
第７６回 宮城県駅伝競走大会 区間記録一覧表
日時：令和４年１１月２０日(日)  場所：石巻市総合運動公園　北上川周回コース

古山雄一郎 齋藤陸杜 我妻和幸 関尚輝 大橋真弥 大澤太一

1 TEAMみちのくA 東北福祉大学 TEAMみちのくA 東北学院大学クラブA 石巻RC TEAMみちのくA

20:20 [ 1] 19:20 [ 1] 18:07 [ 1] 26:19 [ 1] 31:55 [ 1] 18:19 [ 1]◎

千葉一天 新田裕貴 鳥山拓実 菱沼嘉竜 木村大地 田沼怜

2 東北学院大学クラブA 石巻RC 東北大学A ユナイテッド・アスリーツ TEAMみちのくA 東北大学A

20:26 [ 2] 19:31 [ 2] 18:32 [ 2] 26:51 [ 2] 32:33 [ 2] 18:50 [ 2]

千石優太 石川樹 朝倉樹 栁田佑太 三宅陸斗 菅原隆吾

3 おおさきRC TEAMみちのくA 東北福祉大学 古川工業 ユナイテッド・アスリーツ ユナイテッド・アスリーツ

20:27 [ 3] 20:02 [ 3] 18:35 [ 3] 26:57 [ 3] 32:49 [ 3] 18:54 [ 3]

深澤昇悟 坂本順 畠山大輝 土屋謙臣 木村秀 児玉健太

4 東北大学A 東北大学B 東北学院大学クラブA 東北福祉大学 東北大学A 東北大学B

20:28 [ 4] 20:12 [ 4] 18:35 [ 3] 27:03 [ 4] 33:32 [ 4] 18:58 [ 4]

皆口咲太郎 坂本航規 相澤賢 安本尚生 大友理貴 今野泰平

5 石巻高校選抜 東北学院大学クラブA 石巻RC 東北大学A 広瀬川RC A おおさきRC

20:30 [ 5] 20:14 [ 5] 18:40 [ 5] 27:11 [ 5] 33:35 [ 5] 19:04 [ 5]

田口翔 今野一平 千葉琢巳 早坂光司 齋藤颯希 齋本岳

6 東北福祉大学 おおさきRC 東北大学医学部陸上部A 石巻RC 東北学院大学クラブA 東北学院大学クラブA

20:31 [ 6] 20:22 [ 6] 19:03 [ 6] 27:33 [ 6] 33:52 [ 6] 19:25 [ 6]

櫻田浩章 菅野辰也 矢嶋由弦 緑川翔太 来田晴登 奥田俊

7 石巻RC あぶくまAC-A 東北大学B 東北大学B 大崎高校選抜 石巻RC

20:32 [ 7] 20:37 [ 7] 19:16 [ 7] 27:38 [ 7] 34:05 [ 7] 19:31 [ 7]

酒井走和 薮下温司 早坂和也 伊東拓 三浦寿輝 佐藤工

8 古川工業 東北大学A おおさきRC おおさきRC YKK AP東北 広瀬川RC A

20:35 [ 8] 20:41 [ 8] 19:28 [ 8] 27:49 [ 8] 34:13 [ 8] 19:39 [ 8]

佐藤勝太 鈴木颯真 柴田貴之 石坂優太 髙橋裕貴 菅井拓也

9 広瀬川RC A 泉高校クラブ ユナイテッド・アスリーツ 泉高校クラブ 仙台大学 YKK AP東北

20:37 [ 9] 20:46 [ 9] 19:29 [ 9] 27:56 [ 9] 34:13 [ 8] 19:51 [ 9]

岡澤佳津真 脇田怜司 佐々木翼 畠山健司 小梨陽希 李裕弦

10 おおさきRC next ユナイテッド・アスリーツ 大崎高校選抜 TEAMみちのくA チーム気仙沼 東北福祉大学

20:38 [10] 20:48 [10] 19:32 [10] 27:58 [10] 34:15 [10] 19:58 [10]

