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第３２回　市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会

主催：福島陸上競技協会，福島民報社

コース：郡山市～福島市

共催：福島県，福島県教育委員会，ラジオ福島，テレビユー福島

日付:2020-11-15 最終コール:9:40 競技開始:10:00

大会記録(GR)

オーダーリスト

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
4.7km 3.0km 9.3km 3.9km 7.0km 4.8km 5.7km 3.4km 8.4km

1 福島市 佐藤　美空 齋藤　健人 齋藤　彰人 長谷川　弘樹 阿部　有希 佐藤　眞尋 菅野　優空 瀬戸　悠理 長正　憲武
ｻﾄｳ ﾐｸ ｻｲﾄｳ ｹﾝﾄ ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｷ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ ｶﾝﾉ ﾕｱ ｾﾄ ﾕｳﾘ ﾅｶﾞｼｮｳ ﾉﾘﾀｹ

福島四中3年 福島三中3年 田村高3年 福島一中3年 ﾀｶﾏｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ 福島成蹊高3年 北信中3年 北信中3年 福島大3年
2 会津若松市 小島　さくら 山口　千皓 小畠　翼 新明　優太 戸田　優真 小池　蓮 佐藤　翔太 馬場　理奈 五十嵐　拓也

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ ｵﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ ｼﾝﾐｮｳ ﾕｳﾀ ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ ｺｲｹ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾔ
学法石川高2年 会津若松五中3年 法政大院 一箕中3年 学法石川高2年 学法石川高3年 学法石川高3年 会津若松一中3年 会津信用金庫

3 郡山市 小澤　夏美 増子　風希 菅野　裕二郎 谷中　晴 藤宮　歩 國分　健太 沖野　凌我 堀田　雅織 二瓶　大河
ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ ﾏｼｺ ﾌｳｷ ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾀﾆﾅｶ ﾊﾙ ﾌｼﾞﾐﾔ ｱﾕﾑ ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝﾀ ｵｷﾉ ﾘｮｳｶﾞ ﾎｯﾀ ｶｵﾘ ﾆﾍｲ ﾀｲｶﾞ

郡山一中教 富田中3年 学法石川高2年 郡山七中3年 学法石川高2年 学法石川高1年 学法石川高1年 郡山二中3年 日大東北高3年
4 いわき市 小野　真緒 大石　崇貴 鈴木　伸弥 植村　真登 川田　聖真 林　晃耀 富岡　晃世 本馬　心結 水口　敬斗

ｵﾉ ﾏｵ ｵｵｲｼ ﾀﾂｷ ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ ｳｴﾑﾗ ﾏﾅﾄ ｶﾜﾀﾞ ｾｲﾏ ﾊﾔｼ ｺｳﾖｳ ﾄﾐｵｶ ｺｳｾｲ ﾎﾝﾏ ﾐﾕ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲﾄ
茨城ｷﾘｽﾄ学園高1年 いわき秀英中3年 水城高3年 中央台南中3年 学法石川高1年 いわき総合高3年 田村高2年 湯本一中2年 いわき秀英学園教

5 白河市 井上　愛菜 鈴木　颯大 岡　剛史 豊田　廣 藤田　賢 荒木　和也 安濃　佑真 嶋崎　桃花 星　寛人
ｲﾉｳｴ ﾏﾅ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀﾞｲ ｵｶ ﾂﾖｼ ﾄﾖﾀ ﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ ｱﾗｷ ｶﾂﾔ ｱﾝﾉｳ ﾕｳﾏ ｼﾏｻﾞｷ ﾓﾓｶ ﾎｼ ﾋﾛﾄ

白河二中3年 表郷中2年 学法石川高3年 東中3年 白河市役所 ﾎｯﾄﾏﾝ 白河南中2年 白河二中2年 福島ｷﾔﾉﾝ
6 須賀川市 大森　美優 吉田　翔眞 太田　元紀 鈴木　奏真 横田　星那 田村　一平 海村　蓮 武田　愛実 加藤　将士

