
( №カード )

チーム名
総合タイム

3.0km 3.2km 3.5km 3.5km 3.5km 6.2km

第68回憲法記念下北駅伝競走大会 １部（一般・高校男子） 記録表

順位
１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区 ６ 区

22.9km

開催日： 2015年5月3日

1

( 1 )

海上自衛隊大湊Ａ 1ﾟ12'43"

北村 光聖

(2) 9'12"

江刺家 義浩

(2) 10'30"

(1) 19'42"

大久 北斗

(1) 10'46"

(1) 30'28"

哥 貴史

(2) 11'21"

(1) 41'49"

哥 雅也

(1) 11'33"

(1) 53'22"

福岡 恵輔

(3) 19'21"

(1) 1ﾟ12'43"

2

( 2 )

大湊高校Ａ 1ﾟ13'59"

鳴海 彰仁

(1) 9'10"

中島 康平

(4) 10'59"

(3) 20'09"

松本 陸

(2) 11'09"

(2) 31'18"

二本栁 学

(1) 11'19"

(2) 42'37"

石塚 迪崇

(2) 11'40"

(2) 54'17"

中山 涼司

(5) 19'42"

(2) 1ﾟ13'59"

3

( 4 )

第42警戒群 1ﾟ15'28"

山尾 景介

(5) 9'35"

荒木 成

(1) 10'14"

(2) 19'49"

田中 瞭汰

(3) 11'42"

(3) 31'31"

佐藤 桂

(8) 12'10"

(3) 43'41"

蓬畑 真也

(8) 12'16"

(3) 55'57"

石山 紀明

(4) 19'31"

(3) 1ﾟ15'28"

4

( 3 )

海上自衛隊大湊Ｂ 1ﾟ16'31"

佐々木 柊人

(3) 9'28"

下平 佳史

(3) 10'54"

(4) 20'22"

武市 要志

(7) 12'03"

(4) 32'25"

川仁 賢治

(3) 11'34"

(4) 43'59"

斎藤 卓也

(4) 12'03"

(4) 56'02"

根橋 亮介

(8) 20'29"

(4) 1ﾟ16'31"

5

( 9 )

ＢＳ47走友会 1ﾟ18'43"

藤井 銀治

(10) 10'14"

大和 正義

(12) 12'19"

(8) 22'33"

中村 貴弘

(4) 11'45"

(7) 34'18"

菊池 晃一

(4) 11'47"

(5) 46'05"

畑山 一仁

(7) 12'15"

(6) 58'20"

楯 親輔

(7) 20'23"

(5) 1ﾟ18'43"

6

( 18 )

大湊高校Ｂ 1ﾟ18'54"

山田 陸

(7) 9'47"

能戸 泰行

(7) 11'55"

(6) 21'42"

滝口 栄佑

(8) 12'11"

(5) 33'53"

辻 大樹

(9) 12'12"

(5) 46'05"

立石 涼風

(3) 11'47"

(5) 57'52"

川口 豊成

(12) 21'02"

(6) 1ﾟ18'54"

7

( 12 )

下北広域消防Ａ 1ﾟ19'08"

金森 威明

(8) 9'59"

近藤 剛史

(10) 12'06"

(7) 22'05"

川端 智明

(6) 11'57"

(6) 34'02"

杉山 光

(15) 13'06"

(8) 47'08"

高舘 幹人

(13) 13'00"

(9) 1ﾟ00'08"

古澤 拓也

(1) 19'00"

(7) 1ﾟ19'08"

8

( 8 )

25空地上救難 1ﾟ19'34"

淺水 希太留

(6) 9'40"

七戸 孝

(5) 11'33"

(5) 21'13"

楠 貴次

(20) 13'18"

(8) 34'31"

清水目 裕章

(7) 12'00"

(7) 46'31"

鈴木 翔冴

(9) 12'17"

(7) 58'48"

大杉 裕輝

(10) 20'46"

(8) 1ﾟ19'34"

9

( 16 )

15ＥＤちくま 1ﾟ20'56"

山口 博大

(11) 10'26"

阿部 優磨

(11) 12'08"

(9) 22'34"

斎藤 夕祈雄

(12) 12'38"

(10) 35'12"

新岡 岳

(6) 11'56"

(8) 47'08"

吉川 尚徳

(15) 13'11"

(10) 1ﾟ00'19"

菊池 裕成

(9) 20'37"

(9) 1ﾟ20'56"

10

( 5 )

田名部高等学校 1ﾟ20'57"

三角 素史

(4) 9'31"

長島 雄大

(20) 13'48"

