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日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

 9:30 晴れ 27.0℃ 83.0% 東南東 0.8m/s

10:00 晴れ 27.4℃ 81.4% 北 0.5m/s

11:00 晴れ 26.6℃ 83.5% 東南東 0.4m/s

12:00 晴れ 28.5℃ 80.0% 北北東 0.8m/s

13:00 晴れ 31.1℃ 63.0% 北 0.1m/s

14:00 晴れ 31.2℃ 66.0% 南南東 0.5m/s

競技場2019年 8月 4日



 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 2019年8月4日 13時40分　スタート

 

主催:(一財)山形陸上競技協会･山形県･山形県教育委員会･上山市･上山市教育委員会
共催:(公財)山形県スポーツ協会･上山市体育協会･(公社)山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興21世紀協会
会場:蔵王坊平アスリートヴィレッジ

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

男子 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 山形市 43:37

第２位 新庄市 44:34

第３位 酒田市 44:51

第４位 東根市 45:31

第５位 鶴岡市 45:45

第６位 天童市 45:48

第７位 尾花沢市 45:50

第８位 寒河江市 46:09

区間賞
区間 氏名 チーム 所属 記録 備考

第１区(中学生) 菊地　道登　(3) 大江町 大江中 10:07

第２区(小学生) 古川　一琉　(6) 戸沢村 戸沢小  6:30

第３区(中学生) 源田　修良　(3) 庄内町 余目中  9:27

第４区(小学生) 佐藤　圭哉　(6) 山形市 大郷小  6:54

第５区(中学生) 戸田　夏輝　(3) 山形市 山形一中  9:49



2019年8月4日 13時40分スタート第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
男子 駅伝

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

大会記録          43:09  　米沢市      　　　　　　第13回 2010.8.1

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生
(3.0km)

第２区
小学生
(1.9km)

第３区
中学生
(2.8km)

第４区
小学生
(1.9km)

第５区
中学生
(2.8km)

 細谷　建斗  
 山形一中21st
    9:42

 伊藤　平  
 八幡小　13th
    6:29

 伊藤　平  
 鳥海八幡中 16th
    9:10

 黒田　　賢  
 窪田小　13th
    6:37

 安房　真沙樹
 米沢一中 7th
    9:37

1
 
 
 
 

1
 
 
 
 

43:37
 
 
 
 

山形市 田邊　柊斗　(2)
ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ
山形十中
(  2)    10:25
(  2)    10:25

阿部　晃大　(6)
ｱﾍﾞ ｺｳﾀ
東小
(  1)    17:04
(  2)     6:39

亀井　　直　(3)
ｶﾒｲ ﾅｵ
山形五中
(  1)    26:54
(  4)     9:50

佐藤　圭哉　(6)
ｻﾄｳ ｹｲﾔ
大郷小
(  1)    33:48
(  1)     6:54

戸田　夏輝　(3)
ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ
山形一中
(  1)    43:37
(  1)     9:49

2
 
 
 
 

5
 
 
 
 

44:34
 
 
 
 

新庄市 庄司　瑞輝　(9)
ｼｮｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ
萩野学園
(  6)    10:36
(  6)    10:36

大友　聡良　(6)
ｵｵﾄﾓ ｿﾗ
日新小
(  4)    17:25
(  3)     6:49

大友　歩隆　(2)
ｵｵﾄﾓ ﾎﾀﾞｶ
日新中
(  3)    27:24
(  5)     9:59

矢口　新大　(6)
ﾔｸﾞﾁ ｱﾗﾀ
升形小
(  3)    34:40
( 10)     7:16

佐々木　響己(3)
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ
新庄中
(  2)    44:34
(  2)     9:54

3
 
 
 
 

4
 
 
 
 

44:51
 
 
 
 

酒田市 齋藤　寧月　(3)
ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ
鳥海八幡中
(  3)    10:28
(  3)    10:28

佐藤　　輝　(6)
ｻﾄｳ ｷﾗ
宮野浦小
(  3)    17:22
(  7)     6:54

菅原　啓汰　(2)
ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ
酒田四中
(  2)    27:22
(  7)    10:00

安達　琉琥　(6)
ｱﾀﾞﾁ ﾘｸ
富士見小
(  2)    34:25
(  4)     7:03

板垣　貴大　(3)
ｲﾀｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
酒田四中
(  3)    44:51
(  9)    10:26

4
 
 
 
 

11
 
 
 
 

45:31
 
 
 
 

東根市 松本　修哉　(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ
東桜学館中
(  9)    10:46
(  9)    10:46

二瓶　耀将　(6)
ﾆﾍｲ ﾖｳｽｹ
神町小
(  6)    17:46
(  8)     7:00

森谷　　翔　(3)
ﾓﾘﾔ ｶｹﾙ
大富中
(  5)    27:53
(  8)    10:07

林　　風我　(6)
ﾊﾔｼ ﾌｳｶﾞ
神町小
(  5)    35:11
( 11)     7:18

横尾　啓斗　(2)
ﾖｺｵ ｹｲﾄ
神町中
(  4)    45:31
(  6)    10:20

5
 
 
 
 

3
 
 
 
 

45:45
 
 
 
 

鶴岡市 増子　義経　(3)
ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ
鶴岡四中
(  4)    10:29
(  4)    10:29

加藤　夢羽空(6)
ｶﾄｳ ﾑｳｱ
豊浦小
(  2)    17:18
(  3)     6:49

阿部　幸樹　(3)
ｱﾍﾞ ｺｳｷ
鶴岡四中
(  6)    27:57
( 19)    10:39

秋野　維月　(6)
ｱｷﾉ ｲﾂｷ
朝暘一小
(  4)    35:01
(  5)     7:04

竹内　天斗　(3)
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄ
豊浦中
(  5)    45:45
( 15)    10:44

6
 
 
 
 

10
 
 
 
 

45:48
 
 
 
 

天童市 矢萩　陽向　(3)
ﾔﾊｷﾞ ﾋﾅﾀ
天童二中
(  8)    10:44
(  8)    10:44

奥山　陽太　(6)
ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾀ
天童北部小
(  8)    18:01
( 15)     7:17

設楽　琉惺　(2)
ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ
天童三中
(  4)    27:47
(  2)     9:46

加賀美　大和(6)
ｶｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ
天童北部小
(  6)    35:26
( 18)     7:39

奥山　倖楽　(3)
ｵｸﾔﾏ ﾕｷﾗ
天童二中
(  6)    45:48
(  7)    10:22

7
 
 
 
 

12
 
 
 
 

45:50
 
 
 
 

尾花沢市 遠藤　佳人　(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ
尾花沢中
(  7)    10:44
(  7)    10:44

落合　信輝　(5)
ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞｷ
尾花沢小
(  9)    18:04
( 17)     7:20

遠藤　雅空　(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ
尾花沢中
( 11)    28:39
( 17)    10:35

佐久間　琉大(5)
ｻｸﾏ ﾘｭｳﾀﾞｲ
尾花沢小
(  7)    35:44
(  6)     7:05

梅本　柊生　(5)
ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ
福原中
(  7)    45:50
(  3)    10:06

8
 
 
 
 

6
 
 
 
 

46:09
 
 
 
 

寒河江市 白田　絢優　(3)
ｼﾗﾀ ｹﾝﾕｳ
陵南中
(  5)    10:33
(  5)    10:33

渡邉　謙心　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾝ
寒河江小
(  5)    17:45
( 12)     7:12

芳賀　哉人　(3)
ﾊｶﾞ ｶﾅﾄ
陵東中
(  8)    28:10
( 12)    10:25

小林　聖河　(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｶﾞ
南部小
( 10)    35:59
( 23)     7:49

柴崎　幹也　(3)
ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ
陵南中
(  8)    46:09
(  4)    10:10

9
 
 
 
 

13
 
 
 
 

46:09
 
 
 
 

南陽市 近野　碧良　(1)
ｺﾝﾉ ｿﾗ
沖郷中
( 16)    11:15
( 16)    11:15

鈴木　楓馬　(6)
ｽｽﾞｷ ﾌｳﾏ
沖郷小
( 12)    18:22
(  9)     7:07

鈴木　悠斗　(3)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
赤湯中
( 10)    28:34
( 10)    10:12

鈴木　蒼空　(5)
ｽｽﾞｷ ｿﾗ
沖郷小
(  9)    35:45
(  9)     7:11

井上　寛太　(3)
ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ
赤湯中
(  9)    46:09
(  8)    10:24

10
 
 
 
 

2
 
 
 
 

46:11
 
 
 
 

米沢市 佐藤　優介　(3)
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ
米沢五中
( 17)    11:29
( 17)    11:29

設楽　優太郎(6)
ｼﾀﾗ ﾕｳﾀﾛｳ
六郷小
( 11)    18:21
(  5)     6:52

白田　星斗　(3)
ｼﾗﾀ ｾｲﾄ
米沢四中
( 12)    28:42
( 11)    10:21

早田　　悠　(6)
ﾊﾔﾀ ﾕｳ
塩井小
(  8)    35:44
(  3)     7:02

加賀　陽翔　(3)
ｶｶﾞ ﾊﾙﾄ
米沢三中
( 10)    46:11
( 10)    10:27

11
 
 
 
 

16
 
 
 
 

46:36
 
 
 
 

河北町 大隅　悠生　(2)
ｵｵｽﾐ ﾊﾙ
河北中
( 22)    11:57
( 22)    11:57

大場　翔太　(6)
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ
北谷地小
( 22)    19:11
( 13)     7:14

太田　飛翔　(3)
ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ
河北中
( 15)    28:57
(  2)     9:46

草苅　楓斗　(6)
ｸｻｶﾘ ﾌｳﾄ
西里小
( 12)    36:04
(  7)     7:07

髙橋　一真　(2)
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
河北中
( 11)    46:36
( 13)    10:32

12
 
 
 
 

28
 
 
 
 

46:44
 
 
 
 

高畠町 小浅　陽佳　(3)
ｺｱｻ ﾊﾙｶ
高畠中
( 12)    10:56
( 12)    10:56

平　　謙将　(6)
ﾀｲﾗ ｹﾝｼｮｳ
和田小
( 10)    18:07
( 11)     7:11

渡部　広大　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
高畠中
(  7)    28:06
(  5)     9:59

小笠原　聖悟(5)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲｺﾞ
糠野目小
( 11)    36:02
( 24)     7:56

髙橋　陽飛　(3)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ
高畠中
( 12)    46:44
( 14)    10:42

13
 
 
 
 

19
 
 
 
 

46:48
 
 
 
 

大江町 菊地　道登　(3)
ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ
大江中
(  1)    10:07
(  1)    10:07

公平　翔士　(5)
ｺｳﾍｲ ｻﾈﾄ
左沢小
(  7)    17:48
( 23)     7:41

佐藤　兼也　(3)
ｻﾄｳ ｹﾝﾔ
大江中
( 13)    28:43
( 21)    10:55

横山　偉士　(5)
ﾖｺﾔﾏ ｲｵ
本郷東小
( 14)    36:19
( 17)     7:36

横山　　翔　(1)
ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ
大江中
( 13)    46:48
( 11)    10:29

14
 
 
 
 

7
 
 
 
 

47:01
 
 
 
 

上山市 叶内　大貴　(3)
ｶﾅｳﾁ ﾀﾞｲｷ
上山南中
( 14)    11:03
( 14)    11:03

小島　心央　(6)
ｵｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ
上山小
( 15)    18:28
( 19)     7:25

遠藤　皓大　(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ
上山南中
( 16)    28:59
( 15)    10:31

月田　琉生　(6)
ﾂｷﾀ ﾙｲ
上山小
( 17)    36:43
( 21)     7:44

齋藤　遥斗　(3)
ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
上山北中
( 14)    47:01
(  5)    10:18

15
 
 
 
 

8
 
 
 
 

47:14
 
 
 
 

村山市 鈴木　　至　(3)
ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ
楯岡中
( 15)    11:12
( 15)    11:12

緒方　彩人　(6)
ｵｶﾞﾀ ｱﾔﾄ
楯岡小
( 13)    18:26
( 13)     7:14

齋藤　智哉　(3)
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ
葉山中
( 14)    28:53
( 13)    10:27

大室　優駿　(6)
ｵｵﾑﾛ ﾕｳｼｭﾝ
富並小
( 15)    36:28
( 16)     7:35

髙橋　遥斗　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ
楯岡中
( 15)    47:14
( 16)    10:46
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 総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生
(3.0km)

第２区
小学生
(1.9km)

第３区
中学生
(2.8km)

第４区
小学生
(1.9km)

第５区
中学生
(2.8km)

 細谷　建斗  
 山形一中21st
    9:42

 伊藤　平  
 八幡小　13th
    6:29

 伊藤　平  
 鳥海八幡中 16th
    9:10

 黒田　　賢  
 窪田小　13th
    6:37

 安房　真沙樹
 米沢一中 7th
    9:37

16
 
 
 
 

9
 
 
 
 

47:43
 
 
 
 

長井市 朝倉　　颯　(3)
ｱｻｸﾗ ﾊﾔﾄ
長井北中
( 21)    11:52
( 21)    11:52

小関　知弥　(6)
ｺｾｷ ﾄﾓﾔ
平野小
( 18)    18:45
(  6)     6:53

金田　　紘　(3)
ｶﾈﾀﾞ ｺｳ
長井北中
( 19)    29:43
( 22)    10:58

竹田　律生　(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾂｷ
長井小
( 18)    37:12
( 13)     7:29

横田　穏紀　(2)
ﾖｺﾀ ﾔｽｷ
長井北中
( 16)    47:43
( 12)    10:31

17
 
 
 
 

35
 
 
 
 

47:51
 
 
 
 

遊佐町 菅原　悠聖　(2)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ
遊佐中
( 13)    11:03
( 13)    11:03

伊藤　　翔　(6)
ｲﾄｳ ｶｹﾙ
遊佐小
( 17)    18:43
( 22)     7:40

今野　快音　(3)
ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ
遊佐中
( 18)    29:13
( 14)    10:30

佐藤　夢叶　(6)
ｻﾄｳ ﾕﾒﾄ
遊佐小
( 16)    36:42
( 13)     7:29

阿部　太惺　(1)
ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ
遊佐中
( 17)    47:51
( 20)    11:09

18
 
 
 
 

34
 
 
 
 

47:53
 
 
 
 

庄内町 鈴木　大翔　(1)
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ
余目中
( 18)    11:38
( 18)    11:38

佐藤　　旭　(5)
ｻﾄｳ ｱｻﾋ
余目四小
( 20)    19:00
( 18)     7:22

源田　修良　(3)
ｹﾞﾝﾀﾞ ｼｭﾗ
余目中
(  9)    28:27
(  1)     9:27

佐藤　叶音　(5)
ｻﾄｳ ｶﾅﾄ
余目三小
( 13)    36:09
( 20)     7:42

松浦　　空　(2)
ﾏﾂｳﾗ ｿﾗ
余目中
( 18)    47:53
( 24)    11:44

19
 
 
 
 

29
 
 
 
 

48:36
 
 
 
 

川西町 村上　大夢　(3)
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾑ
川西中
( 19)    11:39
( 19)    11:39

佐藤　　昊　(5)
ｻﾄｳ ｿﾗ
小松小
( 21)    19:04
( 19)     7:25

渡邉　　庵　(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ
川西中
( 20)    29:56
( 20)    10:52

高橋　佑人　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ
小松小
( 21)    37:44
( 22)     7:48

安達　理人　(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ
川西中
( 19)    48:36
( 17)    10:52

20
 
 
 
 

21
 
 
 
 

49:22
 
 
 
 

金山町 伊藤　竜守　(3)
ｲﾄｳ ﾘｼｭ
金山中
( 10)    10:52
( 10)    10:52

柿崎　　仁　(6)
ｶｷｻﾞｷ ｼﾞﾝ
金山小
( 14)    18:28
( 21)     7:36

小沼　我央　(2)
ｺﾇﾏ ｶﾞｵ
金山中
( 17)    29:03
( 17)    10:35

神沼　天希　(4)
ｶﾐﾇﾏ ﾃﾝｷ
金山小
( 20)    37:40
( 29)     8:37

星川　怜桜　(3)
ﾎｼｶﾜ ﾚｵ
金山中
( 20)    49:22
( 23)    11:42

21
 
 
 
 

32
 
 
 
 

49:40
 
 
 
 

飯豊町 嵐　　琉煌　(3)
ｱﾗｼ ﾘｭｳｷ
飯豊中
( 11)    10:54
( 11)    10:54

元木　心温　(6)
ﾓﾄｷ ｼｵﾝ
飯豊二小
( 19)    18:55
( 28)     8:01

髙橋　大夢　(3)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ
飯豊中
( 24)    30:18
( 24)    11:23

船山　優希　(6)
ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｷ
飯豊二小
( 23)    38:24
( 25)     8:06

菅野　倖成　(2)
ｶﾝﾉ ｺｳｾｲ
飯豊中
( 21)    49:40
( 21)    11:16

22
 
 
 
 

24
 
 
 
 

49:41
 
 
 
 

真室川町 沓澤　光希　(3)
ｸﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ
真室川中
( 28)    12:34
( 28)    12:34

柿﨑　健吾　(6)
ｶｷｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ
真室川小
( 25)    19:43
( 10)     7:09

佐藤　　悠　(3)
ｻﾄｳ ﾕｳ
真室川中
( 27)    31:30
( 29)    11:47

土田　尚弥　(5)
ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ
真室川小
( 25)    38:40
(  8)     7:10

佐藤　小次郎(1)
ｻﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ
真室川中
( 22)    49:41
( 19)    11:01

23
 
 
 
 

23
 
 
 
 

49:48
 
 
 
 

舟形町 相馬　俊介　(3)
ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ
舟形中
( 23)    12:00
( 23)    12:00

加藤　佑大　(6)
ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
舟形小
( 27)    20:00
( 27)     8:00

沼沢　琉斗　(3)
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
舟形中
( 21)    30:11
(  9)    10:11

加藤　登生　(5)
ｶﾄｳ ﾄｵｲ
舟形小
( 26)    38:50
( 30)     8:39

狩野　晴斗　(3)
ｶﾉ ﾊﾙﾄ
舟形中
( 23)    49:48
( 18)    10:58

24
 
 
 
 

17
 
 
 
 

49:52
 
 
 
 

西川町 設楽　卓人　(2)
ｼﾀﾗ ﾀｸﾋﾄ
西川中
( 24)    12:00
( 24)    12:00

奥山　陽斗　(6)
ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾄ
西川小
( 24)    19:41
( 23)     7:41

古沢　颯汰　(1)
ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ
西川中
( 22)    30:13
( 16)    10:32

鈴木　脩人　(5)
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ
西川小
( 22)    37:52
( 18)     7:39

井上　朋紀　(2)
ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ
西川中
( 24)    49:52
( 25)    12:00

25
 
 
 
 

15
 
 
 
 

50:26
 
 
 
 

中山町 井上　昂太　(5)
ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ
中山中
( 27)    12:22
( 27)    12:22

佐東　壮大　(5)
ｻﾄｳ ｿｳﾀﾞｲ
豊田小
( 23)    19:39
( 15)     7:17

鈴木　勇人　(5)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
中山中
( 26)    31:02
( 24)    11:23

斉藤　琉依　(5)
ｻｲﾄｳ ﾙｲ
長崎小
( 24)    38:26
( 12)     7:24

島津　晴斗　(5)
ｼﾏﾂ ﾊﾙﾄ
中山中
( 25)    50:26
( 25)    12:00

26
 
 
 
 

27
 
 
 
 

51:30
 
 
 
 

戸沢村 加藤　彩翔　(3)
ｶﾄｳ ｱﾔﾄ
戸沢中
( 25)    12:08
( 25)    12:08

古川　一琉　(6)
ﾌﾙｶﾜ ｲﾁﾙ
戸沢小
( 16)    18:38
(  1)     6:30

野沢　琉斗　(3)
ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
戸沢中
( 23)    30:16
( 27)    11:38

石塚　宇恭　(5)
ｲｼﾂﾞｶ ｳﾉ
戸沢小
( 19)    37:16
(  2)     7:00

星川　朋也　(3)
ﾎｼｶﾜ ﾄﾓﾔ
戸沢中
( 26)    51:30
( 31)    14:14

27
 
 
 
 

18
 
 
 
 

51:59
 
 
 
 

朝日町 堀　　龍空　(1)
ﾎﾘ ﾘｭｳｱ
朝日中
( 20)    11:50
( 20)    11:50

白田　　玄　(6)
ｼﾗﾀ ﾊﾙ
大谷小
( 26)    19:44
( 26)     7:54

佐藤　涼介　(1)
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ
朝日中
( 25)    30:43
( 23)    10:59

阿部　佑音　(6)
ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ
宮宿小
( 27)    39:18
( 28)     8:35

長岡　真聖　(3)
ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻｷﾖ
朝日中
( 27)    51:59
( 28)    12:41

28
 
 
 
 

22
 
 
 
 

52:09
 
 
 
 

最上町 佐藤　陽輝　(2)
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ
最上中
( 26)    12:13
( 26)    12:13

佐藤　武人　(6)
ｻﾄｳ ﾀｹﾄ
大堀小
( 28)    20:32
( 29)     8:19

下山　友伍　(2)
ｼﾓﾔﾏ ﾕｳｺﾞ
最上中
( 28)    32:05
( 26)    11:33

髙橋　李斗　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾘﾄ
富沢小
( 28)    40:37
( 27)     8:32

菅　　大弥　(2)
ｶﾝ ﾋﾛﾔ
最上中
( 28)    52:09
( 22)    11:32

29
 
 
 
 

31
 
 
 
 

53:04
 
 
 
 

白鷹町 山口　寛展　(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ
白鷹中
( 29)    13:09
( 29)    13:09

菅　　陽翔　(5)
ｶﾝ ﾊﾙﾄ
鮎貝小
( 29)    21:00
( 25)     7:51

石山　琥汰朗(2)
ｲｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ
白鷹中
( 29)    33:09
( 31)    12:09

佐藤　聖悟　(6)
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
鮎貝小
( 29)    40:41
( 15)     7:32

齋藤　瑛仁　(2)
ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ
白鷹中
( 29)    53:04
( 27)    12:23

30
 
 
 
 

20
 
 
 
 

56:21
 
 
 
 

大石田町 児玉　勝平　(3)
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ
大石田中
( 30)    13:21
( 30)    13:21

熊谷　学斗　(5)
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾅﾄ
大石田南小
( 30)    22:52
( 31)     9:31

森　　風人　(3)
ﾓﾘ ｶｾﾞﾄ
大石田中
( 30)    34:31
( 28)    11:39

鮎川　春空　(5)
ｱﾕｶﾜ ﾊﾙ
大石田南小
( 30)    43:16
( 31)     8:45

桐井　悠佑　(2)
ｷﾘｲ ﾕｳｽｹ
大石田中
( 30)    56:21
( 29)    13:05



 2019年8月4日 13時40分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
男子 駅伝

 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          43:09  　米沢市      　　　　　　第13回 2010.8.1

 総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生
(3.0km)

第２区
小学生
(1.9km)

第３区
中学生
(2.8km)

第４区
小学生
(1.9km)

第５区
中学生
(2.8km)

 細谷　建斗  
 山形一中21st
    9:42

 伊藤　平  
 八幡小　13th
    6:29

 伊藤　平  
 鳥海八幡中 16th
    9:10

 黒田　　賢  
 窪田小　13th
    6:37

 安房　真沙樹
 米沢一中 7th
    9:37

OPN
 
 
 
 

55
 
 
 
 

47:10
 
 
 
 

猪苗代TF&東中 佐藤　真央　(3)
ｻﾄｳ ﾏｵ
東中
(OPN)    10:19
(OPN)    10:19

横澤　秀哉　(6)
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾔ
猪苗代小
(OPN)    17:42
(OPN)     7:23

安部　拓海　(3)
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ
東中
(OPN)    28:18
(OPN)    10:36

一ノ瀬　恵人(6)
ｲﾁﾉｾ ｹｲﾄ
翁島小
(OPN)    35:51
(OPN)     7:33

古川　晋太郎(1)
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ
東中
(OPN)    47:10
(OPN)    11:19

 
 
 
 

30
 
 
 
 

 
 
 
 

小国町 舟山　　暁　(3)
ﾌﾅﾔﾏ ｱｷﾗ
小国中

      !       