ｵｵﾓﾘ ﾐﾕ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ ﾖｺﾀ ｾﾅ ﾀﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ ｳﾐﾑﾗ ﾚﾝ ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾐ ｶﾄｳ ﾏｻｼ
田村高3年 西袋中3年 須賀川市ｽﾎﾟｰﾂ振協 仁井田中3年 田村高2年 ﾔﾏﾄBOXﾁｬｰﾀｰ 田村高3年 須賀川二中2年 自衛隊郡山

7 喜多方市 豊子　留奈 小林　叶夢 渡部　唯良 生江　倫太郎 高橋　康之介 齋藤　春都 加藤　伸治 長谷川　美花 齋藤　斗和
ﾄﾖｺ ﾙﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ ﾅﾏｴ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾉｽｹ ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾅ ｻｲﾄｳ ﾄﾜ

喜多方桐桜高3年 喜多方三中3年 学法石川高3年 喜多方二中2年 学法石川高1年 学法石川高1年 赤帽 喜多方一中2年 田村高2年
8 相馬市 米山　美幸 今野　湧翔 木内　康介 佐藤　叡心 山中　智貴 増子　航誠 青木　輝汰 千田　瑠唯 早田　洋平

ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ ｺﾝﾉ ﾕｳﾄ ｷｳﾁ ｺｳｽｹ ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ ﾏｽｺ ｺｳｾｲ ｱｵｷ ｺｳﾀ ﾁﾀﾞ ﾙｲ ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ
ﾍｱﾒｲｸ ｱﾝﾎﾞﾆｰ 向陽中3年 IHI相馬 中村二中1年 田村高2年 向陽中3年 中村一中2年 中村一中3年 相馬市役所

9 二本松市 松本　怜美 安斎　陸久 宍戸　結紀 大内　亜彩希 渡辺　徳 土屋　優斗 半澤　拓見 安齋　響 神野藤　宏行
ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾐ ｱﾝｻﾞｲ ﾘｸ ｼｼﾄ ﾕｳｷ ｵｵｳﾁ ｱｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｱﾝｻﾞｲ ｷｮｳ ｶﾝﾉﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

福島東高2年 小浜中2年 学法石川高2年 東和中3年 JA共済連 福島工高3年 福島県庁 二本松二中2年 あだたらﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
10 田村市 関根　くるみ 山野　睦生 佐藤　聖那 佐久間　大貴 橋本　櫂知 栁沼　大綺 渡邉　煉仁 奥山　真波 志田　徹

ｾｷﾈ ｸﾙﾐ ﾔﾏﾉ ﾑﾂｷ ｻﾄｳ ｾﾅ ｻｸﾏ ﾀﾞｲｷ ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾁ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ ｵｸﾔﾏ ﾏﾅﾐ ｼﾀﾞ ﾄｵﾙ
船引中1年 船引中3年 田村高2年 船引中2年 船引中3年 船引中3年 常葉中3年 船引中2年 船引郵便局

11 南相馬市 佐藤　小陽 日下　稜空 林　尚範 立谷　琉偉 山下　知也 佐藤　亨介 渡邉　優典 小林　美晴 小元　健
ｻﾄｳ ｺﾊﾙ ｸｻｶ ﾘｸ ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ ﾀﾁﾔ ﾙｲ ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾊﾙ ｵﾓﾄ ｹﾝ

原町高3年 石神中2年 相馬地方水道 原町一中3年 原町一中教 小高中3年 原町高1年 石神中1年 あぶくま信金東支店
12 伊達市 金澤　陶子 佐藤　柊斗 鈴木　淳文 白坂　冬聖 野田　純平 菅野　裕太 奥野　陽太 前田　愛咲弘 森　大翔

ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳｺ ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ ｽｽﾞｷ ｷﾖﾌﾐ ｼﾗｻｶ ﾄｱ ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ ｵｸﾉ ﾖｳﾀ ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾋ ﾓﾘ ﾋﾛﾄ
福島西高2年 桃陵中1年 24ﾌｨｯﾄﾈｽｱﾐｰｺﾞ 桃陵中2年 福島県警察本部 国際医看福大学校1年 福島東高2年 伊達中3年 福島東高3年

13 本宮市 渡邊　紫織 斉藤　陽一郎 遠藤　滉己 樋口　拓海 松岡　颯馬 國分　遥哉 遠藤　舟 石川　紗生 村上　秀
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ﾏﾂｵｶ ﾌｳﾏ ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾙﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ ｲｼｶﾜ ｻｷ ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ

日本生命郡山 本宮一中2年 福島東高2年 白沢中2年 学法石川高1年 白沢中3年 安達高2年 本宮二中2年 自衛隊郡山
14 桑折町 亀岡　花凜 熊谷　卓大 鈴木　諒 加藤　郁 朽木　颯辰 吉田　新 岩﨑　春翔 田中　優菜 大谷　葵

ｶﾒｵｶ ｶﾘﾝ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ｶﾄｳ ﾌﾐ ｸﾁｷ ｿｳﾀﾂ ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾄ ﾀﾅｶ ﾕﾅ ｵｵﾀﾆ ｱｵｲ
学法石川高2年 醸芳中3年 福島東高2年 醸芳中2年 聖光学院高2年 福島ｺﾞﾑ 醸芳中3年 醸芳中1年 伊達市ｽﾎﾟｰﾂ振興

15 国見町 武田　実黎 鑓水　裕人 宇之澤　和貴 古川　楓 岩城　賢明 田口　幸一 後藤　仁志 高野　美々莉 齋藤　春稀
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾚｲ ﾔﾘﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ ｳﾉｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾌﾙｶﾜ ｶｴﾃﾞ ｲﾜｷ ﾖｼﾋﾛ ﾀｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ ﾀｶﾉ ﾐﾐﾘ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
福島高2年 県北中2年 福島県立医科大学 県北中2年 ﾄｽﾈｯﾄ南東北 佐川急便福島 伊達地方衛生処理 県北中3年 福島商業高1年

16 川俣町 黒江　彩聖 齋藤　佑成 飯沼　大晴 菅野　康太 遠藤　真斗 三浦　翼 飯沼　颯人 髙木　南美 本田　渉
ｸﾛｴ ｻｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ ｲｲﾇﾏ ﾀｲｾｲ ｶﾝﾉ ｺｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ ﾐｳﾗ ﾂﾊﾞｻ ｲｲﾇﾏ ﾊﾔﾄ ﾀｶｷﾞ ﾐﾅﾐ ﾎﾝﾀﾞ ﾜﾀﾙ

学法石川高3年 川俣中3年 川俣中3年 川俣中3年 聖光学院高3年 聖光学院高2年 川俣中1年 川俣中2年 角庄商店
17 鏡石町 角田　美智子 増子　陽太 佐藤　征昭 長尾　虹汰 佐原　尚樹 新田　勝士 塚原　健司 高宮　未羽 石井　智大

ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾁｺ ﾏｼｺ ﾖｳﾀ ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ ﾅｶﾞｵ ｺｳﾀ ｻﾊﾗ ﾅｵｷ ﾆｯﾀ ｶﾂｼﾞ ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ﾀｶﾐﾔ ﾐｳ ｲｼｲ ﾁﾋﾛ
ｶﾜﾁ薬品 鏡石中1年 鏡石町役場 鏡石中1年 自衛隊郡山 須賀川支援教 鏡石町教育委員会 鏡石中2年 かがみいしSC

18 矢吹町 前場　美優 松本　樹伊 山田　康生 飯島　未来 平賀　大貴 市ノ渡　拓也 渡邊　隼翼 井澤　裕佳 柳沼　順朝
ﾏｴﾊﾞ ﾐﾕｳ ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭｲ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾗｲ ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ ｲﾁﾉﾜﾀﾘ ﾀｸﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ ｲｻﾞﾜ ﾕｳｶ ﾔｷﾞﾇﾏ ｶｽﾞｻ

帝京安積高3年 矢吹中3年 学法石川高2年 矢吹中3年 学法石川高1年 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ悠 清陵情報高3年 矢吹中3年 川合運輸
19 棚倉町 吉田　七海 安藤　智 佐久間　悠斗 鈴木　光 渡邊　智哉 菊地　貫太 須藤　龍満 滝深　心咲 安藤　要

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ ｻｸﾏ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ ｷｸﾁ ｶﾝﾀ ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳﾏ ﾀｷﾌｶ ﾐｻｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾒ
日大東北高2年 棚倉中2年 学法石川高3年 棚倉中2年 白河旭高1年 学法石川高1年 修明高1年 棚倉中2年 白河高2年

