
第６８回 宮城県駅伝競走大会 区間記録一覧表
日時：平成２６年１１月１６日(日)  場所：石巻市総合運動公園　北上川周回コース

相澤拓実 石代剛之 武藤瑞樹 鈴木貴史 早坂光司 尾形翔平 藤澤萌人
1 仙塩高校選抜Ａ 東北大学Ａ 多賀城自衛隊Ａ 東北大学Ａ 石巻ＲＣ Ａ 東北大学Ａ 東北大学Ａ

20:16 [ 1] 20:22 [ 1] 18:40 [ 1] 26:49 [ 1] 30:23 [ 1] 31:18 [ 1] 20:27 [ 1]
横田拓樹 千葉雅也 碓井将也 菅井拓也 本間涼介 我妻嘉仁 関　龍飛

2 石巻ＲＣ Ａ 仙塩高校選抜Ａ 東北大学Ａ ＹＫＫ ＡＰ東北 東北大学Ａ 多賀城自衛隊Ａ 多賀城自衛隊Ａ
20:23 [ 2] 20:26 [ 2] 18:41 [ 2] 26:59 [ 2] 30:24 [ 2] 31:25 [ 2] 20:43 [ 2]

高橋勇成 斉藤丈博 佐々木達也 羽生良樹 齋藤貴哉 天野誠也 小野寺拓磨
3 古川工業 東北方面特科隊 仙塩高校選抜Ａ おおさきＲＣ 仙南高校選抜Ａ 仙南高校選抜Ａ 東北方面特科隊

20:25 [ 3] 20:37 [ 3] 18:46 [ 3] 27:13 [ 3] 30:48 [ 3] 31:46 [ 3] 21:10 [ 3]
菊地正隆 檜野晃宏 三田村浩気 中島法明 佐藤栄寿 高橋真央 高橋隼人

4 あぶくまＡＣ ＹＫＫ ＡＰ東北 東北学院大学 多賀城自衛隊Ａ あぶくまＡＣ 東北学院大学 古川工業
20:30 [ 4] 20:39 [ 4] 18:48 [ 4] 27:17 [ 4] 30:48 [ 3] 32:03 [ 4] 21:35 [ 4]

三上和樹 佐藤佳津真 齋藤優介 中野和也 菅原安正 渡辺誠也 曽根赴紘
5 東北駅伝同好会 おおさきＲＣ 古川工業 広瀬川ＲＣ 東北方面特科隊 仙塩高校選抜Ａ おおさきＲＣ

20:33 [ 5] 20:44 [ 5] 19:09 [ 5] 27:19 [ 5] 30:55 [ 5] 32:12 [ 5] 21:43 [ 5]
原　一貴 多田拓未 太田拓未 武田　勝 山本悠平 小野寺正雄 宮本貴仁

6 東北方面特科隊 東北学院大学 仙塩高校選抜Ｂ 東北方面特科隊 東北駅伝同好会 広瀬川ＲＣ ＹＫＫ ＡＰ東北
20:34 [ 6] 20:46 [ 6] 19:16 [ 6] 27:22 [ 6] 30:55 [ 5] 32:33 [ 6] 21:46 [ 6]

初澤　晋 後藤俊英 佐藤　匠 佐々木佳輔 沼田浩毅 根本一輝 三品浩紀
7 みやきょうＲＣ 多賀城自衛隊Ａ 多賀城自衛隊Ｂ 古川工業 ＹＫＫ ＡＰ東北 東北方面特科隊 東北学院大学

20:47 [ 7] 20:51 [ 7] 19:18 [ 7] 27:25 [ 7] 30:56 [ 7] 32:35 [ 7] 21:50 [ 7]
結城広大 佐藤暁人 近藤一樹 佐藤和也 下條洋平 土肥恭平 安島雄二

8 東北学院大学 古川工業 東北大学Ｂ 東北学院大学 広瀬川ＲＣ ＹＫＫ ＡＰ東北 広瀬川ＲＣ
20:49 [ 8] 20:53 [ 8] 19:26 [ 8] 27:28 [ 8] 30:59 [ 8] 32:35 [ 7] 22:03 [ 8]