今　琉希亜　(6)
ｺﾝ ﾙｷｱ
小国小

( 30)     9:30

遠藤　倭杜　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ
小国中

( 30)    11:55

横山　敦紀　(5)
ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｷ
小国小

( 26)     8:18

髙橋　竜聖　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ
小国中

( 30)    13:44

凡例 OPN:オープン参加/ !…区間未完走



2019年8月4日 13時40分スタート第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

男子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第１区       中学生       (3.0km)     
 　　区間記録（SR)  9:42 細谷　建斗   山形一中21st

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 19 10:07 大江町   1 19 10:07 大江町 菊地　道登　(3) ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 大江中
  2 1 10:25 山形市   2 1 10:25 山形市 田邊　柊斗　(2) ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ 山形十中
  3 4 10:28 酒田市   3 4 10:28 酒田市 齋藤　寧月　(3) ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ 鳥海八幡中
  4 3 10:29 鶴岡市   4 3 10:29 鶴岡市 増子　義経　(3) ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ 鶴岡四中
  5 6 10:33 寒河江市   5 6 10:33 寒河江市 白田　絢優　(3) ｼﾗﾀ ｹﾝﾕｳ 陵南中
  6 5 10:36 新庄市   6 5 10:36 新庄市 庄司　瑞輝　(9) ｼｮｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ 萩野学園
  7 12 10:44 尾花沢市   7 12 10:44 尾花沢市 遠藤　佳人　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ 尾花沢中
  8 10 10:44 天童市   8 10 10:44 天童市 矢萩　陽向　(3) ﾔﾊｷﾞ ﾋﾅﾀ 天童二中
  9 11 10:46 東根市   9 11 10:46 東根市 松本　修哉　(3) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東桜学館中
 10 21 10:52 金山町  10 21 10:52 金山町 伊藤　竜守　(3) ｲﾄｳ ﾘｼｭ 金山中
 11 32 10:54 飯豊町  11 32 10:54 飯豊町 嵐　　琉煌　(3) ｱﾗｼ ﾘｭｳｷ 飯豊中
 12 28 10:56 高畠町  12 28 10:56 高畠町 小浅　陽佳　(3) ｺｱｻ ﾊﾙｶ 高畠中
 13 35 11:03 遊佐町  13 35 11:03 遊佐町 菅原　悠聖　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 遊佐中
 14 7 11:03 上山市  14 7 11:03 上山市 叶内　大貴　(3) ｶﾅｳﾁ ﾀﾞｲｷ 上山南中
 15 8 11:12 村山市  15 8 11:12 村山市 鈴木　　至　(3) ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ 楯岡中
 16 13 11:15 南陽市  16 13 11:15 南陽市 近野　碧良　(1) ｺﾝﾉ ｿﾗ 沖郷中
 17 2 11:29 米沢市  17 2 11:29 米沢市 佐藤　優介　(3) ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 米沢五中
 18 34 11:38 庄内町  18 34 11:38 庄内町 鈴木　大翔　(1) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 余目中
 19 29 11:39 川西町  19 29 11:39 川西町 村上　大夢　(3) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾑ 川西中
 20 18 11:50 朝日町  20 18 11:50 朝日町 堀　　龍空　(1) ﾎﾘ ﾘｭｳｱ 朝日中
 21 9 11:52 長井市  21 9 11:52 長井市 朝倉　　颯　(3) ｱｻｸﾗ ﾊﾔﾄ 長井北中
 22 16 11:57 河北町  22 16 11:57 河北町 大隅　悠生　(2) ｵｵｽﾐ ﾊﾙ 河北中
 23 23 12:00 舟形町  23 23 12:00 舟形町 相馬　俊介　(3) ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ 舟形中
 24 17 12:00 西川町  24 17 12:00 西川町 設楽　卓人　(2) ｼﾀﾗ ﾀｸﾋﾄ 西川中
 25 27 12:08 戸沢村  25 27 12:08 戸沢村 加藤　彩翔　(3) ｶﾄｳ ｱﾔﾄ 戸沢中
 26 22 12:13 最上町  26 22 12:13 最上町 佐藤　陽輝　(2) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 最上中
 27 15 12:22 中山町  27 15 12:22 中山町 井上　昂太　(5) ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 中山中
 28 24 12:34 真室川町  28 24 12:34 真室川町 沓澤　光希　(3) ｸﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 真室川中
 29 31 13:09 白鷹町  29 31 13:09 白鷹町 山口　寛展　(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 白鷹中
 30 20 13:21 大石田町  30 20 13:21 大石田町 児玉　勝平　(3) ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 大石田中
OPN 55 10:19 猪苗代TF&東中 55 10:19 猪苗代TF&東中 佐藤　真央　(3) ｻﾄｳ ﾏｵ 東中

30 小国町 30 小国町 舟山　　暁　(3) ﾌﾅﾔﾏ ｱｷﾗ 小国中 DNF

凡例 OPN:オープン参加/ DNF:区間未完走



 2019年8月4日 13時40分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 男子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第２区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:29 伊藤　平   八幡小　13th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 17:04 山形市   1 27  6:30 戸沢村 古川　一琉　(6) ﾌﾙｶﾜ ｲﾁﾙ 戸沢小
  2 3 17:18 鶴岡市   2 1  6:39 山形市 阿部　晃大　(6) ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 東小
  3 4 17:22 酒田市   3 3  6:49 鶴岡市 加藤　夢羽空(6) ｶﾄｳ ﾑｳｱ 豊浦小
  4 5 17:25 新庄市   3 5  6:49 新庄市 大友　聡良　(6) ｵｵﾄﾓ ｿﾗ 日新小
  5 6 17:45 寒河江市   5 2  6:52 米沢市 設楽　優太郎(6) ｼﾀﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 六郷小
  6 11 17:46 東根市   6 9  6:53 長井市 小関　知弥　(6) ｺｾｷ ﾄﾓﾔ 平野小
  7 19 17:48 大江町   7 4  6:54 酒田市 佐藤　　輝　(6) ｻﾄｳ ｷﾗ 宮野浦小
  8 10 18:01 天童市   8 11  7:00 東根市 二瓶　耀将　(6) ﾆﾍｲ ﾖｳｽｹ 神町小
  9 12 18:04 尾花沢市   9 13  7:07 南陽市 鈴木　楓馬　(6) ｽｽﾞｷ ﾌｳﾏ 沖郷小
 10 28 18:07 高畠町  10 24  7:09 真室川町 柿﨑　健吾　(6) ｶｷｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 真室川小
 11 2 18:21 米沢市  11 28  7:11 高畠町 平　　謙将　(6) ﾀｲﾗ ｹﾝｼｮｳ 和田小
 12 13 18:22 南陽市  12 6  7:12 寒河江市 渡邉　謙心　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾝ 寒河江小
 13 8 18:26 村山市  13 8  7:14 村山市 緒方　彩人　(6) ｵｶﾞﾀ ｱﾔﾄ 楯岡小
 14 21 18:28 金山町  13 16  7:14 河北町 大場　翔太　(6) ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 北谷地小
 15 7 18:28 上山市  15 10  7:17 天童市 奥山　陽太　(6) ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾀ 天童北部小
 16 27 18:38 戸沢村  15 15  7:17 中山町 佐東　壮大　(5) ｻﾄｳ ｿｳﾀﾞｲ 豊田小
 17 35 18:43 遊佐町  17 12  7:20 尾花沢市 落合　信輝　(5) ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞｷ 尾花沢小
 18 9 18:45 長井市  18 34  7:22 庄内町 佐藤　　旭　(5) ｻﾄｳ ｱｻﾋ 余目四小
 19 32 18:55 飯豊町  19 7  7:25 上山市 小島　心央　(6) ｵｼﾞﾏ ﾐﾋﾛ 上山小
 20 34 19:00 庄内町  19 29  7:25 川西町 佐藤　　昊　(5) ｻﾄｳ ｿﾗ 小松小
 21 29 19:04 川西町  21 21  7:36 金山町 柿崎　　仁　(6) ｶｷｻﾞｷ ｼﾞﾝ 金山小
 22 16 19:11 河北町  22 35  7:40 遊佐町 伊藤　　翔　(6) ｲﾄｳ ｶｹﾙ 遊佐小
 23 15 19:39 中山町  23 17  7:41 西川町 奥山　陽斗　(6) ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾄ 西川小
 24 17 19:41 西川町  23 19  7:41 大江町 公平　翔士　(5) ｺｳﾍｲ ｻﾈﾄ 左沢小
 25 24 19:43 真室川町  25 31  7:51 白鷹町 菅　　陽翔　(5) ｶﾝ ﾊﾙﾄ 鮎貝小
 26 18 19:44 朝日町  26 18  7:54 朝日町 白田　　玄　(6) ｼﾗﾀ ﾊﾙ 大谷小
 27 23 20:00 舟形町  27 23  8:00 舟形町 加藤　佑大　(6) ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 舟形小
 28 22 20:32 最上町  28 32  8:01 飯豊町 元木　心温　(6) ﾓﾄｷ ｼｵﾝ 飯豊二小
 29 31 21:00 白鷹町  29 22  8:19 最上町 佐藤　武人　(6) ｻﾄｳ ﾀｹﾄ 大堀小
 30 20 22:52 大石田町  30 30  9:30 小国町 今　琉希亜　(6) ｺﾝ ﾙｷｱ 小国小
OPN 55 17:42 猪苗代TF&東中  31 20  9:31 大石田町 熊谷　学斗　(5) ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾅﾄ 大石田南小

30 小国町 55  7:23 猪苗代TF&東中 横澤　秀哉　(6) ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾔ 猪苗代小

凡例 OPN:オープン参加



 2019年8月4日 13時40分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 男子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第３区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR)  9:10 伊藤　平   鳥海八幡中 16th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 26:54 山形市   1 34  9:27 庄内町 源田　修良　(3) ｹﾞﾝﾀﾞ ｼｭﾗ 余目中
  2 4 27:22 酒田市   2 10  9:46 天童市 設楽　琉惺　(2) ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ 天童三中
  3 5 27:24 新庄市   2 16  9:46 河北町 太田　飛翔　(3) ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 河北中
  4 10 27:47 天童市   4 1  9:50 山形市 亀井　　直　(3) ｶﾒｲ ﾅｵ 山形五中
  5 11 27:53 東根市   5 5  9:59 新庄市 大友　歩隆　(2) ｵｵﾄﾓ ﾎﾀﾞｶ 日新中
  6 3 27:57 鶴岡市   5 28  9:59 高畠町 渡部　広大　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 高畠中
  7 28 28:06 高畠町   7 4 10:00 酒田市 菅原　啓汰　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 酒田四中
  8 6 28:10 寒河江市   8 11 10:07 東根市 森谷　　翔　(3) ﾓﾘﾔ ｶｹﾙ 大富中
  9 34 28:27 庄内町   9 23 10:11 舟形町 沼沢　琉斗　(3) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 舟形中
 10 13 28:34 南陽市  10 13 10:12 南陽市 鈴木　悠斗　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 赤湯中
 11 12 28:39 尾花沢市  11 2 10:21 米沢市 白田　星斗　(3) ｼﾗﾀ ｾｲﾄ 米沢四中
 12 2 28:42 米沢市  12 6 10:25 寒河江市 芳賀　哉人　(3) ﾊｶﾞ ｶﾅﾄ 陵東中
 13 19 28:43 大江町  13 8 10:27 村山市 齋藤　智哉　(3) ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 葉山中
 14 8 28:53 村山市  14 35 10:30 遊佐町 今野　快音　(3) ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ 遊佐中
 15 16 28:57 河北町  15 7 10:31 上山市 遠藤　皓大　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 上山南中
 16 7 28:59 上山市  16 17 10:32 西川町 古沢　颯汰　(1) ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ 西川中
 17 21 29:03 金山町  17 12 10:35 尾花沢市 遠藤　雅空　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ 尾花沢中
 18 35 29:13 遊佐町  17 21 10:35 金山町 小沼　我央　(2) ｺﾇﾏ ｶﾞｵ 金山中
 19 9 29:43 長井市  19 3 10:39 鶴岡市 阿部　幸樹　(3) ｱﾍﾞ ｺｳｷ 鶴岡四中
 20 29 29:56 川西町  20 29 10:52 川西町 渡邉　　庵　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 川西中
 21 23 30:11 舟形町  21 19 10:55 大江町 佐藤　兼也　(3) ｻﾄｳ ｹﾝﾔ 大江中
 22 17 30:13 西川町  22 9 10:58 長井市 金田　　紘　(3) ｶﾈﾀﾞ ｺｳ 長井北中
 23 27 30:16 戸沢村  23 18 10:59 朝日町 佐藤　涼介　(1) ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 朝日中
 24 32 30:18 飯豊町  24 15 11:23 中山町 鈴木　勇人　(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 中山中
 25 18 30:43 朝日町  24 32 11:23 飯豊町 髙橋　大夢　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 飯豊中
 26 15 31:02 中山町  26 22 11:33 最上町 下山　友伍　(2) ｼﾓﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 最上中
 27 24 31:30 真室川町  27 27 11:38 戸沢村 野沢　琉斗　(3) ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 戸沢中
 28 22 32:05 最上町  28 20 11:39 大石田町 森　　風人　(3) ﾓﾘ ｶｾﾞﾄ 大石田中
 29 31 33:09 白鷹町  29 24 11:47 真室川町 佐藤　　悠　(3) ｻﾄｳ ﾕｳ 真室川中
 30 20 34:31 大石田町  30 30 11:55 小国町 遠藤　倭杜　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 小国中
OPN 55 28:18 猪苗代TF&東中  31 31 12:09 白鷹町 石山　琥汰朗(2) ｲｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 白鷹中

30 小国町 55 10:36 猪苗代TF&東中 安部　拓海　(3) ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 東中

凡例 OPN:オープン参加



 2019年8月4日 13時40分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 男子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第４区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:37 黒田　　賢   窪田小　13th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 33:48 山形市   1 1  6:54 山形市 佐藤　圭哉　(6) ｻﾄｳ ｹｲﾔ 大郷小
  2 4 34:25 酒田市   2 27  7:00 戸沢村 石塚　宇恭　(5) ｲｼﾂﾞｶ ｳﾉ 戸沢小
  3 5 34:40 新庄市   3 2  7:02 米沢市 早田　　悠　(6) ﾊﾔﾀ ﾕｳ 塩井小
  4 3 35:01 鶴岡市   4 4  7:03 酒田市 安達　琉琥　(6) ｱﾀﾞﾁ ﾘｸ 富士見小
  5 11 35:11 東根市   5 3  7:04 鶴岡市 秋野　維月　(6) ｱｷﾉ ｲﾂｷ 朝暘一小
  6 10 35:26 天童市   6 12  7:05 尾花沢市 佐久間　琉大(5) ｻｸﾏ ﾘｭｳﾀﾞｲ 尾花沢小
  7 12 35:44 尾花沢市   7 16  7:07 河北町 草苅　楓斗　(6) ｸｻｶﾘ ﾌｳﾄ 西里小
  8 2 35:44 米沢市   8 24  7:10 真室川町 土田　尚弥　(5) ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 真室川小
  9 13 35:45 南陽市   9 13  7:11 南陽市 鈴木　蒼空　(5) ｽｽﾞｷ ｿﾗ 沖郷小
 10 6 35:59 寒河江市  10 5  7:16 新庄市 矢口　新大　(6) ﾔｸﾞﾁ ｱﾗﾀ 升形小
 11 28 36:02 高畠町  11 11  7:18 東根市 林　　風我　(6) ﾊﾔｼ ﾌｳｶﾞ 神町小
 12 16 36:04 河北町  12 15  7:24 中山町 斉藤　琉依　(5) ｻｲﾄｳ ﾙｲ 長崎小
 13 34 36:09 庄内町  13 9  7:29 長井市 竹田　律生　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾂｷ 長井小
 14 19 36:19 大江町  13 35  7:29 遊佐町 佐藤　夢叶　(6) ｻﾄｳ ﾕﾒﾄ 遊佐小
 15 8 36:28 村山市  15 31  7:32 白鷹町 佐藤　聖悟　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 鮎貝小
 16 35 36:42 遊佐町  16 8  7:35 村山市 大室　優駿　(6) ｵｵﾑﾛ ﾕｳｼｭﾝ 富並小
 17 7 36:43 上山市  17 19  7:36 大江町 横山　偉士　(5) ﾖｺﾔﾏ ｲｵ 本郷東小
 18 9 37:12 長井市  18 10  7:39 天童市 加賀美　大和(6) ｶｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ 天童北部小
 19 27 37:16 戸沢村  18 17  7:39 西川町 鈴木　脩人　(5) ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 西川小
 20 21 37:40 金山町  20 34  7:42 庄内町 佐藤　叶音　(5) ｻﾄｳ ｶﾅﾄ 余目三小
 21 29 37:44 川西町  21 7  7:44 上山市 月田　琉生　(6) ﾂｷﾀ ﾙｲ 上山小
 22 17 37:52 西川町  22 29  7:48 川西町 高橋　佑人　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 小松小
 23 32 38:24 飯豊町  23 6  7:49 寒河江市 小林　聖河　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｶﾞ 南部小
 24 15 38:26 中山町  24 28  7:56 高畠町 小笠原　聖悟(5) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲｺﾞ 糠野目小
 25 24 38:40 真室川町  25 32  8:06 飯豊町 船山　優希　(6) ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｷ 飯豊二小
 26 23 38:50 舟形町  26 30  8:18 小国町 横山　敦紀　(5) ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｷ 小国小
 27 18 39:18 朝日町  27 22  8:32 最上町 髙橋　李斗　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘﾄ 富沢小
 28 22 40:37 最上町  28 18  8:35 朝日町 阿部　佑音　(6) ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 宮宿小
 29 31 40:41 白鷹町  29 21  8:37 金山町 神沼　天希　(4) ｶﾐﾇﾏ ﾃﾝｷ 金山小
 30 20 43:16 大石田町  30 23  8:39 舟形町 加藤　登生　(5) ｶﾄｳ ﾄｵｲ 舟形小
OPN 55 35:51 猪苗代TF&東中  31 20  8:45 大石田町 鮎川　春空　(5) ｱﾕｶﾜ ﾊﾙ 大石田南小

30 小国町 55  7:33 猪苗代TF&東中 一ノ瀬　恵人(6) ｲﾁﾉｾ ｹｲﾄ 翁島小

凡例 OPN:オープン参加



 2019年8月4日 13時40分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          43:09  　米沢市      　　　　　　第13回 2010.8.1