20 矢祭町 檜山　侑那 鈴木　勇史郎 本多　悠夢 本多　涼介 髙橋　竜一 金子　一則 緑川　侑真 篠田　日向 鈴木　薫
ﾋﾔﾏ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ﾕ ｳｼﾞﾛｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾑ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｲﾁ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾉﾘ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾏ ｼﾉﾀﾞ ﾋﾅ ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ

学法石川高2年 矢祭中3年 日大東北高2年 矢祭中2年 矢祭町役場 村立東海病院 矢祭中3年 石川義塾中2年 矢祭町役場
21 塙町 山口　桃香 近藤　奨 鈴木　陽人 石川　悠雅 添田　悠翔 藤田　昌也 増子　魁 福本　かなさ 後藤　直樹

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｶ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ｲｼｶﾜ ﾕｳｶﾞ ｿｴﾀ ﾕｳﾄ ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ ﾏｼｺ ｶｲ ﾌｸﾓﾄ ｶﾅｻ ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ
塙中2年 塙中3年 白河高2年 塙中3年 塙中2年 塙中2年 塙中2年 塙中2年 塙工高3年

22 石川町 田子　明花莉 野﨑　考大 下山田　稜 佐川　楓雅 長田　拓巳 塩田　羽希 松下　竜大 木戸　望乃実 今村　大紀
ﾀｺﾞ ｱｶﾘ ﾉｻﾞｷ ｺｳﾀ ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ ｻｶﾞﾜ ﾌｳｶﾞ ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾐ ｼｵﾀ ｳﾂｷ ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳﾀ ｷﾄﾞ ﾉﾉﾐ ｲﾏﾑﾗ ﾀｲｷ

石川中3年 石川中3年 学法石川高3年 石川中3年 学法石川高2年 学法石川高2年 学法石川高1年 石川中1年 石川支援学校
23 浅川町 大場　芽衣 齋藤　一筋 圓谷　吏生 我妻　亮紀 須藤　宏皓 八木沼　和夫 八木沼　那生 圓谷　仁渚 矢吹　啓介

ｵｵﾊﾞ ﾒｲ ｻｲﾄｳ ｲﾁｽﾞ ﾂﾑﾗﾔ ﾘｵ ﾜｶﾞﾂﾏ ﾘｷ ｽﾄｳ ﾋﾛｱｷ ﾔｷﾞﾇﾏ ｶｽﾞｵ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾅｲｷ ﾂﾑﾗﾔ ﾆﾅ ﾔﾌﾞｷ ｹｲｽｹ
浅川中 浅川中3年 学法石川高2年 浅川中3年 自衛隊郡山 日本精工 清陵情報高3年 石川中2年 自衛隊福島

24 古殿町

25 三春町 佐久間　珀亜 安齋　朋樹 長谷川　徹 本多　春樹 黒羽　俊輔 太田　翔空 下山田　陽登 小野寺　果子 浦山　陽介
ｻｸﾏ ﾊｸｱ ｱﾝｻﾞｲ ﾄﾓｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ｸﾛﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾀ ﾄｱ ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｺ ｳﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ

田村高1年 岩江中3年 自衛隊郡山 三春中2年 田村高2年 田村高2年 田村高3年 三春中2年 斎藤下の湯
26 小野町 伊原　乃紅 吉田　政昭 先﨑　洋樹 長谷川　陽仁 矢吹　恭叶 清野　快斗 村上　明真 久下　はる菜 先﨑　太空海

ｲﾊﾗ ﾉｱ ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ ｾﾝｻﾞｷ ﾋﾛｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾄ ｾｲﾉ ｶｲﾄ ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾏ ｸｹﾞ ﾊﾙﾅ ｾﾝｻﾞｷ ﾀｸﾐ
小野中3年 小野中2年 自衛隊郡山 小野中2年 田村高1年 小野中3年 小野中3年 小野中3年 小野高2年