(13) 23'19"

坪 海一

(5) 11'46"

(9) 35'05"

大槻 内輔

(12) 12'53"

(11) 47'58"

宮野 芳樹

(5) 12'05"

(8) 1ﾟ00'03"

松谷 凌雅

(11) 20'54"

(10) 1ﾟ20'57"

11

( 14 )

鍼灸院たまやＲＣ 1ﾟ21'09"

斉藤 亮

(13) 10'38"

柿本 聡一

(15) 13'02"

(17) 23'40"

奈良 二慶

(21) 13'29"

(19) 37'09"

小林 恵

(10) 12'36"

(16) 49'45"

川下 拓也

(6) 12'12"

(12) 1ﾟ01'57"

高橋 哲

(2) 19'12"

(11) 1ﾟ21'09"

12

( 7 )

はまぎり 1ﾟ22'45"

大山 右京

(19) 10'46"

氣仙 俊

(13) 12'45"

(15) 23'31"

久保田 一輝

(9) 12'22"

(12) 35'53"

川村 仁志

(5) 11'50"

(10) 47'43"

佐藤 佑樹

(16) 13'12"

(11) 1ﾟ00'55"

川野 正広

(17) 21'50"

(12) 1ﾟ22'45"

13

( 10 )

大弾補所 1ﾟ22'47"

杉本 佑太

(14) 10'39"

前田 兼吾

(19) 13'44"

(20) 24'23"

岡田 英樹

(11) 12'35"

(18) 36'58"

辻野 純司

(11) 12'47"

(16) 49'45"

穴澤 浩之

(14) 13'08"

(15) 1ﾟ02'53"

加藤 和彦

(6) 19'54"

(13) 1ﾟ22'47"

14

( 11 )

大湊システム通信隊 1ﾟ23'42"

高松 且明

(15) 10'40"

高橋 拓也

(8) 11'59"

(10) 22'39"

櫻庭 憲太

(19) 13'17"

(13) 35'56"

田村 崚

(14) 13'04"

(13) 49'00"

石橋 学

(12) 12'59"

(13) 1ﾟ01'59"

米倉 実

(15) 21'43"

(14) 1ﾟ23'42"

15

( 6 )

海上自衛隊大湊Ｃ 1ﾟ24'56"

伊藤 一真

(22) 11'23"

五十洲 剛

(9) 12'05"

(14) 23'28"

多田 嘉宏

(10) 12'34"

(14) 36'02"

秋田 洋成

(20) 13'33"

(15) 49'35"

関川 覚

(18) 13'32"

(17) 1ﾟ03'07"

荒川 徹

(16) 21'49"

(15) 1ﾟ24'56"

16

( 24 )

せとぎり 1ﾟ25'52"

巖城 学

(9) 10'12"

柏崎 直哉

(18) 13'22"

(16) 23'34"

宮崎 竜

(17) 12'49"

(16) 36'23"

小山 琢也

(24) 14'01"

(18) 50'24"

佐野 英雄

(10) 12'26"

(14) 1ﾟ02'50"

小坂 健太郎

(20) 23'02"

(16) 1ﾟ25'52"

17

( 17 )

大湊造修補給所 1ﾟ25'54"

外﨑 豊

(21) 11'08"

成田 博俊

(5) 11'33"

(11) 22'41"

小渡 健留

(14) 12'39"

(11) 35'20"

猪狩 奉平

(17) 13'12"

(12) 48'32"

賀佐 遼平

(24) 15'58"

(19) 1ﾟ04'30"

高阪 浩

(14) 21'24"

(17) 1ﾟ25'54"

18

( 25 )

まきなみ　チームＫ 1ﾟ26'17"

林 伸也

(20) 11'03"

長澤 勇汰

(25) 14'33"

(22) 25'36"

武者 仁

(15) 12'47"

(21) 38'23"

高橋 涼

(13) 13'03"

(20) 51'26"

橘 幸洋

(11) 12'56"

(18) 1ﾟ04'22"

酒井 修平

(18) 21'55"

(18) 1ﾟ26'17"

19

( 23 )

水中処分隊 1ﾟ26'33"

中山 雅輝

(16) 10'43"

舞草 祐輝

(16) 13'09"

(18) 23'52"

佐々木 義彦

(16) 12'48"

(17) 36'40"

坂元 徹

(23) 13'55"

(19) 50'35"

東谷 真也

(21) 14'46"

(20) 1ﾟ05'21"

阿保 匠

(13) 21'12"

(19) 1ﾟ26'33"

20

( 13 )

下北広域消防Ｂ 1ﾟ26'48"