 男子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第５区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR)  9:37 安房　真沙樹 米沢一中 7th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 43:37 山形市   1 1  9:49 山形市 戸田　夏輝　(3) ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 山形一中
  2 5 44:34 新庄市   2 5  9:54 新庄市 佐々木　響己(3) ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ 新庄中
  3 4 44:51 酒田市   3 12 10:06 尾花沢市 梅本　柊生　(5) ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 福原中
  4 11 45:31 東根市   4 6 10:10 寒河江市 柴崎　幹也　(3) ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ 陵南中
  5 3 45:45 鶴岡市   5 7 10:18 上山市 齋藤　遥斗　(3) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 上山北中
  6 10 45:48 天童市   6 11 10:20 東根市 横尾　啓斗　(2) ﾖｺｵ ｹｲﾄ 神町中
  7 12 45:50 尾花沢市   7 10 10:22 天童市 奥山　倖楽　(3) ｵｸﾔﾏ ﾕｷﾗ 天童二中
  8 6 46:09 寒河江市   8 13 10:24 南陽市 井上　寛太　(3) ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 赤湯中
  9 13 46:09 南陽市   9 4 10:26 酒田市 板垣　貴大　(3) ｲﾀｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 酒田四中
 10 2 46:11 米沢市  10 2 10:27 米沢市 加賀　陽翔　(3) ｶｶﾞ ﾊﾙﾄ 米沢三中
 11 16 46:36 河北町  11 19 10:29 大江町 横山　　翔　(1) ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ 大江中
 12 28 46:44 高畠町  12 9 10:31 長井市 横田　穏紀　(2) ﾖｺﾀ ﾔｽｷ 長井北中
 13 19 46:48 大江町  13 16 10:32 河北町 髙橋　一真　(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 河北中
 14 7 47:01 上山市  14 28 10:42 高畠町 髙橋　陽飛　(3) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 高畠中
 15 8 47:14 村山市  15 3 10:44 鶴岡市 竹内　天斗　(3) ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄ 豊浦中
 16 9 47:43 長井市  16 8 10:46 村山市 髙橋　遥斗　(2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 楯岡中
 17 35 47:51 遊佐町  17 29 10:52 川西町 安達　理人　(2) ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ 川西中
 18 34 47:53 庄内町  18 23 10:58 舟形町 狩野　晴斗　(3) ｶﾉ ﾊﾙﾄ 舟形中
 19 29 48:36 川西町  19 24 11:01 真室川町 佐藤　小次郎(1) ｻﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 真室川中
 20 21 49:22 金山町  20 35 11:09 遊佐町 阿部　太惺　(1) ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ 遊佐中
 21 32 49:40 飯豊町  21 32 11:16 飯豊町 菅野　倖成　(2) ｶﾝﾉ ｺｳｾｲ 飯豊中
 22 24 49:41 真室川町  22 22 11:32 最上町 菅　　大弥　(2) ｶﾝ ﾋﾛﾔ 最上中
 23 23 49:48 舟形町  23 21 11:42 金山町 星川　怜桜　(3) ﾎｼｶﾜ ﾚｵ 金山中
 24 17 49:52 西川町  24 34 11:44 庄内町 松浦　　空　(2) ﾏﾂｳﾗ ｿﾗ 余目中
 25 15 50:26 中山町  25 15 12:00 中山町 島津　晴斗　(5) ｼﾏﾂ ﾊﾙﾄ 中山中
 26 27 51:30 戸沢村  25 17 12:00 西川町 井上　朋紀　(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 西川中
 27 18 51:59 朝日町  27 31 12:23 白鷹町 齋藤　瑛仁　(2) ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 白鷹中
 28 22 52:09 最上町  28 18 12:41 朝日町 長岡　真聖　(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻｷﾖ 朝日中
 29 31 53:04 白鷹町  29 20 13:05 大石田町 桐井　悠佑　(2) ｷﾘｲ ﾕｳｽｹ 大石田中
 30 20 56:21 大石田町  30 30 13:44 小国町 髙橋　竜聖　(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 小国中
OPN 55 47:10 猪苗代TF&東中  31 27 14:14 戸沢村 星川　朋也　(3) ﾎｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 戸沢中

30 小国町 55 11:19 猪苗代TF&東中 古川　晋太郎(1) ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 東中

凡例 OPN:オープン参加



2019年8月4日 13時40分スタート第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

大会記録          43:09  　米沢市      　　　　　　第13回 2010.8.1

男子駅伝　順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

大江町   1 1 43:37 山形市

山形市   2 5 44:34 新庄市

酒田市   3 4 44:51 酒田市

鶴岡市   4 11 45:31 東根市

寒河江市   5 3 45:45 鶴岡市

新庄市   6 10 45:48 天童市

尾花沢市   7 12 45:50 尾花沢市

天童市   8 6 46:09 寒河江市

東根市   9 13 46:09 南陽市

金山町  10 2 46:11 米沢市

飯豊町  11 16 46:36 河北町

高畠町  12 28 46:44 高畠町

遊佐町  13 19 46:48 大江町

上山市  14 7 47:01 上山市

村山市  15 8 47:14 村山市

南陽市  16 9 47:43 長井市

米沢市  17 35 47:51 遊佐町

庄内町  18 34 47:53 庄内町

川西町  19 29 48:36 川西町

朝日町  20 21 49:22 金山町

長井市  21 32 49:40 飯豊町

河北町  22 24 49:41 真室川町

舟形町  23 23 49:48 舟形町

西川町  24 17 49:52 西川町

戸沢村  25 15 50:26 中山町

最上町  26 27 51:30 戸沢村

中山町  27 18 51:59 朝日町

真室川町  28 22 52:09 最上町

白鷹町  29 31 53:04 白鷹町

大石田町  30 20 56:21 大石田町
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主催:(一財)山形陸上競技協会･山形県･山形県教育委員会･上山市･上山市教育委員会
共催:(公財)山形県スポーツ協会･上山市体育協会･(公社)山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興21世紀協会
会場:蔵王坊平アスリートヴィレッジ

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

女子 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 山形市 48:30

第２位 河北町 49:36

第３位 高畠町 50:13

第４位 鶴岡市 50:47

第５位 米沢市 50:58

第６位 尾花沢市 51:06

第７位 酒田市 51:56

第８位 天童市 52:07

区間賞
区間 氏名 チーム 所属 記録 備考

第１区(中学生) 渡部　花音　(3) 山形市 山形四中 11:28

第２区(小学生) 大浦　陽奈乃(6) 高畠町 和田小  6:50 区間新

第３区(中学生) 後藤　綾花　(3) 山形市 山形十中 11:03

第４区(小学生) 加藤　　捺　(6) 鶴岡市 大山小  7:23

第５区(中学生) 本村　七帆　(3) 山形市 山形十中 11:00

区間新・タイ記録

 区間 氏名 チーム名  記録 前記録  備考

第２区（小学生） 大浦　陽奈乃(6) 高畠町・和田小  6:50  6:59:01 区間新
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総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生

第２区
小学生

第３区
中学生

第４区
小学生

第５区
中学生

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 大浦　陽奈乃
 和田小21st  
    6:59

 高橋　彩花  
 白鷹東中 11th
   10:39

 武田千捺（尾花沢小）
 関　彩夏（上山南小）
    7:08

 石澤　希らら
 上山南中 18th
   10:33

1
 
 
 
 

1
 
 
 
 

48:30
 
 
 
 

山形市 渡部　花音　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ
山形四中
(  1)    11:28
(  1)    11:28

杉本　　遥　(6)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
山形十小
(  1)    18:28
(  2)     7:00

後藤　綾花　(3)
ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ
山形十中
(  1)    29:31
(  1)    11:03

栗原　優奈　(6)
ｸﾘﾊﾗ ﾕﾅ
南沼原小
(  1)    37:30
( 11)     7:59

本村　七帆　(3)
ﾓﾄﾑﾗ ﾅﾅﾎ
山形十中
(  1)    48:30
(  1)    11:00

2
 
 
 
 

16
 
 
 
 

49:36
 
 
 
 

河北町 槇　　香澄　(3)
ﾏｷ ｶｽﾐ
河北中
(  5)    11:57
(  5)    11:57

酒樹　風翔　(6)
ｻｶｷ ﾌｳｶ
谷地中部小
(  6)    19:40
(  8)     7:43

奥山　悠華　(3)
ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ
河北中
(  5)    30:51
(  2)    11:11

太田　琴海　(5)
ｵｵﾀ ｺﾄﾐ
谷地中部小
(  3)    38:20
(  2)     7:29

宇野　ひかる(3)
ｳﾉ ﾋｶﾙ
河北中
(  2)    49:36
(  2)    11:16

3
 
 
 
 

28
 
 
 
 

50:13
 
 
 
 

高畠町 渡部　莉奈　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ
高畠中
(  8)    12:06
(  8)    12:06

大浦　陽奈乃(6)
ｵｵｳﾗ ﾋﾅﾉ
和田小
(  2)    18:56
(  1) *   6:50

小玉　萌美　(2)
ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ
高畠中
(  3)    30:40
(  6)    11:44

小野　めぐり(5)
ｵﾉ ﾒｸﾞﾘ
和田小
(  2)    38:16
(  3)     7:36

梅津　　心　(2)
ｳﾒﾂ ｺｺ
高畠中
(  3)    50:13
(  6)    11:57

4
 
 
 
 

3
 
 
 
 

50:47
 
 
 
 

鶴岡市 加藤　夢琉　(2)
ｶﾄｳ ﾒﾙ
豊浦中
(  2)    11:51
(  2)    11:51

梅木　　空　(6)
ｳﾒｷ ｿﾗ
朝暘一小
(  3)    19:05
(  5)     7:14

佐藤　静瑠　(3)
ｻﾄｳ ｼｽﾞﾙ
鶴岡三中
(  6)    31:29
( 11)    12:24

加藤　　捺　(6)
ｶﾄｳ ﾅﾂ
大山小
(  5)    38:52
(  1)     7:23

齋藤　美維　(2)
ｻｲﾄｳ ﾐｲ
羽黒中
(  4)    50:47
(  5)    11:55

5
 
 
 
 

2
 
 
 
 

50:58
 
 
 
 

米沢市 舩山　明莉　(3)
ﾌﾅﾔﾏ ｱｶﾘ
米沢六中
(  3)    11:53
(  3)    11:53

遠藤　茉桜　(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ
上郷小
(  4)    19:09
(  6)     7:16

安藤　結香　(2)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ
米沢一中
(  2)    30:34
(  3)    11:25

行方　綺夏　(6)
ﾅﾐｶﾀ ｱﾔｶ
西部小
(  6)    38:56
( 19)     8:22

遠藤　恋羽　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾊﾈ
米沢七中
(  5)    50:58
(  8)    12:02

6
 
 
 
 

12
 
 
 
 

51:06
 
 
 
 

尾花沢市 菅野　瑠菜　(2)
ｽｶﾞﾉ ﾙﾅ
尾花沢中
(  6)    12:03
(  6)    12:03

大場　明咲　(5)
ｵｵﾊﾞ ｱｻｷ
福原小
(  5)    19:09
(  3)     7:06

武田　莉奈　(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ
尾花沢中
(  4)    30:46
(  4)    11:37

菅野　真桜　(6)
ｽｶﾞﾉ ﾏｵ
尾花沢小
(  4)    38:32
(  5)     7:46

柏倉　一愛　(2)
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｲﾁｶ
東桜学館中
(  6)    51:06
( 12)    12:34

7
 
 
 
 

4
 
 
 
 

51:56
 
 
 
 

酒田市 佐藤　未夢　(3)
ｻﾄｳ ﾐﾕ
東部中
(  9)    12:14
(  9)    12:14

伊藤　千代　(6)
ｲﾄｳ ﾁﾖ
宮野浦小
(  7)    19:53
(  7)     7:39

佐藤　美紅　(3)
ｻﾄｳ ﾐｸ
酒田一中
(  8)    32:09
( 10)    12:16

鈴木　優生　(6)
ｽｽﾞｷ ﾕｲ
宮野浦小
(  8)    40:10
( 12)     8:01

泉屋　琉奈　(3)
ｲｽﾞﾐﾔ ﾙﾅ
酒田四中
(  7)    51:56
(  4)    11:46

8
 
 
 
 

10
 
 
 
 

52:07
 
 
 
 

天童市 小輪瀬　明希(2)
ｺﾜｾ ｱｷ
天童一中
( 11)    12:21
( 11)    12:21

深瀬　このは(6)
ﾌｶｾ ｺﾉﾊ
天童北部小
(  9)    20:14
( 12)     7:53

土屋　穂乃香(2)
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
天童三中
(  7)    32:04
(  7)    11:50

會田　姫子　(6)
ｱｲﾀ ｷｺ
長岡小
(  7)    40:07
( 15)     8:03

柳川　あみ　(3)
ﾔﾅｶﾞﾜ ｱﾐ
天童四中
(  8)    52:07
(  7)    12:00

9
 
 
 
 

34
 
 
 
 

52:26
 
 
 
 

庄内町 成田　　栞　(1)
ﾅﾘﾀ ｼｵﾘ
余目中
(  7)    12:03
(  7)    12:03

佐々木　栞　(6)
ｻｻｷ ｼｵﾘ
余目一小
( 14)    20:42
( 28)     8:39

遠藤　ひなた(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
余目中
(  9)    32:21
(  5)    11:39

梅木　華恋　(5)
ｳﾒｷ ｶﾚﾝ
余目二小
( 10)    40:47
( 20)     8:26

青木　里穂　(1)
ｱｵｷ ﾘﾎ
余目中
(  9)    52:26
(  3)    11:39

10
 
 
 
 

6
 
 
 
 

52:38
 
 
 
 

寒河江市 武田　澪蘭　(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾗﾉ
陵南中
( 14)    12:38
( 14)    12:38

伊藤　絵里華(6)
ｲﾄｳ ｴﾘｶ
寒河江中部小
( 10)    20:27
( 10)     7:49

山口　奈々　(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ
陵南中
( 10)    32:27
(  8)    12:00

菊地　唯央　(6)
ｷｸﾁ ｲｵ
柴橋小
(  9)    40:23
(  7)     7:56

菊地　咲羽　(3)
ｷｸﾁ ｻﾜ
陵南中
( 10)    52:38
(  9)    12:15

11
 
 
 
 

7
 
 
 
 

53:38
 
 
 
 

上山市 増子　　碧　(1)
ﾏｽｺ ｱｵｲ
上山南中
( 12)    12:22
( 12)    12:22

中村　由奈　(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ
中川小
( 13)    20:33
( 21)     8:11

白川　穏空　(2)
ｼﾗｶﾜ ｼｽﾞｸ
上山南中
( 11)    32:41
(  9)    12:08

佐藤　妃依　(6)
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ
中川小
( 13)    41:23
( 22)     8:42

江口　　遥　(1)
ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
上山南中
( 11)    53:38
(  9)    12:15

12
 
 
 
 

15
 
 
 
 

54:21
 
 
 
 

中山町 柏倉　四季　(1)
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ
中山中
(  4)    11:56
(  4)    11:56

須貝　春菜　(6)
ｽｶﾞｲ ﾊﾙﾅ
長崎小
(  8)    19:55
( 16)     7:59

奥山　情香　(2)
ｵｸﾔﾏ ﾓﾄｶ
中山中
( 12)    32:45
( 19)    12:50

五十嵐　杏　(6)
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾝ
長崎小
( 11)    40:52
( 17)     8:07

鈴木　美咲　(3)
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ
中山中
( 12)    54:21
( 20)    13:29

13
 
 
 
 

9
 
 
 
 

54:25
 
 
 
 

長井市 奥山　紗良　(1)
ｵｸﾔﾏ ｻﾗ
長井北中
( 19)    13:19
( 19)    13:19

志釜　蘭星　(6)
ｼｶﾏ ﾗﾗ
伊佐沢小
( 17)    21:19
( 17)     8:00

鈴木　咲良　(3)
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ
長井北中
( 16)    33:49
( 14)    12:30

新野　　稟　(6)
ﾆｲﾉ ﾘﾝ
西根小
( 14)    41:33
(  4)     7:44

小関　花歩　(2)
ｺｾｷ ｶﾎ
長井南中
( 13)    54:25
( 14)    12:52

14
 
 
 
 

32
 
 
 
 

54:39
 
 
 
 

飯豊町 菅野　愛夏　(3)
ｶﾝﾉ ｱｲｶ
飯豊中
( 15)    12:53
( 15)    12:53

朝倉　　楓　(6)
ｱｻｸﾗ ｶｴﾃﾞ
飯豊一小
( 15)    20:47
( 14)     7:54

菅野　柚季　(1)
ｶﾝﾉ ﾕｽﾞｷ
飯豊中
( 14)    33:18
( 15)    12:31

井上　優愛　(5)
ｲﾉｳｴ ﾕﾘｱ
飯豊二小
( 16)    41:51
( 21)     8:33

舩山　玲緒奈(2)
ﾌﾅﾔﾏ ﾚｵﾅ
飯豊中
( 14)    54:39
( 13)    12:48

15
 
 
 
 

13
 
 
 
 

54:44
 
 
 
 

南陽市 須﨑　志帆　(1)
ｽｻﾞｷ ｼﾎ
赤湯中
( 10)    12:18
( 10)    12:18

渡邊　優実　(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳﾐ
赤湯小
( 11)    20:32
( 23)     8:14

鈴木　夢優　(2)
ｽｽﾞｷ ﾐﾕ
沖郷中
( 13)    33:01
( 13)    12:29

髙橋　海琴　(5)
ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ
中川小
( 12)    41:04
( 15)     8:03

平　ひより　(3)
ﾀｲﾗ ﾋﾖﾘ
沖郷中
( 15)    54:44
( 21)    13:40

凡例 *…区間新記録
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 総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生

第２区
小学生

第３区
中学生

第４区
小学生

第５区
中学生

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 大浦　陽奈乃
 和田小21st  
    6:59

 高橋　彩花  
 白鷹東中 11th
   10:39

 武田千捺（尾花沢小）
 関　彩夏（上山南小）
    7:08

 石澤　希らら
 上山南中 18th
   10:33

16
 
 
 
 

30
 
 
 
 

54:54
 
 
 
 

小国町 加藤　帆乃夏(2)
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
小国中
( 21)    13:28
( 21)    13:28

山口　小雪希(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾕｷ
小国小
( 18)    21:20
( 11)     7:52

佐藤　ミリア(1)
ｻﾄｳ ﾐﾘｱ
小国中
( 15)    33:46
( 12)    12:26

難波　　樹　(6)
ﾅﾝﾊﾞ ｲﾂｷ
小国小
( 15)    41:48
( 13)     8:02

穴沢　咲裕　(3)
ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾕ
小国中
( 16)    54:54
( 15)    13:06

17
 
 
 
 

35
 
 
 
 

55:15
 
 
 
 

遊佐町 白崎　楽羅　(3)
ｼﾗｻｷ ｻｻﾗ
遊佐中
( 18)    13:12
( 18)    13:12

髙橋　こころ(5)
ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ
高瀬小
( 20)    21:35
( 25)     8:23

土門　心羽　(3)
ﾄﾞﾓﾝ ｺｺﾊ
遊佐中
( 18)    34:09
( 16)    12:34

菅原　爽乃　(6)
ｽｶﾞﾜﾗ ｿﾉ
遊佐小
( 18)    42:05
(  7)     7:56

太田　有紀　(3)
ｵｵﾀ ﾕｷ
遊佐中
( 17)    55:15
( 17)    13:10

18
 
 
 
 

29
 
 
 
 

55:24
 
 
 
 

川西町 江口　愛奈　(3)
ｴｸﾞﾁ ﾏﾅ
川西中
( 20)    13:26
( 20)    13:26

荒木　結心　(6)
ｱﾗｷ ﾕﾈ
犬川小
( 12)    20:33
(  4)     7:07

木幡　優衣　(2)
ｺﾜﾀ  ﾕｲ
川西中
( 17)    33:56
( 22)    13:23

竹田　　栞　(6)
ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ
中郡小
( 17)    41:58
( 13)     8:02

髙橋　希楽　(1)
ﾀｶﾊｼ ｷﾗ
川西中
( 18)    55:24
( 19)    13:26

19
 
 
 
 

11
 
 
 
 

55:57
 
 
 
 

東根市 中川　萌依　(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴ
神町中
( 23)    13:42
( 23)    13:42

齋藤　芽衣　(5)
ｻｲﾄｳ ﾒｲ
東根中部小
( 19)    21:25
(  8)     7:43

古澤　愛生衣(2)
ﾌﾙｻﾜ ｱｵｲ
神町中
( 21)    34:52
( 25)    13:27

橋爪　詩稀　(5)
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｷ
大森小
( 20)    42:50
(  9)     7:58

有路　理杏　(2)
ｱﾘｼﾞ ﾘﾅ
神町中
( 19)    55:57
( 16)    13:07

20
 
 
 
 

31
 
 
 
 

56:03
 
 
 
 

白鷹町 青木　心捺　(1)
ｱｵｷ ﾐﾅﾂ
白鷹中
( 27)    14:02
( 27)    14:02

金子　凛音　(5)
ｶﾈｺ ﾘﾝﾈ
蚕桑小
( 25)    22:02
( 17)     8:00

片倉　もも　(3)
ｶﾀｸﾗ ﾓﾓ
白鷹中
( 23)    35:18
( 20)    13:16

中村　璃楽　(4)
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾗ
鮎貝小
( 23)    43:34
( 18)     8:16

菅　　結愛　(1)
ｶﾝ ﾕｱ
白鷹中
( 20)    56:03
( 11)    12:29

21
 
 
 
 

19
 
 
 
 

56:17
 
 
 
 

大江町 公平　莉未　(3)
ｺｳﾍｲ ﾘﾐ
大江中
( 29)    14:12
( 29)    14:12

黒川　一葉　(5)
ｸﾛｶﾜ ﾋﾄﾊ
本郷東小
( 27)    22:18
( 19)     8:06

黒川　彩葉　(1)
ｸﾛｶﾜ ｲﾛﾊ
大江中
( 22)    34:55
( 17)    12:37

鴨田　七海　(6)
ｶﾓﾀ ﾅﾅﾐ
左沢小
( 21)    42:53
(  9)     7:58

伊藤　　心　(3)
ｲﾄｳ ｺｺﾛ
大江中
( 21)    56:17
( 18)    13:24

22
 
 
 
 

24
 
 
 
 

56:52
 
 
 
 

真室川町 鶴岡　浬世　(1)
ﾂﾙｵｶ ﾘｲｾ
真室川中
( 22)    13:37
( 22)    13:37

富樫　美稀　(6)
ﾄｶﾞｼ ﾊﾙｷ
真室川小
( 22)    21:51
( 23)     8:14

原田　さくら(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾗ
真室川中
( 20)    34:38
( 18)    12:47

早坂　りおな(5)
ﾊﾔｻｶ ﾘｵﾅ
真室川小
( 19)    42:32
(  6)     7:54

小野　陽向　(3)
ｵﾉ ﾋﾅﾀ
真室川中
( 22)    56:52
( 24)    14:20

23
 
 
 
 

23
 
 
 
 

58:30
 
 
 
 

舟形町 髙橋　彩織　(3)
ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ
舟形中
( 25)    13:52
( 25)    13:52

野尻　陽菜乃(6)
ﾉｼﾞﾘ ﾋﾅﾉ
舟形小
( 28)    22:25
( 27)     8:33

片山　珠里　(3)
ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
舟形中
( 24)    35:47
( 21)    13:22

加藤　日胡　(5)
ｶﾄｳ ﾆｺ
舟形小
( 24)    44:33
( 25)     8:46

八鍬　涼香　(3)
ﾔｸﾜ ｽｽﾞｶ
舟形中
( 23)    58:30
( 22)    13:57

24
 
 
 
 

5
 
 
 
 

59:06
 
 
 
 

新庄市 髙橋　　美　(8)
ﾀｶﾊｼ ﾁｭﾗ
萩野学園
( 28)    14:09
( 28)    14:09

八鍬　茉央　(6)
ﾔｸﾜ ﾏｵ
新庄小
( 29)    22:41
( 26)     8:32

髙橋　佑奈　(7)
ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ
萩野学園
( 26)    36:06
( 24)    13:25

角川　愛桜　(6)
ﾂﾉｶﾜ ﾏｵ
萩野学園
( 25)    44:51
( 24)     8:45

浅沼　音葉　(3)
ｱｻﾇﾏ ｵﾄﾊ
日新中
( 24)    59:06
( 23)    14:15

25
 
 
 