千葉航太 白石陽太 工藤淳一 杉山大輔 一條博海 小畑空人

11 東北大学B 佐沼高校 広瀬川RC A 東北大学C あぶくまAC-A 仙台大学

20:42 [11] 21:05 [11] 19:52 [11] 28:11 [11] 34:26 [11] 20:16 [11]

遠藤庸佑 檜野晃宏 髙橋龍之介 八巻遥貴 阿部輝翔 小倉雄太郎

12 YKK AP東北 YKK AP東北 泉高校クラブ 仙南高校選抜A 古川工業 東北大学医学部陸上部A

20:54 [12] 21:08 [12] 19:59 [12] 28:12 [12] 34:47 [12] 20:25 [12]

佐藤優太郎 鈴木湧汰郎 横山剛士 中野朝斗 小林由輝 大和凌

13 ユナイテッド・アスリーツ チーム気仙沼 あぶくまAC-A 東北学院大学クラブB 東北大学B おおさきRC next

21:23 [13] 21:11 [13] 20:03 [13] 28:15 [13] 35:19 [13] 20:25 [12]

坪井健太 塚村航大 平山碧 土肥恭平 牛木駿汰 菊地夏生

14 チーム気仙沼 東北学院大学クラブB 東北大学医学部陸上部B YKK AP東北 泉高校クラブ 泉高校クラブ

21:27 [14] 21:22 [14] 20:12 [14] 28:34 [14] 35:38 [14] 20:26 [14]

菊地彬 三田村浩気 相澤信也 鈴木衛 鈴木瑛士 今井歩

15 仙台大学 おおさきRC next YKK AP東北 広瀬川RC B 東北大学医学部陸上部A 大崎高校選抜

21:50 [15] 21:25 [15] 20:17 [15] 28:37 [15] 35:41 [15] 20:42 [15]

小田翔太 佐藤天哉 間宮義雅 荒谷義成 羽生良樹 阿部匠

16 東北学院大学クラブB 仙台大学 仙台大学 広瀬川RC A おおさきRC 仙台市役所

22:02 [16] 21:26 [16] 20:32 [16] 28:55 [16] 35:47 [16] 21:03 [16]

阿部圭宏 佐々木健彦 後藤達憲 伊東源太郎 中野和也 吉田聖奈

17 東北大学医学部陸上部A 広瀬川RC A 仙南高校選抜A 仙台大学 TEAMみちのくB 仙南高校選抜A

22:07 [17] 21:53 [17] 20:33 [17] 29:08 [17] 36:10 [17] 21:06 [17]

木村大和 岩渕慈玄 福島康介 手嶋真紀 江口知秀 鈴木海浬

18 大崎高校選抜 大崎高校選抜 東北学院大学クラブB あぶくまAC-A 宮城教育大学 石巻高校選抜

22:08 [18] 22:18 [18] 20:45 [18] 29:16 [18] 36:22 [18] 21:07 [18]

佐竹悠哉 長井春樹 常國元夢 曽根赴紘 今野秀紀 北目秀哉

19 佐沼高校 東北大学医学部陸上部A 古川工業 おおさきRC next 仙台市役所 東北学院大学クラブB

22:10 [19] 22:26 [19] 20:53 [19] 29:16 [18] 36:35 [19] 21:08 [19]

熊谷修良 西村樹 村上優翔 髙橋史弥 浅利秦太 氏家正裕

20 あぶくまAC-A 仙台市役所 仙南高校選抜B 大崎高校選抜 東北福祉大学 広瀬川RC C

22:11 [20] 22:32 [20] 20:59 [20] 29:19 [20] 36:57 [20] 21:33 [20]

中森楓太 土生蒼大 及川直 小野寺孝次 横田優志 竹田康人

21 仙南高校選抜A 仙南高校選抜A 佐沼高校 仙台市役所 東北学院大学クラブB 東北大学C

22:12 [21] 22:33 [21] 21:08 [21] 30:00 [21] 36:58 [21] 21:36 [21]

三塚灯真 坂部達也 小玉光敏 佐藤佳亮 渡辺大樹 笠原勇佑

22 泉高校クラブ 広瀬川RC B 広瀬川RC B 宮城教育大学 東北大学C 古川工業

22:21 [22] 23:04 [22] 21:08 [21] 30:01 [22] 37:01 [22] 21:38 [22]