長谷達也 相澤　賢 成澤啓嗣 伊藤和哉 板垣佑弥 鶴石　楽 木村孝浩
9 多賀城自衛隊Ａ 石巻ＲＣ Ａ 東北方面特科隊 仙塩高校選抜Ａ 古川工業 仙台市役所 石巻ＲＣ Ａ

20:49 [ 9] 20:57 [ 9] 19:38 [ 9] 27:40 [ 9] 31:04 [ 9] 32:40 [ 9] 22:09 [ 9]
大沼高徳 芦名功樹 佐々木佳祐 土方貴道 齋藤寛峻 齋藤晃彦 星　隆次

10 広瀬川ＲＣ 仙南高校選抜Ａ おおさきＲＣ 東北大学医学部陸上競技部東北大学Ｃ 宮崎建設クラブ 仙塩高校選抜Ａ
21:00 [10] 21:08 [10] 19:41 [10] 28:01 [10] 31:05 [10] 32:43 [10] 22:15 [10]

大江駿介 遠藤佑弥 中川原匠 伊藤雅晃 佐々木侑一 佐藤雄太郎 遠藤和希
11 ＹＫＫ ＡＰ東北 宮崎建設クラブ 宮崎建設クラブ 仙南高校選抜Ａ 多賀城自衛隊Ａ 東北大学医学部陸上競技部仙南高校選抜Ｂ

21:10 [11] 21:16 [11] 19:41 [10] 28:11 [11] 31:06 [11] 32:49 [11] 22:22 [11]
渋谷　舜 小倉健太 奥田　俊 遠藤直樹 今野泰平 小野寺元気 古川優人

12 仙塩高校選抜Ｂ 仙塩高校選抜Ｂ 石巻ＲＣ Ａ 石巻ＲＣ Ａ おおさきＲＣ おおさきＲＣ 仙塩高校選抜Ｃ
21:13 [12] 21:17 [12] 19:44 [12] 28:12 [12] 31:07 [12] 32:53 [12] 22:23 [12]

高橋仙一 藤原　啓 岡崎千景 小野大輔 相沢悠斗 佐藤　学 三浦慧士
13 東北大学Ｂ 東北大学医学部陸上競技部仙塩高校選抜Ｃ 仙塩高校選抜Ｂ 宮崎建設クラブ あぶくまＡＣ 仙南高校選抜Ａ

21:15 [13] 21:31 [13] 19:48 [13] 28:20 [13] 31:20 [13] 32:58 [13] 22:26 [13]
髙橋　陽 高村静雄 鈴木　考 佐々木均 堀内淳平 及川憲一 青木健至

14 宮崎建設クラブ 広瀬川ＲＣ 広瀬川ＲＣ 仙塩高校選抜Ｃ 仙塩高校選抜Ａ 石巻ＲＣ Ａ あぶくまＡＣ
21:32 [14] 21:42 [14] 19:54 [14] 28:28 [14] 31:31 [14] 33:08 [14] 22:29 [14]

紺野佳輝 日野泰正 阿部和明 荒川和哉 関　俊樹 南雲信之介 西井大樹
15 多賀城自衛隊Ｂ 仙塩高校選抜Ｃ あぶくまＡＣ 東北駅伝同好会 東北大学医学部陸上競技部東北大学Ｃ 東北大学Ｂ

21:33 [15] 21:42 [14] 20:00 [15] 28:32 [15] 31:58 [15] 33:10 [15] 22:37 [15]
根本　健 佐藤佑樹 三塚　彰 土生　篤 結城諒平 大坂雄一郎 秋山志遠

16 たんぽぽＲＣ 仙南高校選抜Ｂ ＹＫＫ ＡＰ東北 あぶくまＡＣ 東北学院大学 栗原登米高校選抜 仙塩高校選抜Ｂ
21:34 [16] 21:47 [16] 20:04 [16] 28:39 [16] 32:09 [16] 33:29 [16] 22:44 [16]