 

22
 
 
 
 

59:32
 
 
 
 

最上町 大沼　葵夏　(3)
ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ
最上中
( 17)    13:08
( 17)    13:08

髙橋　　萌　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾓｴ
富沢小
( 16)    21:04
( 15)     7:56

青木　聖華　(3)
ｱｵｷ ｾｲｶ
最上中
( 19)    34:28
( 23)    13:24

渡部　百々花(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ
向町小
( 22)    43:11
( 23)     8:43

髙橋　　柚　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ
最上中
( 25)    59:32
( 29)    16:21

26
 
 
 
 

25
 
 
 
 

59:48
 
 
 
 

大蔵村 門脇　心春　(1)
ｶﾄﾞﾜｷ ｺﾊﾙ
大蔵中
( 26)    13:55
( 26)    13:55

早坂　空姫　(6)
ﾊﾔｻｶ ｷﾗﾗ
大蔵小
( 26)    22:03
( 20)     8:08

大鳥　寧々　(2)
ｵｵﾄﾘ ﾈﾈ
大蔵中
( 25)    35:58
( 26)    13:55

八鍬　いちか(5)
ﾔｸﾜ ｲﾁｶ
大蔵小
( 26)    45:17
( 30)     9:19

佐藤　歩希　(2)
ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ
大蔵中
( 26)    59:48
( 26)    14:31

27
 
 
 
 

18
 
 
 
 

1:00:46
 
 
 
 

朝日町 堀　　美鈴　(2)
ﾎﾘ ﾐﾚｲ
朝日中
( 24)    13:47
( 24)    13:47

長岡　　花　(5)
ﾅｶﾞｵｶ ﾊﾅ
大谷小
( 24)    22:00
( 22)     8:13

渡邉　紗代　(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾖ
朝日中
( 28)    36:38
( 28)    14:38

伊藤　麗来　(6)
ｲﾄｳ ｳﾙﾗ
宮宿小
( 29)    46:24
( 31)     9:46

白田　優杏　(3)
ｼﾗﾀ ﾕｱﾝ
朝日中
( 27)  1:00:46
( 25)    14:22

28
 
 
 
 

21
 
 
 
 

1:02:09
 
 
 
 

金山町 松田　陽菜乃(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾉ
金山中
( 30)    15:35
( 30)    15:35

佐藤　妃菜　(6)
ｻﾄｳ ﾋﾅ
明安小
( 30)    23:28
( 12)     7:53

梁瀬　　葵　(1)
ﾔﾅｾ ｱｵｲ
金山中
( 30)    38:25
( 30)    14:57

星川　倖華　(5)
ﾎｼｶﾜ ｻﾁｶ
明安小
( 30)    47:31
( 29)     9:06

小向　倖愛　(1)
ｺﾑｶｲ ｻﾗ
金山中
( 28)  1:02:09
( 27)    14:38

29
 
 
 
 

8
 
 
 
 

1:02:53
 
 
 
 

村山市 矢ノ目　千桜(1)
ﾔﾉﾒ ﾁｻｷ
葉山中
( 16)    13:00
( 16)    13:00

石澤　由衣　(6)
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｲ
冨本小
( 21)    21:49
( 29)     8:49

天口　明未　(1)
ｱﾏｸﾞﾁ ｱﾐ
楯岡中
( 29)    36:39
( 29)    14:50

髙橋　りの　(4)
ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ
楯岡小
( 28)    45:34
( 27)     8:55

佐藤　空音　(1)
ｻﾄｳ ｱﾉﾝ
楯岡中
( 29)  1:02:53
( 30)    17:19

30
 
 
 
 

27
 
 
 
 

1:03:29
 
 
 
 

戸沢村 野沢　七美　(3)
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
戸沢中
( 13)    12:35
( 13)    12:35

安食　日涼　(5)
ｱｼﾞｷ ﾐｽｽﾞ
戸沢小
( 23)    21:59
( 31)     9:24

石塚　紅宇　(1)
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳ
戸沢中
( 27)    36:34
( 27)    14:35

松田　未悠　(6)
ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ
戸沢小
( 27)    45:25
( 26)     8:51

伊藤　有菜　(1)
ｲﾄｳ ﾕﾅ
戸沢中
( 30)  1:03:29
( 31)    18:04



 2019年8月4日 12時30分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
女子 駅伝

 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          48:11  　米沢市      　　　　　　第12回 2009.8.2
 　　　　　　　　　　　　　 上山市　　　　　　　　　第15回 2012.8.5

 総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生

第２区
小学生

第３区
中学生

第４区
小学生

第５区
中学生

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 大浦　陽奈乃
 和田小21st  
    6:59

 高橋　彩花  
 白鷹東中 11th
   10:39

 武田千捺（尾花沢小）
 関　彩夏（上山南小）
    7:08

 石澤　希らら
 上山南中 18th
   10:33

31
 
 
 
 

20
 
 
 
 

1:06:16
 
 
 
 

大石田町 笹金　ゆあ　(3)
ｻｻｶﾞﾈ ﾕｱ
大石田中
( 31)    16:19
( 31)    16:19

伊藤　姫々華(6)
ｲﾄｳ ﾘﾘｶ
大石田南小
( 31)    25:32
( 30)     9:13

鈴木　芹奈　(3)
ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ
大石田中
( 31)    41:25
( 31)    15:53

鈴木　心結　(5)
ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ
大石田小
( 31)    50:25
( 28)     9:00

青木　紀乃香(3)
ｱｵｷ ﾉﾉｶ
大石田中
( 31)  1:06:16
( 28)    15:51

OPN
 
 
 
 

55
 
 
 
 

55:39
 
 
 
 

猪苗代TF&東中 六角　美虹　(3)
ﾛｯｶｸ ﾐｺ
東中
(OPN)    13:55
(OPN)    13:55

岩橋　菜乃　(5)
ｲﾜﾊｼ ﾅﾉ
長瀬小
(OPN)    21:27
(OPN)     7:32

加藤　　優　(1)
ｶﾄｳ ﾕｳ
東中
(OPN)    34:26
(OPN)    12:59

安部　花穏　(6)
ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ
緑小
(OPN)    42:12
(OPN)     7:46

小檜山　詩音(2)
ｺﾋﾞﾔﾏ ｼｵﾝ
東中
(OPN)    55:39
(OPN)    13:27

OPN
 
 
 
 

56
 
 
 
 

52:45
 
 
 
 

五泉少年MC 伊藤　未桜　(1)
ｲﾄｳ ﾐｵ
五泉北中
(OPN)    12:46
(OPN)    12:46

安達　優衣　(5)
ｱﾀﾞﾁ ﾕｲ
五泉小
(OPN)    20:12
(OPN)     7:26

石本　美月　(2)
ｲｼﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ
坂井輪中
(OPN)    32:46
(OPN)    12:34

石塚　春菜　(6)
ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ
五泉小
(OPN)    40:12
(OPN)     7:26

髙栁　陽菜　(2)
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ
坂井輪中
(OPN)    52:45
(OPN)    12:33

凡例 OPN:オープン参加



2019年8月4日 12時30分スタート第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

女子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第１区       中学生       (3.0km)     
 　　区間記録（SR) 11:09 小林文香(米沢五中) 原田咲雪(米沢三中)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 11:28 山形市   1 1 11:28 山形市 渡部　花音　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 山形四中
  2 3 11:51 鶴岡市   2 3 11:51 鶴岡市 加藤　夢琉　(2) ｶﾄｳ ﾒﾙ 豊浦中
  3 2 11:53 米沢市   3 2 11:53 米沢市 舩山　明莉　(3) ﾌﾅﾔﾏ ｱｶﾘ 米沢六中
  4 15 11:56 中山町   4 15 11:56 中山町 柏倉　四季　(1) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ 中山中
  5 16 11:57 河北町   5 16 11:57 河北町 槇　　香澄　(3) ﾏｷ ｶｽﾐ 河北中
  6 12 12:03 尾花沢市   6 12 12:03 尾花沢市 菅野　瑠菜　(2) ｽｶﾞﾉ ﾙﾅ 尾花沢中
  7 34 12:03 庄内町   7 34 12:03 庄内町 成田　　栞　(1) ﾅﾘﾀ ｼｵﾘ 余目中
  8 28 12:06 高畠町   8 28 12:06 高畠町 渡部　莉奈　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 高畠中
  9 4 12:14 酒田市   9 4 12:14 酒田市 佐藤　未夢　(3) ｻﾄｳ ﾐﾕ 東部中
 10 13 12:18 南陽市  10 13 12:18 南陽市 須﨑　志帆　(1) ｽｻﾞｷ ｼﾎ 赤湯中
 11 10 12:21 天童市  11 10 12:21 天童市 小輪瀬　明希(2) ｺﾜｾ ｱｷ 天童一中
 12 7 12:22 上山市  12 7 12:22 上山市 増子　　碧　(1) ﾏｽｺ ｱｵｲ 上山南中
 13 27 12:35 戸沢村  13 27 12:35 戸沢村 野沢　七美　(3) ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 戸沢中
 14 6 12:38 寒河江市  14 6 12:38 寒河江市 武田　澪蘭　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾗﾉ 陵南中
 15 32 12:53 飯豊町  15 32 12:53 飯豊町 菅野　愛夏　(3) ｶﾝﾉ ｱｲｶ 飯豊中
 16 8 13:00 村山市  16 8 13:00 村山市 矢ノ目　千桜(1) ﾔﾉﾒ ﾁｻｷ 葉山中
 17 22 13:08 最上町  17 22 13:08 最上町 大沼　葵夏　(3) ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ 最上中
 18 35 13:12 遊佐町  18 35 13:12 遊佐町 白崎　楽羅　(3) ｼﾗｻｷ ｻｻﾗ 遊佐中
 19 9 13:19 長井市  19 9 13:19 長井市 奥山　紗良　(1) ｵｸﾔﾏ ｻﾗ 長井北中
 20 29 13:26 川西町  20 29 13:26 川西町 江口　愛奈　(3) ｴｸﾞﾁ ﾏﾅ 川西中
 21 30 13:28 小国町  21 30 13:28 小国町 加藤　帆乃夏(2) ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 小国中
 22 24 13:37 真室川町  22 24 13:37 真室川町 鶴岡　浬世　(1) ﾂﾙｵｶ ﾘｲｾ 真室川中
 23 11 13:42 東根市  23 11 13:42 東根市 中川　萌依　(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴ 神町中
 24 18 13:47 朝日町  24 18 13:47 朝日町 堀　　美鈴　(2) ﾎﾘ ﾐﾚｲ 朝日中
 25 23 13:52 舟形町  25 23 13:52 舟形町 髙橋　彩織　(3) ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ 舟形中
 26 25 13:55 大蔵村  26 25 13:55 大蔵村 門脇　心春　(1) ｶﾄﾞﾜｷ ｺﾊﾙ 大蔵中
 27 31 14:02 白鷹町  27 31 14:02 白鷹町 青木　心捺　(1) ｱｵｷ ﾐﾅﾂ 白鷹中
 28 5 14:09 新庄市  28 5 14:09 新庄市 髙橋　　美　(8) ﾀｶﾊｼ ﾁｭﾗ 萩野学園
 29 19 14:12 大江町  29 19 14:12 大江町 公平　莉未　(3) ｺｳﾍｲ ﾘﾐ 大江中
 30 21 15:35 金山町  30 21 15:35 金山町 松田　陽菜乃(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾉ 金山中
 31 20 16:19 大石田町  31 20 16:19 大石田町 笹金　ゆあ　(3) ｻｻｶﾞﾈ ﾕｱ 大石田中
OPN 55 13:55 猪苗代TF&東中 56 12:46 五泉少年MC 伊藤　未桜　(1) ｲﾄｳ ﾐｵ 五泉北中
OPN 56 12:46 五泉少年MC 55 13:55 猪苗代TF&東中 六角　美虹　(3) ﾛｯｶｸ ﾐｺ 東中

凡例 OPN:オープン参加



 2019年8月4日 12時30分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 女子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第２区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:59 大浦　陽奈乃 和田小21st  

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 18:28 山形市   1 28  6:50 高畠町 大浦　陽奈乃(6) ｵｵｳﾗ ﾋﾅﾉ 和田小 NSR
  2 28 18:56 高畠町   2 1  7:00 山形市 杉本　　遥　(6) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 山形十小
  3 3 19:05 鶴岡市   3 12  7:06 尾花沢市 大場　明咲　(5) ｵｵﾊﾞ ｱｻｷ 福原小
  4 2 19:09 米沢市   4 29  7:07 川西町 荒木　結心　(6) ｱﾗｷ ﾕﾈ 犬川小
  5 12 19:09 尾花沢市   5 3  7:14 鶴岡市 梅木　　空　(6) ｳﾒｷ ｿﾗ 朝暘一小
  6 16 19:40 河北町   6 2  7:16 米沢市 遠藤　茉桜　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ 上郷小
  7 4 19:53 酒田市   7 4  7:39 酒田市 伊藤　千代　(6) ｲﾄｳ ﾁﾖ 宮野浦小
  8 15 19:55 中山町   8 11  7:43 東根市 齋藤　芽衣　(5) ｻｲﾄｳ ﾒｲ 東根中部小
  9 10 20:14 天童市   8 16  7:43 河北町 酒樹　風翔　(6) ｻｶｷ ﾌｳｶ 谷地中部小
 10 6 20:27 寒河江市  10 6  7:49 寒河江市 伊藤　絵里華(6) ｲﾄｳ ｴﾘｶ 寒河江中部小
 11 13 20:32 南陽市  11 30  7:52 小国町 山口　小雪希(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾕｷ 小国小
 12 29 20:33 川西町  12 10  7:53 天童市 深瀬　このは(6) ﾌｶｾ ｺﾉﾊ 天童北部小
 13 7 20:33 上山市  12 21  7:53 金山町 佐藤　妃菜　(6) ｻﾄｳ ﾋﾅ 明安小
 14 34 20:42 庄内町  14 32  7:54 飯豊町 朝倉　　楓　(6) ｱｻｸﾗ ｶｴﾃﾞ 飯豊一小
 15 32 20:47 飯豊町  15 22  7:56 最上町 髙橋　　萌　(6) ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 富沢小
 16 22 21:04 最上町  16 15  7:59 中山町 須貝　春菜　(6) ｽｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 長崎小
 17 9 21:19 長井市  17 9  8:00 長井市 志釜　蘭星　(6) ｼｶﾏ ﾗﾗ 伊佐沢小
 18 30 21:20 小国町  17 31  8:00 白鷹町 金子　凛音　(5) ｶﾈｺ ﾘﾝﾈ 蚕桑小
 19 11 21:25 東根市  19 19  8:06 大江町 黒川　一葉　(5) ｸﾛｶﾜ ﾋﾄﾊ 本郷東小
 20 35 21:35 遊佐町  20 25  8:08 大蔵村 早坂　空姫　(6) ﾊﾔｻｶ ｷﾗﾗ 大蔵小
 21 8 21:49 村山市  21 7  8:11 上山市 中村　由奈　(5) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 中川小
 22 24 21:51 真室川町  22 18  8:13 朝日町 長岡　　花　(5) ﾅｶﾞｵｶ ﾊﾅ 大谷小
 23 27 21:59 戸沢村  23 13  8:14 南陽市 渡邊　優実　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳﾐ 赤湯小
 24 18 22:00 朝日町  23 24  8:14 真室川町 富樫　美稀　(6) ﾄｶﾞｼ ﾊﾙｷ 真室川小
 25 31 22:02 白鷹町  25 35  8:23 遊佐町 髙橋　こころ(5) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ 高瀬小
 26 25 22:03 大蔵村  26 5  8:32 新庄市 八鍬　茉央　(6) ﾔｸﾜ ﾏｵ 新庄小
 27 19 22:18 大江町  27 23  8:33 舟形町 野尻　陽菜乃(6) ﾉｼﾞﾘ ﾋﾅﾉ 舟形小
 28 23 22:25 舟形町  28 34  8:39 庄内町 佐々木　栞　(6) ｻｻｷ ｼｵﾘ 余目一小
 29 5 22:41 新庄市  29 8  8:49 村山市 石澤　由衣　(6) ｲｼｻﾞﾜ ﾕｲ 冨本小
 30 21 23:28 金山町  30 20  9:13 大石田町 伊藤　姫々華(6) ｲﾄｳ ﾘﾘｶ 大石田南小
 31 20 25:32 大石田町  31 27  9:24 戸沢村 安食　日涼　(5) ｱｼﾞｷ ﾐｽｽﾞ 戸沢小
OPN 55 21:27 猪苗代TF&東中 56  7:26 五泉少年MC 安達　優衣　(5) ｱﾀﾞﾁ ﾕｲ 五泉小
OPN 56 20:12 五泉少年MC 55  7:32 猪苗代TF&東中 岩橋　菜乃　(5) ｲﾜﾊｼ ﾅﾉ 長瀬小

凡例 OPN:オープン参加/ NSR:区間新記録



 2019年8月4日 12時30分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 女子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第３区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR) 10:39 高橋　彩花   白鷹東中 11th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 29:31 山形市   1 1 11:03 山形市 後藤　綾花　(3) ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ 山形十中
  2 2 30:34 米沢市   2 16 11:11 河北町 奥山　悠華　(3) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 河北中
  3 28 30:40 高畠町   3 2 11:25 米沢市 安藤　結香　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 米沢一中
  4 12 30:46 尾花沢市   4 12 11:37 尾花沢市 武田　莉奈　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ 尾花沢中
  5 16 30:51 河北町   5 34 11:39 庄内町 遠藤　ひなた(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 余目中
  6 3 31:29 鶴岡市   6 28 11:44 高畠町 小玉　萌美　(2) ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ 高畠中
  7 10 32:04 天童市   7 10 11:50 天童市 土屋　穂乃香(2) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 天童三中
  8 4 32:09 酒田市   8 6 12:00 寒河江市 山口　奈々　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 陵南中
  9 34 32:21 庄内町   9 7 12:08 上山市 白川　穏空　(2) ｼﾗｶﾜ ｼｽﾞｸ 上山南中
 10 6 32:27 寒河江市  10 4 12:16 酒田市 佐藤　美紅　(3) ｻﾄｳ ﾐｸ 酒田一中
 11 7 32:41 上山市  11 3 12:24 鶴岡市 佐藤　静瑠　(3) ｻﾄｳ ｼｽﾞﾙ 鶴岡三中
 12 15 32:45 中山町  12 30 12:26 小国町 佐藤　ミリア(1) ｻﾄｳ ﾐﾘｱ 小国中
 13 13 33:01 南陽市  13 13 12:29 南陽市 鈴木　夢優　(2) ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 沖郷中
 14 32 33:18 飯豊町  14 9 12:30 長井市 鈴木　咲良　(3) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 長井北中
 15 30 33:46 小国町  15 32 12:31 飯豊町 菅野　柚季　(1) ｶﾝﾉ ﾕｽﾞｷ 飯豊中
 16 9 33:49 長井市  16 35 12:34 遊佐町 土門　心羽　(3) ﾄﾞﾓﾝ ｺｺﾊ 遊佐中
 17 29 33:56 川西町  17 19 12:37 大江町 黒川　彩葉　(1) ｸﾛｶﾜ ｲﾛﾊ 大江中
 18 35 34:09 遊佐町  18 24 12:47 真室川町 原田　さくら(1) ﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾗ 真室川中
 19 22 34:28 最上町  19 15 12:50 中山町 奥山　情香　(2) ｵｸﾔﾏ ﾓﾄｶ 中山中
 20 24 34:38 真室川町  20 31 13:16 白鷹町 片倉　もも　(3) ｶﾀｸﾗ ﾓﾓ 白鷹中
 21 11 34:52 東根市  21 23 13:22 舟形町 片山　珠里　(3) ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 舟形中
 22 19 34:55 大江町  22 29 13:23 川西町 木幡　優衣　(2) ｺﾜﾀ  ﾕｲ 川西中
 23 31 35:18 白鷹町  23 22 13:24 最上町 青木　聖華　(3) ｱｵｷ ｾｲｶ 最上中
 24 23 35:47 舟形町  24 5 13:25 新庄市 髙橋　佑奈　(7) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 萩野学園
 25 25 35:58 大蔵村  25 11 13:27 東根市 古澤　愛生衣(2) ﾌﾙｻﾜ ｱｵｲ 神町中
 26 5 36:06 新庄市  26 25 13:55 大蔵村 大鳥　寧々　(2) ｵｵﾄﾘ ﾈﾈ 大蔵中
 27 27 36:34 戸沢村  27 27 14:35 戸沢村 石塚　紅宇　(1) ｲｼﾂﾞｶ ｺｳ 戸沢中
 28 18 36:38 朝日町  28 18 14:38 朝日町 渡邉　紗代　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾖ 朝日中
 29 8 36:39 村山市  29 8 14:50 村山市 天口　明未　(1) ｱﾏｸﾞﾁ ｱﾐ 楯岡中
 30 21 38:25 金山町  30 21 14:57 金山町 梁瀬　　葵　(1) ﾔﾅｾ ｱｵｲ 金山中
 31 20 41:25 大石田町  31 20 15:53 大石田町 鈴木　芹奈　(3) ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ 大石田中
OPN 55 34:26 猪苗代TF&東中 56 12:34 五泉少年MC 石本　美月　(2) ｲｼﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 坂井輪中
OPN 56 32:46 五泉少年MC 55 12:59 猪苗代TF&東中 加藤　　優　(1) ｶﾄｳ ﾕｳ 東中

凡例 OPN:オープン参加



 2019年8月4日 12時30分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 女子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第４区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  7:08 武田千捺（尾花沢小） 関　彩夏（上山南小）