輪島 豪亮

(12) 10'31"

金坂 拓生

(14) 12'47"

(12) 23'18"

川上 央真

(18) 12'57"

(15) 36'15"

長島 太平洋

(16) 13'09"

(14) 49'24"

千葉 康平

(17) 13'30"

(16) 1ﾟ02'54"

田中 亮太

(22) 23'54"

(20) 1ﾟ26'48"

21

( 15 )

チームＢＡＤ 1ﾟ28'46"

伊藤 慎吾

(16) 10'43"

白石 洋平

(22) 13'49"

(21) 24'32"

上原子 亘

(23) 14'07"

(22) 38'39"

佐藤 貴昭

(18) 13'15"

(22) 51'54"

長内 貫司

(20) 14'14"

(21) 1ﾟ06'08"

真野 修司

(19) 22'38"

(21) 1ﾟ28'46"

22

( 20 )

チームいわ葬 1ﾟ30'20"

川端 喜真

(24) 11'49"

桜井 太一

(20) 13'48"

(23) 25'37"

菊池 昭博

(24) 14'14"

(24) 39'51"

伊藤 博幸

(19) 13'29"

(24) 53'20"

柴田 敬司

(19) 13'49"

(23) 1ﾟ07'09"

阿部 正芳

(21) 23'11"

(22) 1ﾟ30'20"

23

( 22 )

15ＥＤちくまＢ 1ﾟ33'10"

東田 敏彦

(16) 10'43"

沖沢 大志

(17) 13'17"

(19) 24'00"

山田 孝徳

(22) 13'50"

(20) 37'50"

長谷川 誉将

(21) 13'37"

(21) 51'27"

能登谷 久

(22) 15'13"

(22) 1ﾟ06'40"

岡 雄太郎

(23) 26'30"

(23) 1ﾟ33'10"

24

( 21 )

まきなみ　チームＭ 1ﾟ37'38"

三輪 康大

(25) 12'25"

大屋 正礼

(23) 13'54"

(25) 26'19"

小島 孝文

(12) 12'38"

(23) 38'57"

成田 洋輔

(22) 13'39"

(23) 52'36"

小田切 優

(25) 17'11"

(24) 1ﾟ09'47"

南波 正貴

(25) 27'51"

(24) 1ﾟ37'38"

25

( 19 )

海自衛生チーム 1ﾟ41'08"

澤村 岳人

(23) 11'47"

鞠子 皓一

(23) 13'54"

(24) 25'41"

横山 正明

(25) 15'39"

(25) 41'20"

五十嵐 正巳

(25) 16'57"

(25) 58'17"

北村 祐弥

(23) 15'25"

(25) 1ﾟ13'42"

野津 浩克

(24) 27'26"

(25) 1ﾟ41'08"

2015/05/03 18:29:29上段：氏名（学年・年齢） 中段：（区間順位）区間成績 下段：（累計順位）累計成績



( №カード )

チーム名
総合タイム

2.1km 3.2km 3.5km 3.5km 3.5km 3.1km 3.1km

第68回憲法記念下北駅伝競走大会 ２部（中学校男子） 記録表

順位
１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区 ６ 区 ７ 区

22.0km

開催日： 2015年5月3日

1

( 31 )

田名部中学校 1ﾟ16'36"

田中 黎

(3) 7'32"

杉山 彪人

(1) 11'15"

(1) 18'47"

永尾 真大

(4) 12'11"

(1) 30'58"

新岡 優真

(1) 12'22"

(1) 43'20"

向井 神武

(2) 12'40"

(1) 56'00"

吉田 琉颯

(1) 10'04"

(1) 1ﾟ06'04"

坂本 航規

(1) 10'32"

(1) 1ﾟ16'36"

2

( 34 )

大平中学校 1ﾟ21'12"

太田 千賢

(7) 7'52"

田中 皓大

(2) 11'55"

(4) 19'47"

川仁 稜平

(2) 12'05"

(3) 31'52"

横山 永佳

(6) 13'45"

(5) 45'37"

室井 裕晴

(4) 12'50"

(2) 58'27"

大島 昴太郎

(5) 10'54"

(3) 1ﾟ09'21"

細間 歩

(3) 11'51"

(2) 1ﾟ21'12"

3

( 32 )

東通中学校 1ﾟ21'17"

坂下 優真

(1) 7'15"

東田 貴仁

(6) 12'53"

(5) 20'08"

泉山 青哉

(1) 11'33"

(2) 31'41"

相内 諄士

(3) 13'07"

(2) 44'48"