西京　毅 斉藤智哉 荒井一希 石川英樹 神　寛樹 本田雄生 熊谷　駿
17 東北大学Ａ 石巻ＲＣ Ｂ 仙南高校選抜Ａ 宮崎建設クラブ 石巻ＲＣ Ｂ 東北大学Ｂ 東北大学Ｃ

21:38 [17] 21:59 [17] 20:10 [17] 28:50 [17] 32:09 [16] 33:35 [17] 22:46 [17]
山本尚輝 今井兼人 田島晃輝 長田裕平 小松広樹 中森巧記 大友理貴

18 東北大学医学部陸上競技部たんぽぽＲＣ 宮城教育大学 仙南高校選抜Ｂ 多賀城自衛隊Ｂ 古川工業 宮崎建設クラブ
21:43 [18] 22:01 [18] 20:10 [17] 28:52 [18] 32:19 [18] 33:44 [18] 22:54 [18]

今野太郎 高橋龍星 庄司圭佑 皆川裕也 橋本延彦 二階堂啓吾 佐々木　昴
19 仙塩高校選抜Ｃ 東北大学Ｂ 仙南高校選抜Ｂ 石巻ＲＣ Ｂ 仙塩高校選抜Ｂ 東北駅伝同好会 多賀城自衛隊Ｂ

21:48 [19] 22:02 [19] 20:15 [19] 29:38 [19] 32:28 [19] 33:49 [19] 23:00 [19]
佐野寿樹 佐藤仁紀 藤井　諒 千葉　翼 大橋遥介 内海実夢 佐々木遥平

20 宮城教育大学 宮城教育大学 東北大学医学部陸上競技部多賀城自衛隊Ｂ 宮城教育大学 仙塩高校選抜Ｂ 宮城教育大学
21:53 [20] 22:06 [20] 20:32 [20] 29:43 [20] 32:45 [20] 34:03 [20] 23:02 [20]

邊見秀敏 畑岡　進 鹿野文明 安倍洋平 北原慶太 伊藤竜太 吾妻祐介
21 おおさきＲＣ 東北駅伝同好会 石巻ＲＣ Ｂ 鰐陵オービーズ 東北大学Ｂ 多賀城自衛隊Ｂ 東北大学医学部陸上競技部

21:55 [21] 22:08 [21] 20:46 [21] 30:07 [21] 32:47 [21] 34:04 [21] 23:08 [21]
髙橋一成 岡澤佑樹 青柳公大 嶋津寿克 遠藤　駿 高橋　樹 岩井裕二

22 仙南高校選抜Ａ 多賀城自衛隊Ｂ たんぽぽＲＣ 宮城教育大学 仙塩高校選抜Ｃ 仙塩高校選抜Ｃ 白楊クラブ
21:56 [22] 22:10 [22] 20:50 [22] 30:20 [22] 33:51 [22] 34:21 [22] 23:22 [22]

早坂謙児 石倉広尚 中西悠悦 千葉淳暉 大友　卓 中沢智哉 山根由経
23 東北大学Ｃ あぶくまＡＣ 東北大学Ｃ 栗原登米高校選抜 南仙台走友会 石巻ＲＣ Ｂ 東北駅伝同好会

21:57 [23] 22:19 [23] 20:50 [22] 30:28 [23] 34:04 [23] 34:33 [23] 23:31 [23]
及川公章 相澤直亮 狩野雄樹 大友裕二 仲村拓馬 川村克徳 及川健太

24 石巻ＲＣ Ｂ 鰐陵オービーズ 栗原登米高校選抜 たんぽぽＲＣ 仙南高校選抜Ｂ みやきょうＲＣ 栗原登米高校選抜
21:59 [24] 22:20 [24] 21:10 [24] 30:33 [24] 34:07 [24] 34:49 [24] 23:40 [24]

古山瑞稀 根津勇介 南　共哉 佐藤泰介 本田　誠 吉田真人 大内重行
25 仙南高校選抜Ｂ 東北大学Ｃ 東北駅伝同好会 東北大学Ｂ 白楊クラブ ＳＲＡクラブ 南仙台走友会