順位ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 37:30 山形市   1 3  7:23 鶴岡市 加藤　　捺　(6) ｶﾄｳ ﾅﾂ 大山小
  2 28 38:16 高畠町   2 16  7:29 河北町 太田　琴海　(5) ｵｵﾀ ｺﾄﾐ 谷地中部小
  3 16 38:20 河北町   3 28  7:36 高畠町 小野　めぐり(5) ｵﾉ ﾒｸﾞﾘ 和田小
  4 12 38:32 尾花沢市   4 9  7:44 長井市 新野　　稟　(6) ﾆｲﾉ ﾘﾝ 西根小
  5 3 38:52 鶴岡市   5 12  7:46 尾花沢市 菅野　真桜　(6) ｽｶﾞﾉ ﾏｵ 尾花沢小
  6 2 38:56 米沢市   6 24  7:54 真室川町 早坂　りおな(5) ﾊﾔｻｶ ﾘｵﾅ 真室川小
  7 10 40:07 天童市   7 6  7:56 寒河江市 菊地　唯央　(6) ｷｸﾁ ｲｵ 柴橋小
  8 4 40:10 酒田市   7 35  7:56 遊佐町 菅原　爽乃　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｿﾉ 遊佐小
  9 6 40:23 寒河江市   9 11  7:58 東根市 橋爪　詩稀　(5) ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｷ 大森小
 10 34 40:47 庄内町   9 19  7:58 大江町 鴨田　七海　(6) ｶﾓﾀ ﾅﾅﾐ 左沢小
 11 15 40:52 中山町  11 1  7:59 山形市 栗原　優奈　(6) ｸﾘﾊﾗ ﾕﾅ 南沼原小
 12 13 41:04 南陽市  12 4  8:01 酒田市 鈴木　優生　(6) ｽｽﾞｷ ﾕｲ 宮野浦小
 13 7 41:23 上山市  13 29  8:02 川西町 竹田　　栞　(6) ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ 中郡小
 14 9 41:33 長井市  13 30  8:02 小国町 難波　　樹　(6) ﾅﾝﾊﾞ ｲﾂｷ 小国小
 15 30 41:48 小国町  15 10  8:03 天童市 會田　姫子　(6) ｱｲﾀ ｷｺ 長岡小
 16 32 41:51 飯豊町  15 13  8:03 南陽市 髙橋　海琴　(5) ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ 中川小
 17 29 41:58 川西町  17 15  8:07 中山町 五十嵐　杏　(6) ｲｶﾞﾗｼ ｱﾝ 長崎小
 18 35 42:05 遊佐町  18 31  8:16 白鷹町 中村　璃楽　(4) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾗ 鮎貝小
 19 24 42:32 真室川町  19 2  8:22 米沢市 行方　綺夏　(6) ﾅﾐｶﾀ ｱﾔｶ 西部小
 20 11 42:50 東根市  20 34  8:26 庄内町 梅木　華恋　(5) ｳﾒｷ ｶﾚﾝ 余目二小
 21 19 42:53 大江町  21 32  8:33 飯豊町 井上　優愛　(5) ｲﾉｳｴ ﾕﾘｱ 飯豊二小
 22 22 43:11 最上町  22 7  8:42 上山市 佐藤　妃依　(6) ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 中川小
 23 31 43:34 白鷹町  23 22  8:43 最上町 渡部　百々花(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 向町小
 24 23 44:33 舟形町  24 5  8:45 新庄市 角川　愛桜　(6) ﾂﾉｶﾜ ﾏｵ 萩野学園
 25 5 44:51 新庄市  25 23  8:46 舟形町 加藤　日胡　(5) ｶﾄｳ ﾆｺ 舟形小
 26 25 45:17 大蔵村  26 27  8:51 戸沢村 松田　未悠　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ 戸沢小
 27 27 45:25 戸沢村  27 8  8:55 村山市 髙橋　りの　(4) ﾀｶﾊｼ ﾘﾉ 楯岡小
 28 8 45:34 村山市  28 20  9:00 大石田町 鈴木　心結　(5) ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 大石田小
 29 18 46:24 朝日町  29 21  9:06 金山町 星川　倖華　(5) ﾎｼｶﾜ ｻﾁｶ 明安小
 30 21 47:31 金山町  30 25  9:19 大蔵村 八鍬　いちか(5) ﾔｸﾜ ｲﾁｶ 大蔵小
 31 20 50:25 大石田町  31 18  9:46 朝日町 伊藤　麗来　(6) ｲﾄｳ ｳﾙﾗ 宮宿小
OPN 55 42:12 猪苗代TF&東中 56  7:26 五泉少年MC 石塚　春菜　(6) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ 五泉小
OPN 56 40:12 五泉少年MC 55  7:46 猪苗代TF&東中 安部　花穏　(6) ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 緑小

凡例 OPN:オープン参加



 2019年8月4日 12時30分スタート 第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          48:11  　米沢市      　　　　　　第12回 2009.8.2
 　　　　　　　　　　　　　 上山市　　　　　　　　　第15回 2012.8.5

 女子駅伝　チーム順リスト／区間リスト

 　第５区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR) 10:33 石澤　希らら 上山南中 18th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- -------------- -------- ---- ---- -------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 48:30 山形市   1 1 11:00 山形市 本村　七帆　(3) ﾓﾄﾑﾗ ﾅﾅﾎ 山形十中
  2 16 49:36 河北町   2 16 11:16 河北町 宇野　ひかる(3) ｳﾉ ﾋｶﾙ 河北中
  3 28 50:13 高畠町   3 34 11:39 庄内町 青木　里穂　(1) ｱｵｷ ﾘﾎ 余目中
  4 3 50:47 鶴岡市   4 4 11:46 酒田市 泉屋　琉奈　(3) ｲｽﾞﾐﾔ ﾙﾅ 酒田四中
  5 2 50:58 米沢市   5 3 11:55 鶴岡市 齋藤　美維　(2) ｻｲﾄｳ ﾐｲ 羽黒中
  6 12 51:06 尾花沢市   6 28 11:57 高畠町 梅津　　心　(2) ｳﾒﾂ ｺｺ 高畠中
  7 4 51:56 酒田市   7 10 12:00 天童市 柳川　あみ　(3) ﾔﾅｶﾞﾜ ｱﾐ 天童四中
  8 10 52:07 天童市   8 2 12:02 米沢市 遠藤　恋羽　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾊﾈ 米沢七中
  9 34 52:26 庄内町   9 6 12:15 寒河江市 菊地　咲羽　(3) ｷｸﾁ ｻﾜ 陵南中
 10 6 52:38 寒河江市   9 7 12:15 上山市 江口　　遥　(1) ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 上山南中
 11 7 53:38 上山市  11 31 12:29 白鷹町 菅　　結愛　(1) ｶﾝ ﾕｱ 白鷹中
 12 15 54:21 中山町  12 12 12:34 尾花沢市 柏倉　一愛　(2) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｲﾁｶ 東桜学館中
 13 9 54:25 長井市  13 32 12:48 飯豊町 舩山　玲緒奈(2) ﾌﾅﾔﾏ ﾚｵﾅ 飯豊中
 14 32 54:39 飯豊町  14 9 12:52 長井市 小関　花歩　(2) ｺｾｷ ｶﾎ 長井南中
 15 13 54:44 南陽市  15 30 13:06 小国町 穴沢　咲裕　(3) ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾕ 小国中
 16 30 54:54 小国町  16 11 13:07 東根市 有路　理杏　(2) ｱﾘｼﾞ ﾘﾅ 神町中
 17 35 55:15 遊佐町  17 35 13:10 遊佐町 太田　有紀　(3) ｵｵﾀ ﾕｷ 遊佐中
 18 29 55:24 川西町  18 19 13:24 大江町 伊藤　　心　(3) ｲﾄｳ ｺｺﾛ 大江中
 19 11 55:57 東根市  19 29 13:26 川西町 髙橋　希楽　(1) ﾀｶﾊｼ ｷﾗ 川西中
 20 31 56:03 白鷹町  20 15 13:29 中山町 鈴木　美咲　(3) ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 中山中
 21 19 56:17 大江町  21 13 13:40 南陽市 平　ひより　(3) ﾀｲﾗ ﾋﾖﾘ 沖郷中
 22 24 56:52 真室川町  22 23 13:57 舟形町 八鍬　涼香　(3) ﾔｸﾜ ｽｽﾞｶ 舟形中
 23 23 58:30 舟形町  23 5 14:15 新庄市 浅沼　音葉　(3) ｱｻﾇﾏ ｵﾄﾊ 日新中
 24 5 59:06 新庄市  24 24 14:20 真室川町 小野　陽向　(3) ｵﾉ ﾋﾅﾀ 真室川中
 25 22 59:32 最上町  25 18 14:22 朝日町 白田　優杏　(3) ｼﾗﾀ ﾕｱﾝ 朝日中
 26 25 59:48 大蔵村  26 25 14:31 大蔵村 佐藤　歩希　(2) ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 大蔵中
 27 18 1:00:46 朝日町  27 21 14:38 金山町 小向　倖愛　(1) ｺﾑｶｲ ｻﾗ 金山中
 28 21 1:02:09 金山町  28 20 15:51 大石田町 青木　紀乃香(3) ｱｵｷ ﾉﾉｶ 大石田中
 29 8 1:02:53 村山市  29 22 16:21 最上町 髙橋　　柚　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ 最上中
 30 27 1:03:29 戸沢村  30 8 17:19 村山市 佐藤　空音　(1) ｻﾄｳ ｱﾉﾝ 楯岡中
 31 20 1:06:16 大石田町  31 27 18:04 戸沢村 伊藤　有菜　(1) ｲﾄｳ ﾕﾅ 戸沢中
OPN 55 55:39 猪苗代TF&東中 56 12:33 五泉少年MC 髙栁　陽菜　(2) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ 坂井輪中
OPN 56 52:45 五泉少年MC 55 13:27 猪苗代TF&東中 小檜山　詩音(2) ｺﾋﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 東中

凡例 OPN:オープン参加



2019年8月4日 12時30分スタート第22回山形県ジュニア駅伝競走大会
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

大会記録          48:11  　米沢市      　　　　　　第12回 2009.8.2
　　　　　　　　　　　　　 上山市　　　　　　　　　第15回 2012.8.5

女子駅伝　順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

山形市   1 1 48:30 山形市

鶴岡市   2 16 49:36 河北町

米沢市   3 28 50:13 高畠町

中山町   4 3 50:47 鶴岡市

河北町   5 2 50:58 米沢市

尾花沢市   6 12 51:06 尾花沢市

庄内町   7 4 51:56 酒田市

高畠町   8 10 52:07 天童市

酒田市   9 34 52:26 庄内町

南陽市  10 6 52:38 寒河江市

天童市  11 7 53:38 上山市

上山市  12 15 54:21 中山町

戸沢村  13 9 54:25 長井市

寒河江市  14 32 54:39 飯豊町

飯豊町  15 13 54:44 南陽市

村山市  16 30 54:54 小国町

最上町  17 35 55:15 遊佐町

遊佐町  18 29 55:24 川西町

長井市  19 11 55:57 東根市

川西町  20 31 56:03 白鷹町

小国町  21 19 56:17 大江町

真室川町  22 24 56:52 真室川町

東根市  23 23 58:30 舟形町

朝日町  24 5 59:06 新庄市

舟形町  25 22 59:32 最上町

大蔵村  26 25 59:48 大蔵村

白鷹町  27 18 1:00:46 朝日町

新庄市  28 21 1:02:09 金山町

大江町  29 8 1:02:53 村山市

金山町  30 27 1:03:29 戸沢村

大石田町  31 20 1:06:16 大石田町



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 1001 0:05:56 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾙ 高橋 愛琉 秋田県 秋田八橋小学校

2 1010 0:06:04 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 小林 優人 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

3 1123 0:06:14 ｶｶﾞﾔﾏ ｿｳ 加賀山 蒼 山形県 鶴岡市ジュニア駅伝

4 1124 0:06:14 ｱｲｻﾜ ｲﾌﾞｷ 相沢 壱吹 山形県 鶴岡市ジュニア駅伝

5 1140 0:06:22 ｻﾄｳ ｱｵｿﾞﾗ 佐藤 蒼空 山形県 天童市チーム

6 1098 0:06:23 ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 大場 琉惺 山形県 山形市チーム

7 1009 0:06:23 ｱﾘｶﾞ ﾄﾓｱｷ 有賀 友亮 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

8 1077 0:06:26 ﾖｺｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 横澤 秀哉 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

9 1155 0:06:27 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鈴木 涼太 山形県 鮭川村チーム

10 1147 0:06:28 ｷｸﾁ ｼｮｳｺﾞ 菊池 翔心 山形県 東根市

11 1050 0:06:30 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾔ 辻 翔弥 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

12 1183 0:06:32 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 松田 喜晴 山形県 酒田市ジュニア駅伝

13 1153 0:06:35 ｱｻﾉﾒ ﾋｻｼ 浅野目 壽 山形県 東根市

14 1102 0:06:37 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 工藤 大知 山形県 山形市チーム

15 1037 0:06:39 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 伊藤 陽葵 山形県 鶴岡持久走クラブ

16 1131 0:06:42 ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ 井上 心温 山形県 新庄市

17 1116 0:06:43 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙ 古川 羽琉 山形県 戸沢小学校

18 1065 0:06:44 ｼﾏﾇｷ ﾋﾅﾀ 島貫 陽向 山形県 川西町チーム

19 1088 0:06:45 ｱｷｸﾎﾞ ﾘｮｳ 秋久保 諒 山形県 村山市

20 1027 0:06:45 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｼﾞｭ 髙橋 大樹 山形県 中山町

21 1078 0:06:45 ｲﾉｳｴ ﾕｲﾄ 井上 結斗 新潟県 五泉少年ＭＣ

22 1073 0:06:47 ﾔｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 矢口 琥太郎 山形県 有屋スキースポ少

23 1036 0:06:47 ﾀｶﾊｼ ﾅｺﾞﾑ 髙橋 和 山形県 真室川町

24 1100 0:06:47 ﾖｺｵ ﾊﾔﾄ 横尾 隼 山形県 山形市チーム

25 1141 0:06:47 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾝ 菅原 悠真 山形県 天童市チーム

26 1189 0:06:48 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 佐藤 大斗 山形県 遊佐町

27 1176 0:06:48 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾕｳﾏ 冨塚 悠真 山形県 南陽ジュニア

28 1113 0:06:49 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 後藤 大輝 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

29 1150 0:06:49 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 岡田 陽来 山形県 東根市

30 1151 0:06:50 ﾀｹﾔﾏ ｵｳﾀ 竹山 旺汰 山形県 東根市

31 1087 0:06:51 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾄ 髙橋 陽斗 山形県 村山市

32 1174 0:06:52 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 吉田 響 山形県 南陽ジュニア

33 1196 0:06:52 ｻﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 佐藤 銀河 山形県 白鷹ジュニア

34 1079 0:06:52 ｲﾀﾐ ｼｮｳﾀ 伊丹 翔太 新潟県 五泉少年ＭＣ

35 1179 0:06:52 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 佐藤 陽斗 山形県 南陽ジュニア

36 1104 0:06:53 ｻﾄｳ ｱｵｲ 佐藤 歩生 山形県 大蔵村スポーツ協会

37 1108 0:06:53 ｺﾇﾏ ｶｲｵｳ 小沼 快皇 山形県 高畠町チーム

38 1026 0:06:54 ﾏﾂﾉ ﾋﾖﾘ 松野 日和 山形県 中山町

39 1148 0:06:54 ﾌﾙｻﾜ ﾕｳﾏ 古澤 佑真 山形県 東根市

40 1005 0:06:54 ｱﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 荒 大悟 福島県

41 1020 0:06:55 ｶｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ 鏡 大清 山形県 上山ジュニア駅伝

42 1130 0:06:56 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 髙橋 琉生 山形県 新庄市

43 1149 0:06:56 ｵｸﾔﾏ ｲﾂｷ 奥山 樹 山形県 東根市

44 1076 0:06:57 ｲﾁﾉｾ ｹｲﾄ 一ノ瀬 恵人 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

45 1139 0:06:58 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 伊藤 初 山形県 天童市チーム

46 1152 0:06:58 ｲｹｳﾗ ﾘｭｳﾄ 池浦 琉斗 山形県 東根市

47 1017 0:06:58 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾄ 横山 拓登 山形県 上山ジュニア駅伝

48 1089 0:06:58 ﾔｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 矢口 琳太郎 山形県 村山市

49 1207 0:07:00 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 鈴木 和眞 山形県 寒河江市

50 1035 0:07:01 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 佐藤 惇平 山形県 真室川町



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 1030 0:07:02 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 鈴木 頼斗 山形県 中山町

52 1136 0:07:03 ｾｲﾉ ｺﾞｳ 清野 悟央 山形県 大江町教育委員会

53 1167 0:07:03 ｴｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 江口 賢斗 山形県 飯豊町ジュニア駅伝

54 1066 0:07:03 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 渡部 裕稀 山形県 川西町チーム

55 1096 0:07:06 ｳﾒﾂ ｹｲﾀ 梅津 恵太 山形県 山形市チーム

56 1204 0:07:07 ｽｽﾞｷ ﾙｷﾔ 鈴木 瑠希也 山形県 寒河江市

57 1060 0:07:07 ｲｼｶﾞｷ ｺｳｾｲ 石垣 倖成 山形県 庄内町

58 1211 0:07:08 ｵｸﾔﾏ ﾗｲｷ 奥山 來樹 山形県 西川小学校

59 1049 0:07:08 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷ 小林 亮輝 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

60 1177 0:07:09 ｷｸﾁ ﾊﾙﾔ 菊池 春也 山形県 南陽ジュニア

61 1110 0:07:11 ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ 市川 皓貴 山形県 高畠町チーム

62 1208 0:07:11 ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ 岡田 蒼維 山形県 西川小学校

63 1209 0:07:11 ﾆｯﾄｳ ｵｳｼﾞ 日塔 央慈 山形県 西川小学校

64 1032 0:07:12 ｲﾄｳ ｷﾗ 伊藤 煌 山形県 中山町

65 1072 0:07:12 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 鈴木 暖生 山形県 有屋スキースポ少

66 1180 0:07:12 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾊﾙ 中條 悠瑠 山形県 南陽ジュニア

67 1024 0:07:12 ｷﾑﾗ ｿｳｼ 木村 颯志 山形県 上山ジュニア駅伝

68 1019 0:07:13 ﾎﾘｴ ﾌｳﾏ 堀江 楓真 山形県 上山ジュニア駅伝

69 1154 0:07:14 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 泉 遥斗 山形県 東根市

70 1081 0:07:15 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾏ 後藤 諒真 山形県 河北町

71 1178 0:07:15 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 佐藤 彪 山形県 南陽ジュニア

72 1075 0:07:16 ﾔｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 矢口 敢太 山形県 有屋スキースポ少

73 1092 0:07:16 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 髙橋 龍生 山形県 村山市

74 1074 0:07:16 ﾐｶﾐ ﾚﾝ 三上 琉 山形県 有屋スキースポ少

75 1057 0:07:16 ｼﾀﾗ ﾋﾛﾑ 設楽 啓夢 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

76 1197 0:07:17 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 土屋 海音 山形県 白鷹ジュニア

77 1015 0:07:19 ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾄ 坂本 結人 山形県 上山ジュニア駅伝

78 1191 0:07:19 ﾓﾘｵｶ ｺｳｼﾛｳ 森岡 皇士郎 山形県 遊佐町

79 1007 0:07:21 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 田中 博章 山形県 西郷小学校

80 1156 0:07:23 ｸﾘﾀ ｺｳｾｲ 栗田 幸政 山形県 鮭川村チーム

81 1161 0:07:23 ｻﾄｳ ｱﾂﾄ 佐藤 惇斗 山形県 最上町教育委員会

82 1048 0:07:24 ｱﾝｻﾞｲ ｼｵﾝ 安西 思温 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

83 1138 0:07:25 ﾎﾘ ﾊﾙｸ 堀 晴空 山形県 大江町教育委員会

84 1120 0:07:25 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋｶﾙ 門脇 輝 山形県 戸沢小学校

85 1085 0:07:27 ﾌﾙｻﾜ ﾘｵ 古澤 凌央 山形県 河北町

86 1202 0:07:28 ﾊｼﾓﾄ ｶｲ 橋本 開 山形県 白鷹ジュニア

87 1201 0:07:28 ﾏﾙｶﾜ ｶｲﾄ 丸川 快斗 山形県 白鷹ジュニア

88 1083 0:07:28 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ 髙橋 勝真 山形県 河北町

89 1084 0:07:28 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ 岡崎 優輝 山形県 河北町

90 1004 0:07:29 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾄ 髙岡 空翔 山形県 米沢ＪＡＭ

91 1053 0:07:29 ｽｽﾞｷ ｱｵﾊﾞ 鈴木 葵葉 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

92 1164 0:07:29 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 佐藤 大夢 山形県 金山ジュニアクロカン

93 1188 0:07:31 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ 池田 宗真 山形県 遊佐町

94 1094 0:07:31 ｼﾏﾇｷ ｱﾂｷ 島貫 篤樹 山形県 かわにし陸上スポ少

95 1194 0:07:31 ｶｲﾇﾏ ｱﾕﾑ 貝沼 歩 山形県 小国町

96 1023 0:07:34 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 齋藤 央歩 山形県 上山ジュニア駅伝

97 1165 0:07:35 ｺﾑｶｲ ﾀｹﾙ 小向 尊成 山形県 金山ジュニアクロカン

98 1157 0:07:35 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｵｳ 小笠原 凜央 山形県 鮭川村チーム

99 1129 0:07:36 ｶﾝﾉ ｶｽﾞｱｷ 管野 一陽 山形県 長井ジュニアＡＣ

100 1159 0:07:37 ﾂﾄｳ ｿｳﾀ 津藤 颯太 山形県 鮭川村チーム



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
101 1038 0:07:38 ﾎｼ ｿｳﾉｽｹ 星 蒼之介 山形県 まほろばＡＣ

102 1069 0:07:38 ｶﾀﾔﾏ ｹｲｺﾞ 片山 景瑚 山形県 舟形町駅伝チーム

103 1070 0:07:38 ﾔｸﾜ ｾﾅ 八鍬 惺空 山形県 舟形町駅伝チーム

104 1186 0:07:40 ｻｻｷ ｵｳｾｲ 佐々木 央生 山形県 遊佐町

105 1192 0:07:40 ﾀｶﾊｼ ｵｳｼﾞﾛｳ 髙橋 凰二郎 山形県 遊佐町

106 1206 0:07:41 ﾄｶﾞｼ ﾕｳｷ 冨樫 由樹 山形県 寒河江市

107 1022 0:07:42 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 中川 崚 山形県 上山ジュニア駅伝

108 1039 0:07:45 ｲﾉ ﾄﾑ 猪野 叶夢 山形県 まほろばＡＣ

109 1118 0:07:46 ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 長澤 類 山形県 戸沢小学校