田中伊織 菅原大地 及川志恩 西井大樹 田口佳樹 香川覚彦

23 東北大学C 東北大学C 石巻高校選抜 チーム気仙沼 佐沼高校 宮城教育大学

22:33 [23] 23:30 [23] 21:13 [23] 30:09 [23] 37:06 [23] 21:54 [23]

菅野拓郎 千葉皓介 板橋弘人 小野寺正雄 佐藤翔太 安齋裕之　

24 TEAMみちのくB 古川工業 TEAMみちのくB TEAMみちのくB 仙南高校選抜B 白楊クラブ

22:36 [24] 23:31 [24] 21:50 [24] 30:19 [24] 37:11 [24] 22:27 [24]

小峰大地 平塚蓮 石母田拓也 小室貴寛 菅野克敏 高橋武馬

25 仙台市役所 石巻高校選抜 チーム気仙沼 あぶくまAC-B 広瀬川RC B あぶくまAC-A

22:46 [25] 23:59 [25] 21:55 [25] 30:31 [25] 37:16 [25] 22:34 [25]

岩見誠明 阿部北斗 八鍬佳紀 新田友海 塩野史宏 森夏毅

26 宮城教育大学 宮城教育大学 東北大学C 東北大学医学部陸上部A おおさきRC next 仙南高校選抜B

22:53 [26] 23:59 [25] 22:04 [26] 30:40 [26] 37:49 [26] 22:51 [26]

二瓶永遠 郷野晴太 木村孝浩 佐々木望 阿部春希 玉渕克

27 仙南高校選抜B 仙南高校選抜B 白楊クラブ 白楊クラブ 仙南高校選抜A 広瀬川RC B

22:55 [27] 24:28 [27] 22:09 [27] 30:48 [27] 38:29 [27] 22:55 [27]

佐藤恭太郎 平間和幸 玉手佳祐 佐藤成桐 小野貴 菊田桔平

28 あぶくまAC-B 柴田さくらクラブ あぶくまAC-B 石巻高校選抜 白楊クラブ 佐沼高校

22:58 [28] 24:44 [28] 22:45 [28] 30:49 [28] 39:01 [28] 23:02 [28]

支倉優 田中大暉 髙橋典久 千葉雄大 佐々木智典 山口玲

29 白楊クラブ 東北大学医学部陸上部B 仙台市役所 佐沼高校 広瀬川RC C 東北大学医学部陸上部B

23:57 [29] 24:59 [29] 22:49 [29] 30:51 [29] 39:14 [29] 24:23 [29]

佐々木俊輔 岩井裕二 蝦名高彰 堀篭渚 嵯峨大晴 鈴木研一郎

30 広瀬川RC B 白楊クラブ おおさきRC next 仙南高校選抜B 東北大学医学部陸上部B チーム気仙沼

23:59 [30] 25:08 [30] 23:09 [30] 31:17 [30] 39:18 [30] 24:25 [30]

石丸秀行 渋谷智彦 木村敏 横山一作 渡邊和悠 山崎進

31 柴田さくらクラブ 広瀬川RC C 広瀬川RC C 広瀬川RC C 石巻高校選抜 柴田さくらクラブ

24:07 [31] 25:25 [31] 24:09 [31] 31:18 [31] 40:10 [31] 25:14 [31]

小野寺伸介 太田考紀 佐藤友亮 廣田嵩人 玉渕新一 山田俊太

32 広瀬川RC C あぶくまAC-B 宮城教育大学 東北大学医学部陸上部B 柴田さくらクラブ TEAMみちのくB

24:09 [32] 25:37 [32] 25:35 [32] 32:08 [32] 40:12 [32] 25:37 [32]

佐藤俊太 菊地健 渋谷融 大槻光晴

33 東北大学医学部陸上部B TEAMみちのくB 柴田さくらクラブ 柴田さくらクラブ

25:38 [33] 26:24 [33] 26:11 [33] 34:27 [33]
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