　徹 橋本　勝夫 西山　　孝 戸田いずみ 館野　和昭 木村　豊明 久保　　新

(16′55″) (10′38″) (10′11″) (12′42″) (15′54″) (17′01″) (13′52″) (17′06″) (11′10″) (12′30″)

大津　武士 伊勢田尚樹 佐藤登希子 工藤　秀吾 相内　幸春 住吉　憲吾 竹林千亜紀 川端　善真 古里　　秋 東田　将樹

(17′41″) (11′49″) (10′44″) (14′50″) (18′27″) (20′52″) (16′35″) (20′31″) (13′00″) (13′00″)

六ヶ所村

東通村

碇ヶ関村

市浦村

小泊村

天間林村

相馬村

西目屋村

常盤村

田舎館村

55

56

57

58

59

60

53

54

51

52
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１区 (一　般) ２区 (中学生) ３区 (女　子) ４区 (一　般) ５区 (一　般) ６区 (一　般) ７区 (女　子) ８区 (一　般) ９区 (40歳以上) １０区 (中学生)

5.459㎞ 3.2㎞ 2.9㎞ 4.0㎞ 5.3㎞ 5.4㎞ 3.7㎞ 5.2㎞ 3.2㎞ 3.8㎞

第１回青森県民駅伝競走大会

各市町村選手オーダー一覧

　　　　　　　区　分
ゼッケン・
市町村名

吉川　　主 越膳真太郎 木下　香里 沢井　浩樹 能渡　正人 川島　忠孝 工藤　直子 能渡　信也 前田　　亮 坪田　大仁

(19′45″) (11′12″) (11′35″) (14′41″) (18′37″) (18′53″) (17′18″) (17′54″) (13′20″) (13′03″)

立成　真章 阿部　潤一 能登　淳子 坪田　直樹 伊藤　輝貴 石澤　尚人 奥本安由美 宮野　達也 内藤  　要 磯川　勝也

(21′36″) (11′48″) (12′27″) (16′39″) (21′58″) (22′22″) (14′22″) (19′27″) (14′00″) (13′52″)

北村　徳広 山口　友成 三上　紅子 北山　健一 木下　則行 佐々木英明 楢山　珠子 三谷　　剛 永井司佐雄 大山　　洋

(18′39″) (10′23″) (12′56″) (14′53″) (21′03″) (21′01″) (17′05″) (20′50″) (12′42″) (14′17″)

北山　　智 滝田　　亮 嶋守奈津子 村上　高雄 北山　博司 小泉　清美 木村　世希 野沢　幸次 山田　　博 山田　隆志

(17′30″) (10′46″) (10′19″) (12′42″) (16′47″) (17′02″) (14′39″) (17′27″) (11′54″) (12′31″)

中山　忠志 成田　和俊 中山　朋子 林　　寿博 上明戸　桂 木村　貞男 上沢　真理 大畑　修一 松坂　明夫 立桶　武彦

(17′43″) (11′12″) (10′59″) (14′05″) (16′37″) (17′49″) (15′59″) (18′27″) (10′46″) (13′42″)

立花　　健 高谷　陽介 立花　睦子 立花　民壽 志村　聖治 沼沢　健悦 小笠原明美 手倉森　修 田中　善吉 手倉森　渉

(19′09″) (12′24″) (11′39″) (14′45″) (18′22″) (18′00″) (15′33″) (19′30″) (12′01″) (13′40″)

寺口　朋男 東　　康正 佐藤　千恵子 崎　　幸吉 小坂　和雄 荻沢　貴人 前山　絵美 新井田定雄 根坂　正志 小笠原　旭

(22′27″) (11′38″) (11′57″) (13′14″) (20′52″) (23′33″) (16′11″) (20′11″) (13′38″) (12′23″)
新郷村

風間浦村

佐井村

脇野沢村

福地村

南郷村

倉石村

67

61

62

63

66

64

65
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