110 1002 0:07:47 ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝｷ 井上 弦紀 山形県 ＴＪＡＣ

111 1059 0:07:47 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 安藤 良馬 山形県 庄内町

112 1119 0:07:48 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 加藤 陽向 山形県 戸沢小学校

113 1134 0:07:49 ﾎﾘ ﾘｮｳｾｲ 堀 陵聖 山形県 大江町教育委員会

114 1031 0:07:52 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 鈴木 優人 山形県 中山町

115 1127 0:07:53 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 髙橋 蓮 山形県 長井市

116 1199 0:07:55 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾗ 渡邉 宝 山形県 白鷹ジュニア

117 1041 0:08:03 ｺﾇﾏ ﾚｲﾓﾝ 小沼 怜門 山形県 まほろばＡＣ

118 1043 0:08:04 ﾊﾝﾀﾞ ｴｲﾄ 半田 瑛都 山形県 まほろばＡＣ

119 1044 0:08:09 ｻﾄｳ ﾚﾝ 佐藤 蓮生 山形県 まほろばＡＣ

120 1190 0:08:09 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐藤 稜真 山形県 遊佐町

121 1040 0:08:11 ﾎｼ ﾕｳｷ 星 悠希 山形県 まほろばＡＣ

122 1042 0:08:13 ｵｵｳﾗ ﾐﾁﾄ 大浦 道統 山形県 まほろばＡＣ

123 1106 0:08:21 ｱｷﾊﾞ ﾀｶｷ 秋葉 王希 山形県 大蔵村スポーツ協会

124 1071 0:08:23 ﾎｼｶﾜ ﾕﾒﾉｽｹ 星川 夢之介 山形県 有屋スキースポ少

125 1105 0:08:24 ｽﾄｳ ｱﾝｼﾞ 須藤 杏聖 山形県 大蔵村スポーツ協会

126 1052 0:08:45 ｱﾍﾞ ﾙｲ 阿部 類 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

127 1054 0:08:46 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 鈴木 渉真 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

128 1011 0:08:59 ﾆﾍｲ ﾋﾅﾀ 二瓶 陽向 山形県 米沢愛宕小学校

129 1025 0:10:01 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘﾋﾄ 杉原 理人 神奈川県



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 2011 0:06:06 ｻﾄｳ ﾏﾎ 佐藤 舞歩 福島県 小田倉小学校

2 2075 0:06:24 ｱﾀﾞﾁ ﾕｲ 安達 優衣 新潟県 五泉少年ＭＣ

3 2012 0:06:25 ｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 伊藤 未智琉 山形県 鶴岡持久走クラブ

4 2003 0:06:32 ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 安部 花穏 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

5 2074 0:06:33 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ 石塚 春菜 新潟県 五泉少年ＭＣ

6 2072 0:06:36 ｲﾜﾊｼ ﾅﾉ 岩橋 菜乃 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

7 2220 0:06:37 ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｲｸ 大泉 藍來 山形県 寒河江市

8 2101 0:06:39 ｶﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 川田 みらい 山形県 山形市チーム

9 2079 0:06:43 ｵﾁｱｲ ｱﾝｽﾞ 落合 杏 新潟県 五泉少年ＭＣ

10 2013 0:06:46 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｻ 中川 結彩 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

11 2077 0:06:49 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 遠藤 絢愛 新潟県 五泉少年ＭＣ

12 2129 0:06:50 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 横田 悠妃 山形県 鶴岡市ジュニア駅伝

13 2157 0:06:52 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ 吉田 凜香 山形県 東根市

14 2106 0:06:54 ｺﾝﾉ ｷﾇｱ 今野 絹亜 山形県 山形市チーム

15 2105 0:06:57 ｾｲﾉ ﾋﾖﾘ 清野 日和 山形県 山形市チーム

16 2093 0:06:59 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉ 小林 広乃 山形県 山形市チーム

17 2186 0:06:59 ﾃﾂﾞｶ ﾈﾈ 手塚 寧々 山形県 南陽ジュニア

18 2096 0:07:00 ﾊﾔｼ ｱｶﾈ 林 茜寧 山形県 山形市チーム

19 2063 0:07:01 ｳﾁﾔﾏ ｸﾙﾐ 内山 胡桃 山形県 川西町チーム

20 2226 0:07:01 ﾌﾙｻﾜ ｱﾝｼﾞ 古沢 あんじ 山形県 西川小学校

21 2083 0:07:02 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 佐藤 美咲 山形県 河北町

22 2190 0:07:02 ﾅｽ ｱﾔﾉ 那須 綾乃 山形県 酒田市ジュニア駅伝

23 2032 0:07:03 ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｶﾈ 大泉 茜 山形県 中山町

24 2130 0:07:03 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 佐藤 帆夏 山形県 鶴岡市ジュニア駅伝

25 2078 0:07:03 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 鈴木 美羽 新潟県 五泉少年ＭＣ

26 2152 0:07:04 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏﾅ 菅原 愛菜 山形県 東根市

27 2097 0:07:04 ｻｲﾄｳ ﾎﾏﾚ 齊藤 帆希 山形県 山形市チーム

28 2092 0:07:05 ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 鈴木 楓花 山形県 山形市チーム

29 2155 0:07:05 ﾊﾁﾔ ｶｴﾃﾞ 蜂谷 楓 山形県 東根市

30 2154 0:07:06 ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 廣田 菜々美 山形県 東根市

31 2225 0:07:06 ﾂﾁﾀﾞ ﾘﾝｺ 土田 琳子 山形県 西川小学校

32 2040 0:07:07 ｻﾄｳ ﾙﾅ 佐藤 月渚 山形県 真室川町

33 2197 0:07:11 ﾌﾅﾔﾏ ｱｵｲ 舟山 葵 山形県 小国町

34 2042 0:07:12 ﾎﾝﾏ ｼｵﾘ 本間 栞 山形県 ＴＪＡＣ

35 2098 0:07:13 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 清水 美来 山形県 山形市チーム

36 2183 0:07:13 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 高橋 那奈 山形県 南陽ジュニア

37 2208 0:07:14 ｽｽﾞｷ ﾆﾁｶ 鈴木 日佳 山形県 白鷹ジュニア

38 2206 0:07:15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄﾊ 渡部 音羽 山形県 小国町

39 2037 0:07:16 ｸﾄﾞｳ ｻｸﾗ 工藤 さくら 山形県 中山町

40 2073 0:07:16 ﾛｯｶｸ ｶﾅｺ 六角 奏虹 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

41 2171 0:07:17 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ 髙橋 灯里 山形県 金山ジュニアクロカン

42 2169 0:07:18 ｺﾇﾏ ﾗﾑ 小沼 らむ 山形県 金山ジュニアクロカン

43 2076 0:07:18 ｵﾀﾞ ﾊﾙ 小田 晴琉 新潟県 五泉少年ＭＣ

44 2047 0:07:18 ﾓﾄｷ ﾁﾎ 元木 千穂 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

45 2147 0:07:18 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 松田 優奈 山形県 天童市チーム

46 2144 0:07:19 ｷｸﾁ ﾐｻｷ 菊地 海咲 山形県 大江町教育委員会

47 2135 0:07:19 ﾀｶﾊｼ ﾗｲﾑ 髙橋 來夢 山形県 長井市

48 2210 0:07:20 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕ 後藤 真優 山形県 白鷹ジュニア

49 2104 0:07:20 ﾐﾔﾊﾗ ｾｲﾅ 宮原 聖菜 山形県 山形市チーム

50 2023 0:07:22 ｲｶﾞﾗｼ ﾚｲﾅ 五十嵐 玲奈 山形県 上山ジュニア駅伝



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 2069 0:07:22 ｺﾇﾏ ﾚｲ 小沼 れい 山形県 有屋スキースポ少

52 2170 0:07:22 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｲ 松田 結衣 山形県 金山ジュニアクロカン

53 2151 0:07:24 ﾅﾐﾜ ﾘﾝ 浪波 琳 山形県 東根市

54 2090 0:07:25 ﾔﾉﾒ ｺﾄﾈ 矢ノ目 琴音 山形県 村山市

55 2182 0:07:25 ｲｹﾀﾞ ｻﾕ 池田 紗雪 山形県 南陽ジュニア

56 2189 0:07:28 ｱﾍﾞ ﾅｵ 阿部 直央 山形県 酒田市ジュニア駅伝

57 2085 0:07:29 ﾏｷ ｺﾕｷ 槇 小雪 山形県 河北町

58 2081 0:07:29 ｻﾄｳ ｷﾗﾗ 佐藤 妃良々 山形県 山形ＴＦＣ

59 2166 0:07:29 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 渡部 咲良 山形県 最上町教育委員会

60 2216 0:07:29 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 松田 里桜 山形県 寒河江市

61 2094 0:07:30 ｱｹﾞﾂﾏ ﾁｽﾞ 揚妻 千寿 山形県 山形市チーム

62 2033 0:07:30 ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾈ 庄司 琴音 山形県 中山町

63 2158 0:07:30 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵ 安達 奈央 山形県 東根市

64 2060 0:07:31 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾐ 五十嵐 佳澄 山形県 庄内町

65 2103 0:07:31 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｷ 五十嵐 美季 山形県 山形市チーム

66 2035 0:07:32 ｵｵﾂ ﾘﾝ 大津 凛 山形県 中山町

67 2142 0:07:34 ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 伊藤 倖乃 山形県 新庄市

68 2055 0:07:35 ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 本間 梨月 山形県 鶴岡持久走クラブ

69 2046 0:07:35 ﾄｶﾞｼ ｳﾉ 冨樫 侑乃 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

70 2099 0:07:36 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 吉田 彩乃 山形県 山形市チーム

71 2215 0:07:36 ﾃﾗﾆｼ ｱｽｶ 寺西 明日花 山形県 寒河江市

72 2177 0:07:36 ｽﾄｳ ﾐﾕ 須藤 心優 山形県 飯豊町ジュニア駅伝

73 2115 0:07:39 ｻﾄｳ ﾁﾅ 佐藤 千椰 山形県 高畠町チーム

74 2009 0:07:41 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 渡部 朱莉 山形県 鶴岡持久走クラブ

75 2112 0:07:43 ﾊﾔｻｶ ｳﾗﾝ 早坂 美星 山形県 大蔵村スポーツ協会

76 2191 0:07:43 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾏ 菅原 愛茉 山形県 遊佐町

77 2174 0:07:43 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 木村 瑠里 山形県 飯豊町ジュニア駅伝

78 2070 0:07:44 ﾎｿﾔ ﾘｺ 細谷 莉心 山形県 有屋スキースポ少

79 2199 0:07:45 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾖｼ 山口 小夜詩 山形県 小国町

80 2041 0:07:46 ﾕｳｷ ﾊﾙｶ 結城 永 山形県

81 2195 0:07:47 ｲﾄｳ ﾌｳｶ 伊藤 楓果 山形県 小国町

82 2043 0:07:48 ｽﾄｳ ｱﾝ 須藤 杏 山形県 ＴＪＡＣ

83 2006 0:07:48 ｻｲﾄｳ ﾚｲﾅ 斎藤 怜衣菜 山形県 米沢ＪＡＭ

84 2217 0:07:50 ｲﾇｶﾞｲ ﾒｲｶ 犬飼 芽佳 山形県 寒河江市

85 2211 0:07:50 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｲｶ 遠藤 明花 山形県 白鷹ジュニア

86 2036 0:07:50 ﾀｹﾀﾞ ｺﾅ 武田 恋那 山形県 中山町

87 2052 0:07:51 ｻﾄｳ ﾓﾓｺ 佐藤 桃子 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

88 2065 0:07:51 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾏﾅ 沼澤 茉愛 山形県 舟形町駅伝チーム

89 2175 0:07:51 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾔｶ 五十嵐 彩矢可 山形県 飯豊町ジュニア駅伝

90 2224 0:07:51 ｼﾀﾗ ﾏｺ 設楽 真倖 山形県 西川小学校

91 2089 0:07:53 ｱｻｶﾞﾗｽ ﾐﾕ 朝烏 美結 山形県 村山市

92 2007 0:07:55 ﾀｶｵｶ ｿﾗ 髙岡 蒼空 山形県 米沢ＪＡＭ

93 2222 0:07:55 ﾏｴﾀ ﾜｶ 前田 和佳 山形県 西川小学校

94 2162 0:07:56 ﾔｸﾞﾁ ｺｺﾛ 矢口 こころ 山形県 鮭川村チーム

95 2120 0:07:56 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅ 横山 加奈 山形県 戸沢小学校

96 2024 0:07:56 ｷﾑﾗ ﾉﾉｶ 木村 野々花 山形県 上山ジュニア駅伝

97 2163 0:07:57 ﾂﾄｳ ﾘﾝ 津藤 凛 山形県 鮭川村チーム

98 2139 0:07:59 ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ 手塚 美月 山形県 長井ジュニアＡＣ

99 2025 0:08:00 ﾅｶﾞｲ ﾏｵ 永井 麻央 山形県 上山ジュニア駅伝

100 2049 0:08:01 ﾎﾘｴ ｶﾉﾝ 堀江 花音 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
101 2212 0:08:02 ﾋｸﾞﾁ ﾃﾝｶ 樋口 天夏 山形県 白鷹ジュニア

102 2146 0:08:02 ｵｵﾇﾏ ｱﾕﾑ 大沼 歩夢 山形県 大江町教育委員会

103 2194 0:08:03 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 鈴木 結菜 山形県 遊佐町

104 2124 0:08:03 ｱｼﾞｷ ｾﾅ 安食 星奈 山形県 戸沢小学校

105 2178 0:08:05 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 鈴木 日向多 山形県 飯豊町ジュニア駅伝

106 2004 0:08:05 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 松田 芽依 山形県 河北駅伝ジュニア

107 2136 0:08:06 ｶﾜｶﾐ ﾙﾂｷ 川上 琉月 山形県 長井市

108 2026 0:08:06 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾜ 橋本 橙和 山形県 上山ジュニア駅伝

109 2116 0:08:07 ﾌｸﾊﾗ ｻｷ 福原 咲妃 山形県 高畠町チーム

110 2087 0:08:07 ｵｵｽﾐ ﾓｶ 大隅 百華 山形県 河北町

111 2156 0:08:07 ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 髙木 咲良 山形県 東根市

112 2008 0:08:08 ｼﾀﾞ ﾕｱ 志田 侑杏 山形県 山形東小学校

113 2080 0:08:13 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾊ 長澤 杏美 山形県 山形ＴＦＣ

114 2138 0:08:13 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 中嶋 カンナ 山形県 長井ジュニアＡＣ

115 2223 0:08:17 ｺﾞﾄｳ ｶﾉﾝ 後藤 華愛 山形県 西川小学校

116 2214 0:08:18 ｼﾌﾞﾔ ｺｺﾐ 渋谷 心美 山形県 白鷹ジュニア

117 2161 0:08:20 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 辻村 凪紗 山形県 東根市

118 2122 0:08:21 ﾏﾂｻﾞｶ ﾅﾂｷ 松坂 夏岬 山形県 戸沢小学校

119 2202 0:08:22 ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾏﾁ 遠藤 小町 山形県 小国町

120 2126 0:08:23 ｲｼｻﾞﾜ ｱﾔｶ 石沢 彩夏 山形県 戸沢小学校

121 2021 0:08:23 ｷﾑﾗ ﾕｷﾉ 木村 雪乃 山形県 上山ジュニア駅伝

122 2056 0:08:26 ｻﾄｳ ﾕﾒ 佐藤 由愛 山形県 鶴岡朝暘第四小学校

123 2180 0:08:29 ﾔｸﾜ ﾅﾅｺ 八鍬 七奈子 山形県 大石田町

124 2044 0:08:31 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 吉田 侑生 山形県 まほろばＡＣ

125 2068 0:08:33 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾕ 五十嵐 心優 山形県 有屋スキースポ少

126 2005 0:08:39 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾓﾓｴ 神保 百恵 山形県 米沢 ジュニアクロカン

127 2002 0:08:41 ｺﾝﾀ ﾐｵ 今田 美桜 山形県 米沢ＪＡＭ

128 2059 0:08:43 ﾀｶﾊｼ ｵﾄ 髙橋 乙都 山形県 庄内町

129 2221 0:08:50 ｲﾄｳ ｼﾉ 伊藤 偲乃 山形県 西川小学校

130 2027 0:08:53 ｻｲﾄｳ ﾆｲﾅ 齋藤 初愛 山形県 上山ジュニア駅伝

131 2125 0:08:58 ﾆﾄﾍﾞ ｺｱ 二戸部 心彩 山形県 戸沢小学校

132 2123 0:08:58 ｶｲﾄｳ ｻﾁ 海藤 さち 山形県 戸沢小学校

133 2111 0:09:04 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾒｶ 岩渕 妃華 山形県 大蔵村スポーツ協会

134 2010 0:09:10 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾒｸﾞﾑ 小笠原 愛夢 山形県 米沢ＪＡＭ

135 2118 0:09:25 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 小林 璃子 福島県 郡山陸上スポ少

136 2203 0:09:36 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾌﾞｷ 遠藤 風吹 山形県 小国町

137 2201 0:09:51 ｲﾉｳｴ ｺｺﾛ 井上 こころ 山形県 小国町

138 2014 0:12:22 ｲﾏｻﾞｷ ﾋﾏﾘ 今崎 陽万里 宮城県 シーズ杜の都



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 3100 0:10:20 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 齋藤 友登 秋田県 北秋田合川中学校

2 3005 0:10:23 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 吉田 翔眞 福島県 円谷ランナーズ

3 3117 0:10:30 ｺﾝﾉ ﾕｽﾞｷ 今野 柚稀 山形県 山形市チーム

4 3007 0:10:32 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 新井 虎次郎 群馬県

5 3120 0:10:34 ﾀｶﾐ ﾋﾛﾄ 高見 泰杜 山形県 山形市チーム

6 3193 0:10:35 ｲﾘｴ ﾕｱﾝ 入江 柚安 宮城県 仙台六郷中学校

7 3119 0:10:36 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ 長澤 遼 山形県 山形市チーム

8 3147 0:10:38 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 池田 慶次郎 山形県 山形市チーム

9 3088 0:10:40 ｻﾄｳ ﾏｵ 佐藤 真央 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

10 3129 0:10:52 ｲｼｵｶ ﾚﾝ 石岡 蓮 山形県 山形市チーム

11 3145 0:10:59 ｷｼ ﾂﾊﾞｻ 岸 翼 山形県 山形市チーム

12 3134 0:11:02 ﾎｿﾔ ﾂﾊﾞｻ 細谷 翼 山形県 山形市チーム

13 3141 0:11:03 ｻﾄｳ ｴｲﾄ 佐藤 永都 山形県 山形市チーム

14 3130 0:11:06 ﾀﾀﾞﾉ ﾊﾙﾔ 唯野 遥矢 山形県 山形市チーム

15 3121 0:11:07 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 渡部 良 山形県 山形市チーム

16 3123 0:11:08 ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾖｳ 岡崎 公洋 山形県 山形市チーム

17 3258 0:11:12 ｱｲﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 相庭 亮太 山形県 酒田市ジュニア駅伝

18 3164 0:11:12 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 菊地 亮輔 新潟県 新発田市

19 3099 0:11:15 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 田中 佑空 秋田県 北秋田合川中学校

20 3008 0:11:15 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 佐藤 壮真 福島県 西郷第二中学校

21 3101 0:11:17 ｶﾅﾓﾘ ﾃﾄﾗ 金森 天虎 秋田県 北秋田合川中学校

22 3126 0:11:17 ｱｷﾎ ﾏｻﾀｶ 秋保 将貴 山形県 山形市チーム

23 3021 0:11:19 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 中村 遼央 山形県 上山ジュニア駅伝

24 3087 0:11:22 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 安部 拓海 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

25 3280 0:11:23 ﾖｺｵ ｹﾝｼﾝ 横尾 謙伸 山形県 寒河江市

26 3098 0:11:24 ﾓｷ ｶｲﾄ 茂木 快翔 山形県 河北町

27 3131 0:11:24 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 佐藤 大樹 山形県 山形市チーム

28 3118 0:11:26 ﾀｶﾔ ﾋﾛｷ 髙谷 寛己 山形県 山形市チーム

29 3137 0:11:27 ﾀﾝﾉ ﾘｮｳｶﾞ 丹野 凌我 山形県 山形市チーム

30 3198 0:11:28 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 佐藤 祝翔 宮城県 仙台六郷中学校

31 3128 0:11:29 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 小林 恒晟 山形県 山形市チーム

32 3284 0:11:30 ﾃﾗﾆｼ ｷｮｳﾀﾛｳ 寺西 恭太郎 山形県 寒河江市

33 3127 0:11:30 ｸﾆｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 國井 亮太朗 山形県 山形市チーム

34 3210 0:11:31 ｼｶﾞ ｱｽｶ 志賀 飛鳥 山形県 天童市チーム

35 3025 0:11:31 ﾏｽｺ ｶﾞｸ 増子 岳 山形県 上山ジュニア駅伝

36 3195 0:11:31 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 髙橋 恵生 宮城県 仙台六郷中学校

37 3276 0:11:32 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾑ 金田 琢夢 山形県 白鷹ジュニア

38 3143 0:11:32 ﾖｺﾔﾏ ｿﾗﾄ 横山 空翔 山形県 山形市チーム

39 3002 0:11:33 ﾀﾑﾗ ﾚﾄ 田村 玲音 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

40 3199 0:11:33 ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞ 佐藤 明慈 宮城県 仙台六郷中学校

41 3161 0:11:35 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 山田 皓亮 福島県

42 3158 0:11:35 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ 金子 恭平 山形県 蔵王第一中学校

43 3156 0:11:36 ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｲ 中川 琉偉 山形県 高畠町チーム

44 3144 0:11:36 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾚﾝ 鑓水 蓮 山形県 山形市チーム

45 3097 0:11:38 ﾏｷ ﾏｻﾑﾈ 槇 正宗 山形県 河北町

46 3197 0:11:38 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 林 優翔 宮城県 仙台六郷中学校

47 3248 0:11:40 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 齋藤 楓雅 山形県 南陽ジュニア

48 3204 0:11:42 ﾏﾂﾀﾞ ｱｵｲ 松田 蒼生 山形県 大江町教育委員会

49 3271 0:11:44 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳｼ 遠藤 奏詩 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