27 南会津町

28 下郷町 松矢　夏月葵 弓田　悠翔 星　直人 小山　羚 星　雄介 宇梶　哩惟河 渡部　雄大 玉川　史桜 星　碧斗
ﾏﾂﾔ ﾅﾂｷ ﾕﾐﾀ ﾕｳﾄ ﾎｼ ﾅｵﾄ ｵﾔﾏ ﾘｮｳ ﾎｼ ﾕｳｽｹ ｳｶｼﾞ ﾘｲｶﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀﾏｶﾜ ｼｵﾝ ﾎｼ ｱｵﾄ

下郷中1年 下郷中2年 共栄建設 下郷中2年 白河旭高教 下郷中2年 下郷中3年 下郷中2年 下郷町役場
29 只見町

30 西会津町 江川　愛彩美 清野　樹 伊藤　大河 岩原　遥音 伊藤　亜久里 髙野　駿 鈴木　俊哲 伊藤　詩野 大場　悠
ｴｶﾞﾜ  ｱｻﾐ ｾｲﾉ  ｲﾂｷ ｲﾄｳ  ﾀｲｶﾞ ｲﾜﾊﾗ  ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ  ｱｸﾞﾘ ﾀｶﾉ  ｼｭﾝ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ ｲﾄｳ  ｼﾉ ｵｵﾊﾞ  ﾕｳ

西会津中3年 西会津中2年 会津高2年 西会津中3年 東亜ﾃｸﾆｶﾙ会津若松 西会津中3年 会津学鳳高1年 西会津中2年 西会津町役場
31 磐梯町 五十嵐　みなみ 池田　翔吾 佐藤　信一郎 鈴木　重孝 長　駿吾 矢吹　和之 秋山　勇樹 伊藤　柚葉 穴澤　宏之

ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾀｶ ｵｻ ｼｭﾝｺﾞ ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ ｱﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ
会津学鳳高2年 磐梯中3年 五色荘 磐梯中3年 磐梯中3年 猪苗代消防磐梯 磐梯中3年 磐梯中3年 日曹金属化学

32 猪苗代町 小板橋　梨亜 阿部　大輝 安部　諒嘉 笠間　莉斗 大橋　清陽 佐藤　真央 鈴木　有人 安部　花穏 一ノ瀬　大和
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｱ ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ｱﾍﾞ ﾘｮｳｶ ｶｻﾏ ﾘﾄ ｵｵﾊｼ ｷﾖﾊﾙ ｻﾄｳ ﾏｵ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ ｲﾁﾉｾ ﾔﾏﾄ

猪苗代中2年 猪苗代中3年 田村高3年 猪苗代中3年 学法石川高1年 日大東北高1年 猪苗代高2年 東中1年 会津若松ｻﾞﾍﾞﾘｵ高1年

33 会津坂下町 渡辺　乙羽 伊藤　悠人 田代　直希 河原田　大樹 鈴木　翔 山田　遥希 永山　義信 永山　七雛 田中　啓太
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄﾊ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ﾀｼﾛ ﾅｵｷ ｶﾜﾗﾀﾞ ﾀｲｷ ｽｽﾞｷ ｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾅﾅ ﾀﾅｶ ｹｲﾀ

会津学鳳高2年 坂下中3年 自衛隊郡山 坂下中2年 会津学鳳高3年 会津農林高3年 会津坂下町役場 坂下中1年 会津坂下町役場
34 柳津町 長谷川　和葉 白井　和樹 赤城　直也 岩佐　陽生 箕田　誠也 伊藤　快飛 小林　大祐 伊藤　胡桃 國分　真介

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾊ ｼﾗｲ ｶｽﾞｷ ｱｶｷﾞ ﾅｵﾔ ｲﾜｻ ﾊﾙｷ ﾐﾀ ｾｲﾔ ｲﾄｳ ｶｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾄｳ ｸﾙﾐ ｺｸﾌﾞﾝ ｼﾝｽｹ
会津柳津学園中2年 会津柳津学園中1年 会津若松消防 会津柳津学園中2年 柳津町役場 会津柳津学園中1年 会津若松消防 会津柳津学園中1年 会津清掃
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ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
4.7km 3.0km 9.3km 3.9km 7.0km 4.8km 5.7km 3.4km 8.4km