22:01 [25] 22:48 [25] 21:33 [25] 30:47 [25] 34:31 [25] 34:52 [25] 23:43 [25]
鈴木健人 石丸秀行 高石　淳 吉田達郎 東海林洋輔 作山裕亮 佐々木望

26 南仙台走友会 若柳ランナーズ 仙台明走会 みやきょうＲＣ たんぽぽＲＣ 南仙台走友会 石巻ＲＣ Ｂ
22:04 [26] 23:13 [26] 22:40 [26] 30:56 [26] 34:44 [26] 35:05 [26] 23:47 [26]

岡本賢介 高橋　淳 佐藤真也 富田　航 二上大雅 一條健次 高梨勝也
27 仙台明走会 仙台市役所 白楊クラブ 東北大学Ｃ 栗原登米高校選抜 柴田さくらクラブ たんぽぽＲＣ

22:54 [27] 23:20 [27] 23:00 [27] 31:28 [27] 34:57 [27] 35:33 [27] 24:52 [27]
佐藤　瞬 酒井正太 菅原大助 山口隆志 島田温彦 入間川直希 大沼理通

28 鰐陵オービーズ 栗原登米高校選抜 仙台市役所 仙台明走会 仙台明走会 仙南高校選抜Ｂ 柴田さくらクラブ
23:16 [28] 23:24 [28] 23:36 [28] 31:36 [28] 35:01 [28] 35:36 [28] 25:15 [28]

鈴木智仁 松田丈史 成田　貴 石村祐之 梶川洋介 阿部　寛 岡本一志
29 白楊クラブ 仙台明走会 若柳ランナーズ 南仙台走友会 仙台市役所 たんぽぽＲＣ みやきょうＲＣ

23:30 [29] 23:25 [29] 23:37 [29] 31:41 [29] 36:27 [29] 36:16 [29] 25:31 [29]
後藤佳彦 佐藤翔一 久慈由太 鈴木和浩 進藤勇作 須釜泰弘 加藤秀行

30 栗原登米高校選抜 みやきょうＲＣ みやきょうＲＣ 若柳ランナーズ みやきょうＲＣ 宮城教育大学 仙台明走会
23:35 [30] 24:41 [30] 24:31 [30] 32:27 [30] 36:58 [30] 36:36 [30] 25:56 [30]

菊地　篤 前川信彦 猪野正則 熊谷政利 山崎　進 市川恒夫 早坂　浩
31 柴田さくらクラブ 南仙台走友会 柴田さくらクラブ 白楊クラブ 柴田さくらクラブ 仙台明走会 仙台市役所

23:58 [31] 24:53 [31] 24:43 [31] 32:56 [31] 38:23 [31] 36:51 [31] 26:08 [31]
尾形英俊 猪股宜泰 平塚知広 阿部　浩 高橋裕之 安斎裕之 石川　秀

32 仙台市役所 白楊クラブ 鰐陵オービーズ 仙台市役所 若柳ランナーズ 白楊クラブ 鰐陵オービーズ
24:40 [32] 25:40 [32] 25:32 [32] 33:56 [32] 41:00 [32] 37:10 [32] 26:54 [32]

伊藤卓真 稲村　学 影山剛志 伊藤宏平 菊地弘生 玉井政彦 佐藤陽一
33 若柳ランナーズ ＳＲＡクラブ ＳＲＡクラブ ＳＲＡクラブ 鰐陵オービーズ 若柳ランナーズ ＳＲＡクラブ

25:58 [33] 26:57 [33] 27:41 [33] 35:31 [33] 41:56 [33] 37:33 [33] 30:15 [33]
今野　優 渋谷　融 阿部俊博 渡辺映基 渡邉太郎 阿部洋史 齋藤省吾

34 ＳＲＡクラブ 柴田さくらクラブ 南仙台走友会 柴田さくらクラブ ＳＲＡクラブ 鰐陵オービーズ 若柳ランナーズ
27:32 [34] 27:07 [34] 31:40 [34] 36:19 [34] 42:06 [34] 38:29 [34] 31:29 [34]

◎：大会新 ○：大会タイ

５区 ６区 ７区１区 ２区 ３区 ４区