50 3029 0:11:44 ﾊﾔｻｶ ｼｮｳ 早坂 捷 山形県 上山ジュニア駅伝



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 3286 0:11:44 ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ 安食 光翔 山形県 寒河江市

52 3022 0:11:44 ｺｲｹ ｱﾔﾄ 小池 綾人 山形県 上山ジュニア駅伝

53 3135 0:11:45 ｻｶﾓﾄ ｺﾞｳ 坂本 豪 山形県 山形市チーム

54 3136 0:11:45 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 髙橋 樹輝 山形県 山形市チーム

55 3057 0:11:47 ﾏﾐﾔ ﾄﾜ 間宮 飛和 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

56 3019 0:11:48 ｵｶﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 尾形 宗太郎 山形県 上山ジュニア駅伝

57 3146 0:11:48 ｼﾌﾞﾔ ｿﾗ 渋谷 空 山形県 山形市チーム

58 3259 0:11:49 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾔ 小林 愛弥 山形県 酒田市ジュニア駅伝

59 3265 0:11:51 ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 佐々木 優生 山形県 遊佐町

60 3262 0:11:52 ﾀｶﾉ ﾁﾋﾛ 髙野 智大 山形県 遊佐町

61 3155 0:11:54 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｵﾝ 小笠原 慈恩 山形県 高畠町チーム

62 3172 0:11:55 ｵｵﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 大宮 健治 山形県 鶴岡市ジュニア駅伝

63 3159 0:11:57 ｼｵﾉ ｺﾀﾛｳ 塩野 虎太郎 山形県 蔵王第一中学校

64 3009 0:11:59 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 佐藤 圭悟 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

65 3200 0:12:02 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 池田 大晟 宮城県 仙台六郷中学校

66 3114 0:12:03 ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 伊藤 歩夢 山形県 村山市

67 3142 0:12:04 ﾀﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 夛田 光宏 山形県 山形市チーム

68 3150 0:12:05 ﾅﾝﾊﾞ ｻｺﾝ 難波 左近 山形県 山形市チーム

69 3206 0:12:05 ｵｵﾓﾘ ﾄｳﾏ 大森 灯真 山形県 大江町教育委員会

70 3201 0:12:05 ｼﾞｮｳｼﾞ ﾘﾝﾄ 東海林 凛虎 宮城県 仙台六郷中学校

71 3079 0:12:06 ﾇﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 沼澤 翔太 山形県 舟形町駅伝チーム

72 3192 0:12:06 ｵｵﾀ ｱｵｲ 太田 葵 宮城県 仙台六郷中学校

73 3154 0:12:07 ｵｵｳﾗ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 大浦 晟太郎 山形県 高畠町チーム

74 3214 0:12:07 ﾑｶｲﾀﾞ ﾊﾙﾏ 向田 温真 山形県 天童市チーム

75 3290 0:12:09 ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ 奥山 逞 山形県 西川中学校

76 3253 0:12:11 ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ 鈴木 藍人 山形県 南陽ジュニア

77 3157 0:12:12 ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾄ 安達 愛唯斗 山形県 蔵王第一中学校

78 3051 0:12:12 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 鈴木 凱敏 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

79 3014 0:12:13 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼ 北澤 謙志 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

80 3247 0:12:14 ﾌﾅﾔﾏ ｶﾅﾀ 舩山 叶大 山形県 南陽ジュニア

81 3212 0:12:18 ｷｽ ﾚｵﾝ 金須 怜恩 山形県 天童市チーム

82 3254 0:12:19 ﾜﾀﾞ ｱﾕﾀ 和田 歩大 山形県 南陽ジュニア

83 3211 0:12:19 ﾀﾃﾉ ﾊﾙｷ 舘野 遥紀 山形県 天童市チーム

84 3094 0:12:20 ｶﾄｳ ﾀｲｷ 加藤 泰輝 山形県 河北町

85 3084 0:12:22 ｶｼﾞ ﾀｸﾋﾛ 鍛冶 拓大 山形県 舟形町駅伝チーム

86 3176 0:12:24 ｺｾｷ ﾊﾙﾄ 小関 温翔 山形県 中山町

87 3083 0:12:25 ｵｸﾞﾆ ﾕｷﾄ 小國 幸人 山形県 舟形町駅伝チーム

88 3272 0:12:27 ﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 湯澤 一徳 山形県 白鷹ジュニア

89 3020 0:12:27 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 髙橋 悠 山形県 上山ジュニア駅伝

90 3209 0:12:34 ｲﾜﾂｷ ｺｳｼ 岩月 煌志 山形県 天童市チーム

91 3148 0:12:34 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ 矢口 智康 山形県 山形市チーム

92 3183 0:12:34 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ 渡部 寛大 山形県 長井市

93 3090 0:12:35 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 古川 晋太郎 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

94 3187 0:12:35 ﾔｸﾜ ﾄﾅﾝ 八鍬 斗南 山形県 新庄市

95 3054 0:12:39 ﾎﾝﾏ ﾕｳｽｹ 本間 優介 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

96 3089 0:12:39 ﾛｯｶｸ ﾀｸﾐ 六角 匠 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

97 3228 0:12:39 ﾐｶﾐ ﾕｳﾄ 三上 悠人 山形県 金山ジュニアクロカン

98 3273 0:12:40 ﾊｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 芳賀 悠月 山形県 白鷹ジュニア

99 3092 0:12:40 ﾜｶｲ ｶｲｾｲ 若井 快晴 新潟県 五泉少年ＭＣ

100 3074 0:12:41 ｵｵｷ ｶｽﾞﾐ 大木 和実 山形県 川西町チーム



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
101 3076 0:12:41 ｳｼﾔ ﾕｳﾄ 牛谷 勇斗 山形県 川西町チーム

102 3062 0:12:41 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾔ 鈴木 柊耶 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

103 3081 0:12:43 ｼｮｳｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 庄司 敦宥 山形県 舟形町駅伝チーム

104 3285 0:12:45 ｵｵｲｼ ｱﾝｼﾞ 大石 庵史 山形県 寒河江市

105 3180 0:12:47 ｲｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 飯澤 雅人 山形県 長井市

106 3163 0:12:47 ｵｵｷ ﾘｵ 大木 陸央 山形県 山形第二中学校

107 3229 0:12:48 ｺﾇﾏ ﾄｷ 小沼 永輝 山形県 金山ジュニアクロカン

108 3061 0:12:49 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 鈴木 凛太 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

109 3017 0:12:49 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ 小林 鉄兵 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

110 3058 0:12:51 ｱｷﾎ ﾀﾞｲﾁ 秋保 大地 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

111 3004 0:12:51 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾏ 宮崎 綜真 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

112 3011 0:12:52 ｻﾄｳ ﾐﾂ 佐藤 允 山形県 山形第七中学校

113 3196 0:12:53 ｳﾁﾑﾗ ﾀｸﾑ 内村 拓夢 宮城県 仙台六郷中学校

114 3250 0:12:54 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 近野 涼太 山形県 南陽ジュニア

115 3260 0:12:54 ｲﾏｲ ｹﾝﾀ 今井 建汰 山形県 遊佐町

116 3037 0:12:55 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 髙橋 勇仁 山形県 上山宮川中学校

117 3055 0:12:56 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 小林 由侑 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

118 3215 0:12:57 ｶｲﾄｳ ﾑｻｼ 海藤 夢蔵 山形県 東根市

119 3006 0:12:59 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾄ 舟山 侑翔 山形県 米沢ジュニアクロカン

120 3239 0:13:02 ｵｵﾙｲ ﾘｭｳｾｲ 大類 琉晟 山形県 大石田町

121 3111 0:13:03 ｵｶﾞﾜ ｾｲﾔ 小川 聖矢 山形県 村山市

122 3175 0:13:07 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾄ 森下 皓人 山形県 中山町

123 3035 0:13:09 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ 渡辺 真大 山形県 上山宮川中学校

124 3042 0:13:09 ﾖｺｶﾜ ｹｲﾀ 横川 慶大 山形県 上山北中学校

125 3024 0:13:10 ｱｶｻｶ ｼｮｳﾔ 赤坂 昇哉 山形県 上山ジュニア駅伝

126 3032 0:13:12 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 木村 翔太 山形県 上山宮川中学校

127 3048 0:13:13 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 髙橋 義 山形県 真室川町

128 3103 0:13:14 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｸ 柴﨑 陸駆 山形県 村山市

129 3091 0:13:18 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 鈴木 俊輔 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

130 3266 0:13:21 ﾄﾞﾓﾝ ｺｳﾀ 土門 孝太 山形県 遊佐町

131 3222 0:13:25 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 小林 駿 山形県 最上町教育委員会

132 3040 0:13:26 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾏｷ 神保 真輝 山形県 上山北中学校

133 3185 0:13:29 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 手塚 晴翔 山形県 長井市

134 3110 0:13:31 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ 川田 浩希 山形県 村山市

135 3071 0:13:32 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 鈴木 龍斗 山形県 庄内町

136 3050 0:13:32 ｵｵﾊﾞ ﾀｹﾋﾛ 大場 健広 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

137 3252 0:13:32 ｽｶﾞｲ ﾕｳﾄ 須貝 悠人 山形県 南陽ジュニア

138 3034 0:13:38 ｱﾍﾞ ﾙｲﾄ 阿部 琉唯斗 山形県 上山宮川中学校

139 3036 0:13:39 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 鈴木 健悟 山形県 上山宮川中学校

140 3251 0:13:43 ｼﾝｾｷ ﾂﾊﾞｻ 新関 羽 山形県 南陽ジュニア

141 3244 0:13:45 ｶｶﾞ ﾕｳｲﾁ 加賀 祐一 山形県 大石田町

142 3160 0:13:45 ｻｲﾄｳ ｲｯﾄ 齋藤 壱太 山形県 蔵王第一中学校

143 3102 0:13:48 ｲﾄｳ ｼｭｳ 伊藤 柊 山形県 村山市

144 3069 0:13:51 ﾓﾘﾔ ﾖｳﾀ 森屋 陽太 山形県 庄内町

145 3177 0:13:52 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾄ 石川 十韻 山形県 中山町

146 3230 0:13:53 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾝ 大場 顕真 山形県 金山ジュニアクロカン

147 3162 0:13:54 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 柳澤 威瑠 山形県 山形大学附属中学校

148 3112 0:13:56 ﾓﾘ ｹｲｼｭﾝ 森 慶俊 山形県 村山市

149 3030 0:14:01 ｵｵﾀ ｷﾋﾛ 太田 貴博 山形県 上山宮川中学校

150 3105 0:14:06 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾔ 齋藤 敦也 山形県 村山市



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
151 3066 0:14:15 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 伊藤 昇汰 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

152 3235 0:14:17 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｾｲ 小玉 康生 山形県 大石田町

153 3010 0:14:21 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｾｲ 平山 優生 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

154 3031 0:14:22 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 北澤 健介 山形県 上山宮川中学校

155 3115 0:14:23 ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 酒井 春人 福島県 いわき草野中学校

156 3033 0:14:26 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 須田 隼人 山形県 上山宮川中学校

157 3242 0:14:29 ｱﾘｼﾞ ｹﾝｽｹ 有路 健介 山形県 大石田町

158 3109 0:14:37 ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 石井 大翔 山形県 村山市

159 3236 0:15:02 ﾆｼｵ ﾚﾝ 西尾 蓮 山形県 大石田町

160 3039 0:15:19 ｸﾛﾀﾞ ｵｳｶﾞ 黒田 旺雅 山形県 上山宮川中学校

161 3178 0:15:29 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｼﾛｳ 板垣 昂志郎 山形県 中山町

162 3243 0:15:35 ｵﾁｱｲ ｼｮｳﾀ 落合 翔大 山形県 大石田町

163 3108 0:15:43 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 矢口 佑成 山形県 村山市

164 3231 0:16:47 ﾖｺｾ ﾏﾅﾄ 横瀬 愛将 山形県 金山ジュニアクロカン

165 3013 0:17:48 ｲﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ 今崎 匠馬 宮城県 シーズ杜の都

166 3012 0:17:50 ﾀｶｾ ﾄﾓｶｽﾞ 高瀬 友和 山形県 米沢Ｊｒクロカンスキークラブ

167 3049 0:18:53 ｻｻｷ ｼﾞｭﾘｱﾝﾘｮｳ 佐々木 ジュリアン諒 宮城県 ａｘｉｓレーシング



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 4072 0:11:50 ﾌｼﾞﾀ ﾐｸ 藤田 未来 秋田県 北秋田鷹巣中学校

2 4095 0:11:58 ｵｵﾂｷ ｽｽﾞ 大築 鈴 山形県 山形市チーム

3 4013 0:12:06 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｱﾔ 渡辺 咲采 福島県 福島第四中学校

4 4108 0:12:09 ﾋｼﾇﾏ ﾅﾅﾐ 菱沼 ななみ 山形県 山形市チーム

5 4097 0:12:15 ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔｶ 中里 彩香 山形県 山形市チーム

6 4094 0:12:21 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ 清水 菜那 山形県 山形市チーム

7 4098 0:12:24 ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 後藤 那菜 山形県 山形市チーム

8 4221 0:12:25 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 阿部 百花 山形県 酒田市ジュニア駅伝

9 4077 0:12:26 ｲﾄｳ ﾐｵ 伊藤 未桜 新潟県 五泉少年ＭＣ

10 4216 0:12:39 ﾀﾅｶ ｼﾎﾅ 田中 志帆奈 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

11 4182 0:12:42 ﾄｶﾞｼ ﾐｵ 冨樫 澪 山形県 天童市チーム

12 4115 0:12:42 ｻﾄｳ ﾏﾊﾙ 佐藤 真遥 山形県 山形市チーム

13 4099 0:12:44 ｱｼﾉ ｼﾎ 芦野 志帆 山形県 山形市チーム

14 4005 0:12:47 ｲﾄｳ ｿﾗ 伊藤 そら 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

15 4183 0:13:00 ﾎﾝﾏ ｷｮｳ 本間 香 山形県 天童市チーム

16 4105 0:13:01 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 髙橋 咲喜 山形県 山形市チーム

17 4041 0:13:04 ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ 鈴木 玲菜 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

18 4220 0:13:05 ﾜｶﾞ ｱｶﾈ 和賀 茜 山形県 酒田市ジュニア駅伝

19 4124 0:13:09 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ 吉田 美穂 山形県 山形市チーム

20 4100 0:13:09 ﾏｷ ﾓｴｶ 槙 萌花 山形県 山形市チーム

21 4079 0:13:10 ﾀｶﾔﾅｷ ﾞﾊﾙﾅ 高栁 陽菜 新潟県 五泉少年ＭＣ

22 4118 0:13:12 ｻﾄｳ ｱﾘｻ 佐藤 有彩 山形県 山形市チーム

23 4087 0:13:14 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 齋藤 碧泉 山形県 河北町

24 4018 0:13:18 ﾂﾁﾀﾞ ｱﾔﾈ 土田 彩音 山形県 上山ジュニア駅伝

25 4173 0:13:18 ｻｶﾓﾄ ｴﾅ 坂本 瑛菜 宮城県 仙台六郷中学校

26 4126 0:13:22 ｻｲﾄｳ ﾊﾅﾐ 齊藤 花実 山形県 山形市チーム

27 4167 0:13:23 ﾈﾓﾄ ﾐｳﾅ 根本 美海 宮城県 仙台六郷中学校

28 4141 0:13:24 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ 高橋 七海 山形県 山形第九中学校

29 4086 0:13:25 ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 後藤 結衣 山形県 河北町

30 4110 0:13:25 ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾂｷ 遠藤 樹 山形県 山形市チーム

31 4242 0:13:26 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 安藤 紗優 山形県 寒河江市

32 4080 0:13:28 ｱｹﾏ ﾊﾙﾅ 明間 遥菜 新潟県 五泉少年ＭＣ

33 4011 0:13:28 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 遠藤 はるか 山形県 鶴岡第一中学校

34 4243 0:13:29 ｷﾑﾗ ﾘｻ 木村 理紗 山形県 寒河江市

35 4081 0:13:32 ﾏｼﾞﾏ ﾕﾅ 間嶋 柚奈 新潟県 五泉少年ＭＣ

36 4092 0:13:32 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾑ 谷口 梨夢 山形県 山形市チーム

37 4034 0:13:34 ﾐｶﾐ ｻﾜ 三上 紗和 山形県 山形第六中学校

38 4234 0:13:35 ｻﾄｳ ﾅｷﾞ 佐藤 凪 山形県 白鷹ジュニア

39 4189 0:13:36 ﾅﾂｲ ﾋﾅ 夏井 陽菜 山形県 東根市

40 4007 0:13:36 ﾜｶﾂｷ ﾎﾉｶ 若月 萌夏 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

41 4102 0:13:38 ﾐｳﾗ ﾓﾓｴ 三浦 百惠 山形県 山形市チーム

42 4170 0:13:39 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾘ 南 ゆうり 宮城県 仙台六郷中学校

43 4225 0:13:39 ｵｸﾔﾏ ﾕｱ 奥山 侑愛 山形県 遊佐町

44 4078 0:13:40 ｲｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 石本 美月 新潟県 五泉少年ＭＣ

45 4006 0:13:42 ｵｵﾀ ｻﾄﾐ 太田 聖美 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

46 4154 0:13:42 ｵｵﾂ ﾅﾅ 大津 菜々 山形県 中山町

47 4017 0:13:43 ｲﾅｹ ﾊﾂﾒ 稲毛 初芽 山形県 上山ジュニア駅伝

48 4238 0:13:44 ｽｽﾞｷ ﾙﾙｶ 鈴木 瑠々花 山形県 寒河江市

49 4010 0:13:44 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 遠藤 はるな 山形県 鶴岡第一中学校

50 4101 0:13:46 ｼﾗｻｶ ﾏﾘｶ 白坂 茉莉香 山形県 山形市チーム



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 4093 0:13:47 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾅ 阿部 凜那 山形県 山形市チーム

52 4139 0:13:47 ﾌｼﾞﾏｷ ﾁｻ 藤巻 千咲 山形県 高畠町チーム

53 4044 0:13:49 ｵﾁｱｲ ﾓﾓ 落合 杏 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

54 4114 0:13:51 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗｲ 髙橋 未來 山形県 山形市チーム

55 4119 0:13:52 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 山口 乃愛 山形県 山形市チーム

56 4175 0:13:53 ﾂﾁﾔ ｻﾅ 土屋 咲菜 宮城県 仙台六郷中学校

57 4137 0:13:54 ｲﾉｳｴ ｻｸﾗｺ 井上 櫻子 山形県 高畠町チーム

58 4172 0:13:55 ｻﾄｳ ｳﾀ 佐藤 愛多 宮城県 仙台六郷中学校

59 4076 0:13:55 ｶﾄｳ ﾕｳ 加藤 優 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

60 4106 0:13:56 ｻﾄｳ ﾐﾕ 佐藤 望悠 山形県 山形市チーム

61 4229 0:13:57 ｲﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 伊藤 杏樹 山形県 小国町

62 4023 0:14:00 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 鈴木 ひより 山形県 上山ジュニア駅伝

63 4037 0:14:03 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 佐藤 愛莉 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

64 4074 0:14:03 ﾛｯｶｸ ﾐｺ 六角 美虹 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

65 4174 0:14:03 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 平野 りょう 宮城県 仙台六郷中学校

66 4020 0:14:03 ｷｸﾁ ﾜｶﾅ 菊池 和佳奈 山形県 上山ジュニア駅伝

67 4073 0:14:05 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾏﾘ 難波 妃莉 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

68 4150 0:14:09 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｺ 石塚 莉子 山形県 鶴岡市ジュニア駅伝

69 4157 0:14:09 ｼﾏﾇｷ ﾋﾏﾘ 島貫 妃莉 山形県 長井市

70 4178 0:14:09 ﾓｶﾞﾐ ｻｷ 最上 咲希 山形県 大江町教育委員会

71 4127 0:14:10 ｵｲｶﾜ ｱｲﾐ 及川 愛海 山形県 山形市チーム

72 4152 0:14:12 ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ 五十嵐 凜 山形県 中山町

73 4027 0:14:14 ﾌｸｵｶ ﾕﾅ 福岡 由菜 山形県 上山北中学校

74 4184 0:14:14 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 齊藤 愛海 山形県 天童市チーム

75 4107 0:14:15 ｶﾅｳﾁ ﾕｷｶ 叶内 雪花 山形県 山形市チーム

76 4191 0:14:15 ﾎｼﾅ ｸﾙﾐ 保科 来海 山形県 東根市

77 4046 0:14:15 ｼﾀﾗ ﾐﾗｲ 設楽 みらい 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

78 4187 0:14:19 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 山口 真奈 山形県 天童市チーム

79 4057 0:14:22 ｻﾄｳ ｷﾉﾝ 佐藤 葵音 山形県 庄内町

80 4075 0:14:26 ｺﾋﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 小檜山 詩音 福島県 猪苗代ＴＦ＆東中

81 4138 0:14:33 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾒｶ 小平 姫華 山形県 高畠町チーム

82 4104 0:14:34 ｼｻｲ ﾆｺ 志斎 にこ 山形県 山形市チーム

83 4028 0:14:37 ｲﾅｹﾞ ｺｺﾈ 稲毛 胡々音 山形県 上山北中学校

84 4038 0:14:39 ｱﾝｻﾞｲ ｶﾉﾝ 安西 花音 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

85 4001 0:14:40 ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐｶ 安藤 純花 山形県 米沢ジュニア駅伝チーム

86 4235 0:14:45 ｳﾒﾂ ﾘｵﾝ 梅津 凜音 山形県 白鷹ジュニア

87 4019 0:14:49 ｼﾗｶﾜ ﾘﾝﾈ 白川 鈴音 山形県 上山ジュニア駅伝

88 4051 0:14:58 ｲﾄｳ ｺｺｱ 伊藤 心愛 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

89 4009 0:15:03 ｼﾞﾝﾎﾞ ｼﾎ 神保 志保 山形県 米沢 ジュニアクロカン

90 4042 0:15:06 ﾔｼﾏ ｱﾔﾐ 矢嶋 彩美 山形県 尾花沢Ｊｒ駅伝チーム

91 4168 0:15:07 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 後藤 咲恵 宮城県 仙台六郷中学校