35 会津美里町 久家　すずか 猪股　秀哉 橋本　稜平 吉田　遼太朗 福田　勝太郎 鴻巣　隼人 星　海登 長谷川　小枝 木村　有希
ｸｹﾞ ｽｽﾞｶ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｺｳﾉｽ ﾊﾔﾄ ﾎｼ ｶｲﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｺｴﾀﾞ ｷﾑﾗ ﾕｳｷ
高田中3年 高田中2年 高田小 高田中2年 会津高3年 JA会津よつば 会津学鳳高2年 高田中1年 葵高3年

36 広野町 長谷川　莉子 倉田　純矢 大和田　貴治 島村　晃登 佐藤　友貴 阿部　知弘 根本　翔 佐々木　美耀 半澤　悠司
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ ｼﾏﾑﾗ ｱｷﾄ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ ﾈﾓﾄ ｼｮｳ ｻｻｷ ﾐﾊﾔ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

学法石川高3年 広野中2年 田村高2年 広野中3年 富士ﾌｨﾙﾑﾜｺｰｹﾐｶﾙ 東京電力 住鉱ｴﾅｼﾞｰﾏﾃﾘｱﾙ 広野中3年 広野みかんｸﾗﾌﾞ
37 楢葉町 奥山　優愛 奥山　聖也 鹿野　捷人 長谷川　翔哉 菊地　駿佑 佐藤　純 坂本　光 坂本　羽愛 猪狩　勝也

ｵｸﾔﾏ ﾕﾅ ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ ｶﾉ ﾊﾔﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ ｻｶﾓﾄ ｳｱ ｲｶﾞﾘ ｶﾂﾔ
ふたば未来学園高1年 平三中2年 楢葉中教 ふたば未来学園中1年 東京電力 楢葉町社会福祉協議会 南方工業 平二中1年 東京電力

38 富岡町 山浦　波留 江田　和博 稲光　翔太郎 川端　悠音 渡邊　善幸 渡邊　智幸 関根　翔太 川田　百華 杉浦　壮哉
ﾔﾏｳﾗ ﾊﾙ ｺｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｲﾅﾐﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ ｾｷﾈ ｼｮｳﾀ ｶﾜﾀ ﾓﾓｶ ｽｷﾞｳﾗ ｿｳﾔ

ふたば未来学園高3年 ふたば未来学園中3年 ふたば未来学園高3年 富岡二中2年 富岡町役場 広野町教育委員会 ふたば未来学園中3年 ふたば未来学園中3年 ふたば未来学園高3年

39 大熊町 渡邊　友美 坂本　卓海 高橋　賢人 柳田　文徳 蛸井　光 森　暁彦 柳田　学徳 渡邊　凛 柳田　明徳
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ ﾔﾅｷﾞﾀ ﾌﾐﾄ ﾀｺｲ ﾋｶﾙ ﾓﾘ ｱｷﾋｺ ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾞｸﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ ﾔﾅｷﾞﾀ ｱｷﾄ

郡山一中3年 大野小講師 好間中2年 東京電力 東京電力 医療創生大2年 中央台北中3年 いわき総合高3年
40 双葉町 秋元　愛 黒木　劉心 井戸川　俊 新妻　翔和 佐藤　剛 山田　兼也 白井　文人 佐藤　美月 秋元　正人

ｱｷﾓﾄ ｱｲ ｸﾛｷ ﾘｭｳｼﾝ ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝ ﾆｲﾂﾏ ﾄﾜ ｻﾄｳ ｺﾞｳ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾔ ｼﾗｲ ﾌﾐﾋﾄ ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄ
双葉町駅伝部 船引中3年 双葉町役場 いわき秀英中1年 回生鍼灸東洋院 双葉町駅伝部 双葉町駅伝部 小川中1年 経済産業省

41 浪江町 大場　ひなり 半谷　彪真 石井　京輔 西原　侑祐 山本　崚介 千葉　弘信 佐藤　宏紀 大柿　瑠凛 山本　幸輝
ｵｵﾊﾞ ﾋﾅﾘ ﾊﾝｶﾞｲ ﾋｮｳﾏ ｲｼｲ ｹｲｽｹ ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ｵｵｶﾞｷ ﾙﾘ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
田村高3年 いわき秀英中1年 福島東高3年 いわき秀英中2年 ﾀﾆｺｰ ふたば復興事務所 国際情工科大 清水中3年 平成建設

