
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第52回東日本医科学生総合体育大会　クロスカントリー競技（男子）

　　　　　　　　　15km フリー 　　　　　　　　　　　　　　　　　8km　フリー 　　　　　　　スプリント（オープン） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リレー　A戦
順位 名前 所属 タイム 順位 名前 所属 タイム 順

位
名前 所属 順位 チーム 名前 タイム 合計タイム

1 寺田 周平 5年 40:29.7 1 寺田 周平 5年 20:49.9 1 高田 哲史 東北5年 1 北海道大学A 神野 敦 13:17.2 (2) 52:39.7
2 高田 哲史 東北5年 41:03.1 2 高田 哲史 東北5年 21:33.8 2 寺田 周平 5年 清水 寛和 13:18.1 (1)
3 臼井 葉月 4年 43:02.6 3 道塚 智彦 旭医4年 22:11.4 3 清水 寛和 3年 寺田 周平 12:38.6 (1)
4 神野 敦 4年 43:03.1 4 臼井 葉月 4年 22:55.1 4 神野 敦 4年 臼井 葉月 13:25.8 (1)
5 清水 寛和 3年 43:08.5 5 清水 寛和 3年 22:38.8 5 武城 怜史 4年 2 東北大学A 高田 哲史 12:50.1 (1) 55:10.7
6 羽田 光輝 旭医1年 44:16.6 6 神野 敦 4年 22:41.6 6 荒井 智大 東北3年 荒井 智大 13:43.9 (2)
7 武城 怜史 4年 44:20.6 7 羽田 光輝 旭医1年 22:50.0 7 臼井 葉月 4年 大下 航 14:42.4 (4)
8 道塚 智彦 旭医4年 44:24.1 8 荒井 智大 東北3年 22:51.7 8 佐藤 宏行 東北5年 佐藤 宏行 13:54.3 (2)
9 荒井 智大 東北3年 44:41.0 9 武城 怜史 4年 22:52.4 9 大下 航 東北4年 3 旭川医科大学A 松本 尚也 15:12.1 (4) 58:25.6
10 佐藤 宏行 東北5年 44:55.3 10 佐藤 宏行 東北5年 22:55.0 10 横山 新一郎 札医4年 道塚 智彦 13:46.7 (3)
11 氏原 匡樹 2年 45:24.1 11 大下 航 東北4年 22:56.5 11 寺尾 英将 2年 羽田 光輝 13:59.5 (2)
12 横山 新一郎 札医4年 45:26.4 12 横山 新一郎 札医4年 23:18.8 12 岩津 潤 東北2年 斉藤 崇宏 15:27.3 (4)
13 吉村 一樹 1年 46:52.6 13 氏原 匡樹 2年 23:20.5 13 長田 佳整 東北2年
14 吉町 信吾 東北4年 47:23.6 14 吉村 一樹 1年 23:44.5 14 氏原 匡樹 2年
15 大下 航 東北4年 47:356 15 吉町 信吾 東北4年 23:54.2 15 吉町 信吾 東北4年
16 伊藤 良太 順天堂大学 48:31.2 16 寺尾 英将 2年 23:58.8 16 小野寺 隆太 秋田大学 　　　リレー　B戦（オープン）
17 寺尾 英将 2年 48:41.1 17 伊藤 良太 順天堂大学 24:37.9 17 吉村 一樹 1年 順位 チーム 名前 タイム 合計タイム
18 押野 智博 2年 49:33.1 18 押野 智博 2年 25:00.9 18 山内 拓郎 東北2年 1 北海道大学B 吉村 一樹 15:21.1(3) 1:00:05:6
19 横山 真之祐 順天堂大学 49:34.3 19 松本 尚也 旭医2年 25:21.7 19 伊藤 良太 順天堂大学 寺尾 英将 14:59.4(1)
20 齋藤 崇宏 旭医5年 49:50.9 20 岩津 潤 東北2年 25:32.4 20 宍道 紘一郎 順天堂大学 氏原 匡樹 15:10.7(1)
21 宍道 紘一郎 順天堂大学 49:57.0 21 山内 拓郎 東北2年 25:34.2 21 藤田 将史 福島県立医科大

学
武城 怜史 14:34.4(1)

22 瀬戸 司 秋田大学 49:59.4 22 長田 佳整 東北2年 25:37.0 22 押野 智博 2年 4 北海道大学C 押野 智博 14:45.9(1) 1:08:14:6
23 山内 拓郎 東北2年 50:01.2 23 宍道 紘一郎 順天堂大学 25:37.9 23 佐藤 啓 福島県立医科大

学
味藤 静 20:00.0(12)

24 松本 尚也 旭医2年 50:27.3 24 妹尾 祥平 慶應義塾大学 25:45.9 24 瀬戸 司 秋田大学 清水 寛和 17:55.1(4)
25 岩津 潤 東北2年 50:31.8 25 谷田部 真徳 秋田大学 25:55.1 25 橋本 卓 東北2年 神野 敦 15:33.6(3)
26 妹尾 祥平 慶應義塾大学 51:18.5 26 横山 真之祐 順天堂大学 26:04.3 26 塚本 博幸 順天堂大学
27 長田 佳整 東北2年 51:40.0 27 齋藤 崇宏 旭医5年 26:04.4 27 舟坂 雅之 日本大学                 注 : 清水はクラシカルでの滑走
28 小野寺 隆太 秋田大学 52:18.3 28 瀬戸 司 秋田大学 26:13.2 28 佐藤 明 福島県立医科大

学29 藤原 智貴 旭医2年 52:50.0 29 小野寺 隆太 秋田大学 26:23.0 町田 龍馬 日本大学
30 舟坂 雅之 日本大学 53:02.4 30 藤原 智貴 旭医2年 26:24.3 長谷川 諒 秋田大学
31 橋本 卓 東北2年 53:37.9 35 橋本 卓 東北2年 27:18.1 37 小野 佑輔 札医3年
33 佐々木 慶介 東北1年 54:17.1 38 後藤 和海 旭医5年 27:57.5 41 天王寺 敏雅 札医1年
37 岡田 薫 東北1年 55:52.1 42 佐々木 慶介 東北1年 28:45.0 49 尾崎 正英 東北3年
41 国米 崇 東北1年 56:56.6 45 小野 佑輔 札医3年 29:14.9 D.S. 大屋 博充 5年
46 後藤 和海 旭医5年 58:02.1 47 岡田 薫 東北1年 29:21.5 D.S. 鈴木 大地 3年
50 小野 佑輔 札医3年 00:00.0 58 粟野 雄大 旭医4年 30:08.5 D.S. 道塚 智彦 旭医4年
60 永幡 研 旭医2年 01:35.4 65 天王寺 敏雅 札医1年 30:45.3 D.S. 羽田 光輝 旭医1年
67 栗原 太朗 旭医1年 05:10.5 66 栗原 太朗 旭医1年 30:48.5
69 佐々木 貴裕 東北1年 05:38.1 67 永幡 研 旭医2年 30:56.7
70 天王寺 敏雅 札医1年 06:54.1 74 国米 崇 東北1年 31:51.6

D.S. 大屋 博充 5年 D.S. 大屋 博充 5年
D.S. 鈴木 大地 3年 D.S. 鈴木 大地 3年
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