川口 理央

(6) 13'46"

(3) 58'34"

東田 来樹

(7) 11'05"

(4) 1ﾟ09'39"

東田 卓

(2) 11'38"

(3) 1ﾟ21'17"

4

( 33 )

大畑中学校 1ﾟ21'52"

大石 慧

(4) 7'44"

畑中 幸輔

(3) 11'57"

(2) 19'41"

佐藤 海叶

(5) 12'20"

(5) 32'01"

市岡 丈一郎

(3) 13'07"

(3) 45'08"

古畑 智成

(5) 13'38"

(4) 58'46"

堂崎 竜一

(3) 10'26"

(2) 1ﾟ09'12"

松本 空大

(7) 12'40"

(4) 1ﾟ21'52"

5

( 37 )

むつ中学校 1ﾟ22'37"

木本 怜

(6) 7'50"

宮本 優

(7) 13'07"

(7) 20'57"

菊池 空良

(6) 12'48"

(6) 33'45"

伊勢田 龍平

(2) 12'45"

(6) 46'30"

小野 春樹

(3) 12'47"

(5) 59'17"

後村 璃空

(4) 10'50"

(5) 1ﾟ10'07"

阿部 隼

(6) 12'30"

(5) 1ﾟ22'37"

6

( 36 )

関根中学校 1ﾟ22'41"

松橋 祐介

(2) 7'19"

秋田 翔希

(4) 12'25"

(3) 19'44"

山道 幹夫

(3) 12'08"

(3) 31'52"

村市 裕哉

(5) 13'41"

(4) 45'33"

坪 風人

(7) 13'54"

(6) 59'27"

中村 渚人

(6) 10'56"

(6) 1ﾟ10'23"

畑中 凪

(5) 12'18"

(6) 1ﾟ22'41"

7

( 35 )

大湊中学校 1ﾟ25'36"

四戸 洸大

(5) 7'47"

上野 陽葵

(5) 12'42"

(6) 20'29"

谷中 青音

(7) 15'26"

(7) 35'55"

小島 遼平

(7) 14'49"

(7) 50'44"

青木 朋弥

(1) 12'20"

(7) 1ﾟ03'04"

坂 柊馬

(2) 10'16"

(7) 1ﾟ13'20"

保苅 健陽

(4) 12'16"

(7) 1ﾟ25'36"

2015/05/03 18:29:45上段：氏名（学年・年齢） 中段：（区間順位）区間成績 下段：（累計順位）累計成績



( №カード )

チーム名
総合タイム

1.6km 1.9km 1.6km 1.5km 3.1km

第68回憲法記念下北駅伝競走大会 ３部（女子） 記録表

順位
１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区

9.7km

開催日： 2015年5月3日

新1

( 64 )

大湊高校 35'04"

浜田 鳳花

(5) 6'00"

畑中 陽菜

(1) 7'00"

(3) 13'00"

宮川 日向子

(1) 5'27"

(1) 18'27"

佐藤 来香

(2) 4'48"

(1) 23'15"

大槻 春菜

(2) 11'49"

(1) 35'04"

新2

( 51 )

田名部中学校 35'19"

横濱 育実

(11) 6'10"

山本 快

(3) 7'25"

(5) 13'35"

佐藤 翠

(2) 5'36"

(4) 19'11"

荒川 瑠海

(4) 4'53"

(4) 24'04"

濱田 李佳子

(1) 11'15"

(2) 35'19"

3

( 54 )

田名部高等学校 35'36"

氣仙 紗衣

(2) 5'24"

大島 未稀

(2) 7'15"

(1) 12'39"

吉田 悠花

(5) 6'05"

(2) 18'44"

鈴木 ひかり

(3) 4'50"

(2) 23'34"

中村 真実

(3) 12'02"

(3) 35'36"

4

( 52 )

大平中学校 36'06"

工藤 七星

(1) 5'17"

野口 寧々

(4) 7'31"

(2) 12'48"

相内 郁音

(4) 6'02"

(3) 18'50"

大久保 潤香

(1) 4'46"

(3) 23'36"

工藤 月

(5) 12'30"

(4) 36'06"

5

( 53 )

大畑中学校 37'47"

金田 実紗

(4) 5'53"

工藤 真奈

(7) 7'52"

(6) 13'45"

松本 星奈

(6) 6'09"

(6) 19'54"

下田 寧々

(6) 5'25"

(5) 25'19"

米 玖美

(4) 12'28"

(5) 37'47"

6

( 59 )

関根中学校 38'43"

山田 穂香

(3) 5'52"

駄賃場 穂南

(5) 7'34"