42 新地町 大須賀　愛依 大塚　大也 木村　紘貴 小野　恭輔 渡部　雅也 新妻　幹人 蛯原　弘修 但野　紗弥 高口　雄太郎
ｵｵｽｶ ﾒｲ ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲﾔ ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ ｵﾉ ｷｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ ﾆｲﾂﾏ ﾐｷﾄ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾀﾀﾞﾉ ｻﾔ ﾀｶｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

東北福祉大1年 尚英中3年 鹿島加工ｻｰﾋﾞｽ 尚英中3年 IHI 小高産業技術高2年 DDPｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 尚英中2年 新地町役場
43 大玉村 下平　奈々 矢吹　大輔 渡辺　昴 國分　優空 朝倉　渉 蓮沼　哲哉 高橋　健治 大竹　紗貴 遠藤　春斗

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅﾅ ﾔﾌﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾊﾞﾙ ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｳ ｱｻｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾊｽﾇﾏ ﾃﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ ｵｵﾀｹ ｻｷ ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
大玉中2年 大玉中1年 自衛隊福島 大玉中2年 福島南高1年 福島大教 福島県警察本部 大玉中2年 福島東稜高2年

44 天栄村 岩崎　麻知子 添田　晄次 佐藤　輝歩 三島木　煌成 佐々木　大蔵 小針　壱登 川崎　賢一 宗方　萌歌 吉田　哲也
ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ ｿｴﾀ ｺｳｼﾞ ｻﾄｳ ｷﾗﾄ ﾐｼﾏｷﾞ ｺｳｾｲ ｻｻｷ ﾀｲｿﾞｳ ｺﾊﾞﾘ ｲﾁﾄ ｶﾜｻｷ ｹﾝｲﾁ ﾑﾅｶﾀ ﾎﾉｶ ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

学法石川高1年 天栄中2年 学法石川高1年 天栄中3年 天栄中3年 天栄中2年 天栄村役場 天栄中3年 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ
45 西郷村 矢内　楓恋 藤田　和生 山縣　功季 大栗　拓真 馬場　楓 園川　雅樹 佐藤　壮真 佐藤　舞歩 佐藤　直樹

ﾔﾅｲ ｶﾚﾝ ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｷ ｵｵｸﾘ ﾀｸﾏ ﾊﾞﾊﾞ ｶｴﾃﾞ ｿﾉｶﾜ ﾏｻｷ ｻﾄｳ ｿｳﾏ ｻﾄｳ ﾏﾎ ｻﾄｳ ﾅｵｷ
日大東北高3年 西郷二中2年 日大東北高3年 西郷二中3年 日大東北高3年 西郷村役場 白河高1年 西郷二中1年 那須町役場

46 泉崎村 西槇　杏莉 石井　裕人 西槇　駿祐 三瓶　暖斗 兼子　卓也 塩澤　裕也 和田　颯太 久保木　彩 福田　健人
ﾆｼﾏｷ ｱﾝﾘ ｲｼｲ ﾕｳﾄ ﾆｼﾏｷ ｼｭﾝｽｹ ｻﾝﾍﾟｲ ﾊﾙﾄ ｶﾈｺ ﾀｸﾔ ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ﾜﾀﾞ ｿｳﾀ ｸﾎﾞｷ ｱﾔ ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾄ

学法石川高1年 泉崎中3年 学法石川高3年 泉崎中3年 秋山錠剤 秋山錠剤 福島大2年 泉崎中2年 自衛隊郡山
47 中島村 長谷部　唯 小室　颯汰 郷　龍輔 大澤　悠希 廣澤　和典 吉田　陸人 矢吹　千之助 水野谷　風歌 緑川　龍太郎

ﾊｾﾍﾞ ﾕｲ ｺﾑﾛ ｿｳﾀ ｺﾞｳ ﾘｭｳｽｹ ｵｵｻﾜ ﾊﾙｷ ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾞﾉﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ ﾔﾌﾞｷ ｾﾝﾉｽｹ ﾐｽﾞﾉﾔ ﾌｳｶ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ
田村高3年 中島中2年 伊達物産 中島中2年 自衛隊郡山 中島中2年 中島村役場 中島中2年 中島村役場

48 鮫川村 本郷　芽生 武藤　正樹 円井　純一 鈴木　一真 鈴木　悟 圓井　敏彦 江田　和彦 須藤　百香 中島　雅隆
ﾎﾝｺﾞｳ ﾒｲ ﾑﾄｳ ﾏｻｷ ﾂﾑﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ ﾂﾑﾗｲ ﾄｼﾋｺ ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ｽﾄｳ ﾓﾓｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ
鮫川中1年 鮫川中2年 学法石川高3年 鮫川中2年 鮫川たんぽぽの家 ALSOK福島 SMC矢祭工場 鮫川中3年 ｽｽﾞｷ製作所

49 玉川村 坂本　実乃里 鈴木　那賀登 宗形　大 石井　将輝 関根　聡 田母神　真広 添田　祥平 添田　結衣 佐藤　匠
ｻｶﾓﾄ ﾐﾉﾘ ｽｽﾞｷ ﾅｶﾞﾄ ﾑﾅｶﾀ ﾀﾞｲ ｲｼｲ ｼｮｳｷ ｾｷﾈ ｻﾄｼ ﾀﾓｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ ｿｴﾀ ｼｮｳﾍｲ ｿｴﾀ ﾕｲ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

学法石川高2年 玉川中3年 郡山健科専1年 玉川中3年 東洋ｼｬﾌﾄ 郡山水産 玉川中3年 玉川中1年 玉川村役場
50 平田村 須釜　凜 宗像　安里 吉田　凌 関根　僚哉 磯　光清 吉田　竜仁朗 池水　優杜 山口　真央 鈴木　優行

ｽｶﾞﾏ ﾘﾝ ﾑﾅｶﾀ ｱﾝﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ｾｷﾈ ﾄﾓﾔ ｲｿ ｺｳｾｲ ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ｲｹﾐｽﾞ ﾏﾅﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ
帝京安積高1年 ひらた清風中2年 学法石川高3年 ひらた清風中3年 学法石川高1年 ひらた清風中2年 清陵情報高1年 ひらた清風中1年 自衛隊郡山

51 北塩原村 平尾　暁絵 鈴木　ひかる 江川　大夢 内海　瞳己 佐藤　雄大 樟山　瑛翔 内海　彰悟 内海　彩音 山本　礼人
ﾋﾗｵ ｱｷｴ ｽｽﾞｷ  ﾋｶﾙ ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ｳﾁｳﾐ ﾄｳｷ ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｸﾇｷﾞﾔﾏ ｱｷﾄ ｳﾁｳﾐ ｼｮｳｺﾞ ｳﾁｳﾐ ｱﾔﾈ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾄ

学法石川高1年 北塩原一中3年 田村高3年 北塩原一中3年 田村高1年 喜多方高2年 会津学鳳高2年 北塩原一中1年 喜多方東高3年
52 飯舘村 菅野　裕日子 髙橋　隆聖 大内　龍太郎 髙橋　大和 大内　匡泰 佐藤　彰洋 三浦　有矢 杉岡　佳朋 高橋　良太

ｽｹﾞﾉ ﾕｲｺ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ ｵｵｳﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ ｵｵｳﾁ ﾏｻﾔｽ ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ ｽｷﾞｵｶ ｶﾎ	 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ
飯舘村役場 いいたて希望学園9年 飯舘村社会福祉協議会 いいたて希望学園9年 菊池製作所 南相馬消防 いいたて希望の里学園 いいたて希望学園8年 いいたて希望の里学園

53 希望ふくしま 木戸　美帆 滝沢　宏樹 本名　萩 星　晴渡 玉木　章吾 長谷川　倭斗 小松　昭 渡部　美愛 小松　凌大
ｷﾄﾞ ﾐﾎ ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾎﾝﾅ ｼｭｳ ﾎｼ ﾊﾙﾄ ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ ｺﾏﾂ ｱｷﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｶ ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

石川町社会福祉協議会 金山中3年 若松商高2年 檜枝岐中3年 葛尾中教 川口高2年 三島町役場 湯川中2年 会津高2年
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

4.7km 3.0km 9.3km 3.9km 7.0km 4.8km 5.7km 3.4km 8.4km
区間記録                                                                                                             

                                                                                                            