(4) 13'26"

村中 琉奈

(9) 6'26"

(5) 19'52"

草野 流菜

(14) 5'53"

(6) 25'45"

坪 菜摘

(10) 12'58"

(6) 38'43"

7

( 61 )

むつ中学校 38'45"

一戸 優瞳

(7) 6'02"

井上 遥水

(10) 8'13"

(10) 14'15"

成田 梨乃

(7) 6'10"

(8) 20'25"

角野 友香

(9) 5'37"

(8) 26'02"

上村 奈々子

(7) 12'43"

(7) 38'45"

8

( 57 )

海上自衛隊大湊 39'18"

宮崎 友希

(9) 6'04"

高橋 沙紀

(8) 8'01"

(8) 14'05"

川端 祐美子

(11) 6'31"

(9) 20'36"

加藤 麻理

(11) 5'47"

(10) 26'23"

西山 美咲

(9) 12'55"

(8) 39'18"

9

( 63 )

川内中学校 39'32"

松浦 優希

(10) 6'06"

吹田 舞美

(6) 7'51"

(7) 13'57"

長谷川 映瑠

(14) 6'57"

(11) 20'54"

山口 美聖

(13) 5'49"

(11) 26'43"

白津 育実

(8) 12'49"

(9) 39'32"

10

( 58 )

東通中学校 39'35"

三上 瑠佳

(8) 6'03"

川村 茅依

(9) 8'06"

(9) 14'09"

伊藤 叶

(3) 6'01"

(7) 20'10"

二本柳 和奏

(9) 5'37"

(7) 25'47"

三国 来夢

(13) 13'48"

(10) 39'35"

11

( 56 )

風間浦中学校 39'45"

駒嶺 夏音

(6) 6'01"

宮下 楓

(11) 8'17"

(11) 14'18"

木下 朋花

(10) 6'29"

(10) 20'47"

五十洲ひかり

(5) 5'23"

(9) 26'10"

木下 彩花

(11) 13'35"

(11) 39'45"

12

( 55 )

佐井中学校 39'51"

福田 知子

(13) 6'57"

奥川 亜紀

(11) 8'17"

(13) 15'14"

船越 桃佳

(8) 6'22"

(12) 21'36"

東出 稲穂

(7) 5'35"

(12) 27'11"

加藤 実花

(6) 12'40"

(12) 39'51"

13

( 60 )

大湊中学校 41'27"

山形 智香

(12) 6'29"

小林 莉緒

(13) 8'38"

(12) 15'07"

四戸 真愛

(13) 6'40"

(13) 21'47"

佐藤 月南

(8) 5'36"

(13) 27'23"

荒岡 凛

(14) 14'04"

(13) 41'27"

14

( 62 )

まきなみ　チームＮ 43'40"

伊東 咲里

(14) 7'29"

佐々木 明花

(14) 10'15"

(14) 17'44"

水口 祐希

(12) 6'33"

(14) 24'17"

成田 咲子

(12) 5'48"

(14) 30'05"

高橋 あかり

(11) 13'35"

(14) 43'40"
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チーム名区間記録区間 №カード

１部（一般・高校男子） 区間賞
第68回憲法記念下北駅伝競走大会

氏　　名

9'10"1
2

大湊高校Ａ鳴海 彰仁

10'14"2
4

第42警戒群荒木 成

10'46"3
1

海上自衛隊大湊Ａ大久 北斗

11'19"4
2

大湊高校Ａ二本栁 学

11'33"5
1

海上自衛隊大湊Ａ哥 雅也

19'00"6
12

下北広域消防Ａ古澤 拓也
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チーム名区間記録区間 №カード

２部（中学校男子） 区間賞
第68回憲法記念下北駅伝競走大会

氏　　名

7'15"1
32

東通中学校坂下 優真

11'15"2
31

田名部中学校杉山 彪人

11'33"3
32

東通中学校泉山 青哉

12'22"4
31

田名部中学校新岡 優真

12'20"5
35

大湊中学校青木 朋弥

10'04"6
31

田名部中学校吉田 琉颯

10'32"7
31

田名部中学校坂本 航規
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チーム名区間記録区間 №カード

３部（女子） 区間賞
第68回憲法記念下北駅伝競走大会

氏　　名

5'17"1
52

大平中学校工藤 七星

7'00"2
64

大湊高校畑中 陽菜

5'27"3
64

大湊高校宮川 日向子
区間新記録

4'46"4
52

大平中学校大久保 潤香

11'15"5
51

田名部中学校濱田 李佳子
区間新記録
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