92 4016 0:15:08 ﾓﾘﾔ ﾐﾂｷ 森谷 允喜 山形県 上山ジュニア駅伝

93 4025 0:15:09 ｻﾀｹ ﾘｵ 佐竹 里桜 山形県 上山宮川中学校

94 4058 0:15:09 ﾄｶﾞｼ ｲﾁｶ 富樫 苺加 山形県 庄内町

95 4245 0:15:13 ｻｲﾄｳ ﾘﾎ 齋藤 里帆 山形県 西川中学校

96 4065 0:15:14 ｵｵｷ ｱｶﾘ 大木 明香里 山形県 川西町チーム

97 4103 0:15:16 ｱﾗｲ ﾕｷﾉ 荒井 雪乃 山形県 山形市チーム

98 4053 0:15:20 ﾐﾂﾊｼ ｱﾔﾅ 三橋 綾菜 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

99 4156 0:15:23 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 鈴木 奈那美 山形県 中山町

100 4244 0:15:23 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 後藤 未由 山形県 西川中学校



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
101 4171 0:15:24 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 千葉 優奈 宮城県 仙台六郷中学校

102 4015 0:15:25 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 齋藤 綾乃 山形県 上山ジュニア駅伝

103 4026 0:15:27 ｺﾞﾄｳ ﾐｳ 後藤 美羽 山形県 上山北中学校

104 4052 0:15:32 ﾌｾ ｺﾄﾈ 布施 琴音 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ

105 4133 0:15:44 ｼﾏｻｷ ﾘﾝｶ 島崎 倫歌 山形県 高畠町チーム

106 4198 0:15:44 ｶｻﾊﾗ ｷﾉ 笠原 綺乃 山形県 最上町教育委員会

107 4033 0:15:47 ﾔｸﾜ ｱｵｲ 八鍬 葵 山形県 真室川町

108 4164 0:15:52 ｵｵﾇﾏ ｼｵﾘ 大沼 栞 山形県 新庄市

109 4130 0:15:55 ﾔｸﾜ ﾄﾓﾈ 八鍬 友音 山形県 大蔵村スポーツ協会

110 4136 0:15:57 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 竹田 天心 山形県 高畠町チーム

111 4067 0:16:04 ｺﾆｼ ﾕｷﾉ 小西 由紀乃 山形県 舟形町駅伝チーム

112 4201 0:16:15 ｶｷｻﾞｷ ﾕｲﾅ 柿崎 優衣奈 山形県 金山ジュニアクロカン

113 4207 0:16:30 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 齋藤 千紘 山形県 飯豊町ジュニア駅伝

114 4227 0:16:57 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 渡部 綾弓 山形県 小国町

115 4030 0:17:10 ｺﾏﾂ ﾕｷﾅ 小松 由采 山形県 真室川町

116 4035 0:17:12 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾕﾘ 村山 さゆり 山形県

117 4045 0:19:02 ｼﾀﾗ ﾏﾋﾛ 設楽 まひろ 山形県 朝日町Ｊｒ．ＭＣ



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 5019 0:14:45 ｶﾅｳﾁ ﾅﾅﾐ 叶内 菜々美 山形県 山形城北高校

2 5024 0:14:56 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 鈴木 華奈 山形県 山形城北高校

3 5023 0:14:58 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾅ 吉田 百那 山形県 山形城北高校

4 5020 0:15:10 ｵｵﾇﾏ ｱｲ 大沼 亜衣 山形県 山形城北高校

5 5027 0:15:47 ｶﾘﾉ ﾙｷ 狩野 琉姫 山形県 山形城北高校

6 5006 0:15:48 ｻﾜﾀﾞ ｱｷ 澤田 爽 山形県 山形東高校

7 5028 0:15:56 ｲﾜｻｷ ｱｲｶ 岩﨑 愛花 山形県 山形城北高校

8 5025 0:16:04 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 髙橋 愛香 山形県 山形城北高校

9 5047 0:16:10 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 小川 桃佳 山形県 山形西高校

10 5022 0:16:25 ﾂﾁﾀﾞ ﾌｳｶ 土田 楓佳 山形県 山形城北高校

11 5050 0:16:30 ｶﾄｳ ﾚﾝ 加藤 恋 山形県 鶴岡南高校

12 5005 0:16:42 ﾔｸﾜ ﾉｿﾞﾐ 八鍬 希美 山形県 山形東高校

13 5026 0:16:55 ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾉ 長岡 梨乃 山形県 山形城北高校

14 5014 0:16:57 ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 齋藤 帆野花 山形県 米沢興譲館高校

15 5013 0:17:02 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲ 小笠原 唯 山形県 米沢興譲館高校

16 5001 0:17:13 ｸﾄﾞｳ ｻｺ 工藤 裟己 山形県 山形医療技術専門学校

17 5004 0:17:13 ｴﾋﾞﾅ ﾕｳｷ 蝦名 悠希 山形県 山形東高校

18 5045 0:17:20 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 村山 彩華 山形県 山形西高校

19 5052 0:17:29 ﾋｷﾀ ﾊﾂﾞｷ 匹田 葉月 山形県 鶴岡南高校

20 5051 0:17:30 ｸﾏﾀ ﾅｷﾞｻ 熊田 凪紗 山形県 鶴岡南高校

21 5017 0:17:37 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾎ 門脇 茉歩 山形県 山形学院高校

22 5039 0:17:43 ﾋﾛﾀﾆ ﾏﾘﾝ 廣谷 真凛 山形県 山辺高校

23 5018 0:17:45 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵ 小林 志緒 山形県 山形学院高校

24 5038 0:17:48 ﾀﾀﾞ ﾕｳｶ 多田 有花 山形県 山辺高校

25 5033 0:17:54 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 伊藤 千尋 宮城県 宮城県柴田高校

26 5043 0:18:00 ﾌﾙｾ ﾋﾅﾉ 古瀬 日菜乃 山形県 山形西高校

27 5003 0:18:02 ｲｼｶﾜ ﾋｶﾙ 石川 ひかる 山形県 米沢商業高校

28 5037 0:18:02 ﾏﾙｶﾜ ﾅｷﾞｻ 丸川 和紗 山形県 長井高校

29 5011 0:18:04 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 佐藤 優花 山形県 天童高校

30 5009 0:18:05 ｲﾄｳ ﾈﾈ 伊藤 寧々 山形県 天童高校

31 5030 0:18:20 ｻﾄｳ ﾖｼﾊ 佐藤 馨巴 山形県 鶴岡東高校

32 5040 0:18:23 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾉ 松田 ひなの 山形県 山辺高校

33 5016 0:18:32 ｳﾂｲ ﾐﾚｲ 宇津井 美玲 山形県 山形学院高校

34 5044 0:18:38 ｵｵｻﾜ ﾒｲ 大澤 芽依 山形県 山形西高校

35 5032 0:18:44 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 富永 水月 宮城県 宮城県柴田高校

36 5031 0:18:47 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 佐藤 伶虹 山形県 鶴岡東高校

37 5008 0:19:04 ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 五十嵐 紅音 山形県 鶴岡工業高校

38 5035 0:19:10 ｶｲﾇﾏ ﾐｻｷ 貝沼 美咲 山形県 長井高校

39 5015 0:19:38 ｱﾗｷ ﾐｻｷ 荒木 美沙樹 山形県 山形学院高校

40 5034 0:20:06 ｶﾝﾉ ﾊﾅ 菅野 花 宮城県 宮城県柴田高校

41 5036 0:20:10 ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ 安部 七海 山形県 長井高校

42 5007 0:20:23 ｼﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 志村 樹里 山形県 東桜学館高校

43 5029 0:20:39 ﾊﾔｼ ﾕｽﾞｷ 林 柚希 山形県 鶴岡東高校

44 5012 0:20:39 ｽｶﾞｲ ﾏﾘﾅ 須貝 麻莉菜 山形県 米沢興譲館高校

45 5002 0:20:51 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 鈴木 亜佳音 山形県 日大山形高校

46 5041 0:21:31 ﾀｷｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 滝沢 音羽 山形県 山辺高校

47 5049 0:21:32 ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ 竹田 伊織 山形県 米沢商業高校

48 5042 0:21:36 ﾏﾙｺ ﾊﾂｷ 丸子 羽希 山形県 山辺高校
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１０時５０分１０時５０分１０時５０分１０時５０分

ジュニア女子4000ｍジュニア女子4000ｍジュニア女子4000ｍジュニア女子4000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

1 叶内　菜々美0:44:39

鈴木　華奈

5019山形城北高校

吉田　百那

5024

0:14:45

5023

0:14:56

0:14:58

1

2

3

6順位合計

2 澤田　爽0:49:43

八鍬　希美

5006山形東高校

蝦名　悠希

5005

0:15:48

5004

0:16:42

0:17:13

6

12

17

35順位合計

3 小川　桃佳0:51:30

村山　彩華

5047山形西高校

古瀬　日菜乃

5045

0:16:10

5043

0:17:20

0:18:00

9

18

26

53順位合計

4 齋藤　帆野花0:54:38

小笠原　唯

5014米沢興譲館高校

須貝　麻莉菜

5013

0:16:57

5012

0:17:02

0:20:39

14

15

44

73順位合計

5 門脇　茉歩0:53:54

小林　志緒

5017山形学院高校

宇津井　美玲

5018

0:17:37

5016

0:17:45

0:18:32

21

23

33

77順位合計
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１０時５０分１０時５０分１０時５０分１０時５０分

ジュニア女子4000ｍジュニア女子4000ｍジュニア女子4000ｍジュニア女子4000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

6 廣谷　真凛0:53:54

多田　有花

5039山辺高校

松田　ひなの

5038

0:17:43

5040

0:17:48

0:18:23

22

24

32

78順位合計

7 伊藤　千尋0:56:44

富永　水月

5033宮城県柴田高校

菅野　花

5032

0:17:54

5034

0:18:44

0:20:06

25

35

40

100順位合計

8 丸川　和紗0:57:22

貝沼　美咲

5037長井高校

安部　七海

5035

0:18:02

5036

0:19:10

0:20:10

28

38

41

107順位合計

9 佐藤　馨巴0:57:46

佐藤　伶虹

5030鶴岡東高校

林　柚希

5031

0:18:20

5029

0:18:47

0:20:39

31

36

43

110順位合計



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 6079 0:19:53 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾛｳ 松浦 太郎 山形県 酒田南高校

2 6028 0:20:01 ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ 清水 壱晟 山形県 山形中央高校

3 6001 0:20:05 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 植村 優人 東京都 松浦高校

4 6112 0:20:34 ｲﾀﾞ ﾕｳﾀ 居田 雄太 滋賀県 草津東高校

5 6051 0:20:35 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾄ 五十嵐 脩人 山形県 鶴岡工業高校

6 6027 0:20:44 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 青木 顕太 山形県 山形中央高校

7 6018 0:20:49 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ 半澤 康 山形県 山形南高校

8 6036 0:20:58 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 加藤 亮太 山形県 山形中央高校

9 6069 0:21:12 ﾏﾙｺ ﾊﾙｷ 丸子 晴樹 山形県 米沢興譲館高校

10 6003 0:21:22 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 岡崎 友柾 山形県 日大山形高校

11 6014 0:21:26 ｲｻﾜ ﾖｳｽｹ 井澤 陽介 山形県 山形南高校

12 6016 0:21:41 ｵｵｲｼ ﾊﾙｷ 大石 晴喜 山形県 山形南高校

13 6030 0:21:45 ｻｲﾄｳ ｶｹﾙ 斎藤 翔 山形県 山形中央高校

14 6089 0:21:52 ｵｵﾂｶ ｶｹﾙ 大塚 翔 宮城県 宮城県柴田高校

15 6098 0:21:57 ｼｵﾉ ｹﾝｼﾞ 塩野 憲治 山形県 米沢中央高校

16 6002 0:22:00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾖｼ 山口 尊義 山形県 鶴岡市陸協

17 6031 0:22:09 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 井上 雄登 山形県 山形中央高校

18 6026 0:22:12 ｼﾀﾞ ﾗｲｷ 志田 光紀 山形県 山形中央高校

19 6080 0:22:17 ｲｲﾉ ﾋﾛﾄ 飯野 博将 山形県 山形ＴＦＣ

20 6052 0:22:19 ｵｵﾀｷ ｾｲﾔ 大滝 星矢 山形県 鶴岡工業高校

21 6034 0:22:21 ｳｼｻﾞﾜ ｽｲ 牛澤 彗 山形県 山形中央高校

22 6012 0:22:25 ｽﾄｳ ｾｲｲﾁ 須藤 成一 山形県 山形南高校

23 6048 0:22:25 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾞｸﾄ 菅原 楽人 山形県 鶴岡工業高校

24 6097 0:22:26 ｻﾄｳ ｱｵｲ 佐藤 葵 山形県 米沢中央高校

25 6035 0:22:31 ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ 安孫子 嗣音 山形県 山形中央高校

26 6103 0:22:38 ｵﾉ ﾘｮｳﾀ 小野 亨太 山形県 長井高校

27 6090 0:22:40 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 佐藤 海斗 宮城県 宮城県柴田高校

28 6086 0:22:41 ﾏｽｺ ﾘｮｳｽｹ 増子 凌典 山形県 鶴岡東高校

29 6091 0:22:43 ｺｽｲ ｹﾞﾝ 湖 絃 宮城県 宮城県柴田高校

30 6101 0:22:46 ﾋｸﾞﾁ ｶｲ 樋口 凱 山形県 長井高校

31 6109 0:22:50 ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ 秋保 松平 山形県

32 6042 0:22:56 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳ 庄司 凌 山形県 山形工業高校

33 6108 0:22:56 ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 横山 泰河 山形県

34 6092 0:22:59 ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ 伊澤 孝太 宮城県 宮城県柴田高校

35 6096 0:23:01 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 渡部 翔 山形県 米沢中央高校

36 6008 0:23:02 ﾔｸﾜ ﾀｸﾄ 八鍬 拓斗 山形県 新庄東高校

37 6032 0:23:06 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 鈴木 航斗 山形県 山形中央高校

38 6040 0:23:07 ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾄ 高嶋 祐人 山形県 山形工業高校

39 6081 0:23:07 ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾔ 工藤 敦哉 山形県 新庄北高校

40 6082 0:23:09 ｵﾉ ｵﾐﾄ 小野 臣仁 宮城県 多賀城自衛隊

41 6085 0:23:12 ﾀｶｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 髙城 圭一郎 山形県 鶴岡東高校

42 6005 0:23:14 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐藤 勝大 山形県 日大山形高校

43 6088 0:23:14 ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ 三浦 凜太 宮城県 宮城県柴田高校

44 6106 0:23:16 ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ 皆川 桜介 山形県 新庄最上チーム

45 6011 0:23:16 ｱｻﾉﾒ ｼﾝﾉｽｹ 浅野目 晋之介 山形県 山形南高校

46 6044 0:23:16 ｱｵｷ ﾚｵﾝ 青木 玲穏 山形県 山形工業高校

47 6076 0:23:27 ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾄ 大沼 雅士 山形県 創学館高校

48 6093 0:23:30 ｷｻﾗ ﾏｻﾊﾙ 木皿 雅晴 宮城県 宮城県柴田高校

49 6047 0:23:33 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 佐藤 立誠 山形県 鶴岡工業高校

50 6021 0:23:36 ｺｳｿｶﾍﾞ ｱｷﾗ 香曽我部 翠 山形県 山形東高校



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 6039 0:23:36 ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ 笹原 颯太 山形県 山形中央高校

52 6033 0:23:38 ﾀｶﾑﾗ ｶｲﾄ 髙村 海斗 山形県 山形中央高校

53 6013 0:23:43 ﾖｺｻﾜ ﾋｶﾙ 横澤 光 山形県 山形南高校

54 6094 0:23:44 ｵｵｲｼ ｸﾛｳﾄﾞ 大石 蔵人 宮城県 宮城県柴田高校

55 6070 0:23:54 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 髙橋 拓夢 山形県 山形学院高校

56 6019 0:23:54 ﾐｻﾜ ﾅｵ 三澤 直央 山形県 山形南高校

57 6068 0:23:58 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 伊藤 輝 山形県 米沢興譲館高校

58 6083 0:24:09 ﾖﾈﾔ ﾄｷｵ 米谷 怜士 宮城県 多賀城自衛隊

59 6064 0:24:11 ﾀｷｸﾁ ｱｷﾗ 滝口 明良 山形県 天童高校

60 6053 0:24:12 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 遠藤 佳汰 山形県 鶴岡工業高校

61 6055 0:24:14 ｱﾀﾞﾁ ｶｲ 足達 開 山形県 鶴岡工業高校

62 6023 0:24:22 ｺｾｷ ｼﾞｭｳﾀﾛｳ 小関 重太郎 山形県 山形東高校

63 6057 0:24:23 ｲｽﾞﾐ ｺｳﾀ 泉 倖太 山形県 鶴岡工業高校

64 6073 0:24:29 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｮｵ 大場 丈緒 山形県 山形学院高校

65 6067 0:24:35 ｱｲﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 相田 雄一郎 山形県 米沢興譲館高校

66 6046 0:24:35 ｻｲﾄｳ ﾏｵ 齋藤 眞雄 山形県 鶴岡工業高校

67 6071 0:24:36 ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 飯田 准晴 山形県 山形学院高校

68 6087 0:24:39 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝ 西村 慎 山形県 村山産業高校

69 6054 0:24:48 ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ 坂本 翔唯 山形県 鶴岡工業高校

70 6043 0:24:51 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ 古川 蒼真 山形県 山形工業高校

71 6009 0:24:51 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 髙橋 悠 山形県 新庄東高校

72 6056 0:24:51 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 中村 春平 山形県 鶴岡工業高校

73 6017 0:24:51 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｲﾁ 柴﨑 大地 山形県 山形南高校

74 6062 0:24:53 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾉﾝ 上野 珠暖 山形県 鶴岡工業高校

75 6099 0:24:55 ｵｵﾀｷ ｺｳﾍｲ 大滝 晃平 山形県 米沢中央高校

76 6084 0:24:56 ｲﾄｳ ﾋｭｳﾏ 伊藤 飛由馬 山形県 鶴岡東高校

77 6024 0:24:59 ﾎｼﾅ ﾕｳﾄ 保科 友駿 山形県 東桜学館高校

78 6038 0:25:04 ﾎﾝﾏ ｸｳｶﾞ 本間 空河 山形県 山形中央高校

79 6015 0:25:08 ｲｼｲ ﾏｻｷ 石井 万祥 山形県 山形南高校

80 6058 0:25:11 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｶﾗ 東海林 宝良 山形県 鶴岡工業高校

81 6050 0:25:13 ｻﾄｳ ﾚｵ 佐藤 伶旺 山形県 鶴岡工業高校

82 6075 0:25:24 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 片桐 菖吾 山形県 創学館高校

83 6007 0:25:34 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 佐藤 智哉 山形県 日大山形高校

84 6065 0:25:47 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ 舩山 雄太 山形県 米沢興譲館高校

85 6060 0:25:59 ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 佐藤 真海 山形県 鶴岡工業高校

86 6049 0:26:03 ﾐｳﾗ ｼｭﾝｽｹ 三浦 駿介 山形県 鶴岡工業高校

87 6010 0:26:06 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 菊池 悠斗 山形県 新庄東高校

88 6061 0:26:20 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾔ 丸山 佳也 山形県 鶴岡工業高校

89 6020 0:26:21 ﾅｶﾞﾔﾏ ｴｲﾄ 永山 瑛都 山形県 山形南高校

90 6113 0:26:51 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ 畠山 拓輝 山形県 アクシスレーシング

91 6022 0:26:51 ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 阿部 快翔 山形県 山形東高校

92 6072 0:27:14 ｲﾄｳ ｺｳｼﾝ 伊藤 洸心 山形県 山形学院高校

93 6111 0:28:08 ｻﾄｳ ﾉｱ 佐藤 希海 山形県 アクシスレーシング

94 6059 0:28:11 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾄ 本間 匠翔 山形県 鶴岡工業高校

95 6063 0:28:16 ｶﾅﾏﾙ ｼｮｳﾀ 金丸 翔大 山形県 鶴岡工業高校

96 6045 0:28:27 ﾊﾔｻｶ ﾋﾃﾞﾄﾗ 早坂 秀虎 山形県 山形工業高校

97 6037 0:28:48 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳﾄ 板垣 裕士 山形県 山形中央高校

98 6110 0:30:08 ｶﾌﾞｷ ｸﾘｭｳ 株木 玖隆 山形県 アクシスレーシング

99 6095 0:30:42 ｻｲﾄｳ ﾚｵﾏ 斉藤 鈴大真 宮城県 宮城県柴田高校
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１１時１５分１１時１５分１１時１５分１１時１５分

ジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

1 清水　壱晟1:01:43

青木　顕太

6028山形中央高校

加藤　亮太

6027

0:20:01

6036

0:20:44

0:20:58

2

6

8

16順位合計

2 半澤　康1:03:56

井澤　陽介

6018山形南高校

大石　晴喜

6014

0:20:49

6016

0:21:26

0:21:41

7

11

12

30順位合計

3 五十嵐　脩人1:05:19

大滝　星矢

6051鶴岡工業高校

菅原　楽人

6052

0:20:35

6048

0:22:19

0:22:25

5

20

23

48順位合計

4 大塚　翔1:07:15

佐藤　海斗

6089宮城県柴田高校

湖　絃

6090

0:21:52

6091

0:22:40

0:22:43

14

27

29

70順位合計

5 塩野　憲治1:07:24

佐藤　葵

6098米沢中央高校

渡部　翔

6097

0:21:57

6096

0:22:26

0:23:01

15

24

35

74順位合計
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
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順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１１時１５分１１時１５分１１時１５分１１時１５分

ジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

6 庄司　凌1:09:19

高嶋　祐人

6042山形工業高校

青木　玲穏

6040

0:22:56

6044

0:23:07

0:23:16

32

38

46

116順位合計

7 丸子　晴樹1:09:45

伊藤　輝

6069米沢興譲館高校

相田　雄一郎

6068

0:21:12

6067

0:23:58

0:24:35

9

57

65

131順位合計

8 岡崎　友柾1:10:10

佐藤　勝大

6003日大山形高校

佐藤　智哉

6005

0:21:22

6007

0:23:14

0:25:34

10

42

83

135順位合計

9 増子　凌典1:10:49

髙城　圭一郎

6086鶴岡東高校

伊藤　飛由馬

6085

0:22:41

6084

0:23:12

0:24:56

28

41

76

145順位合計

10 髙橋　拓夢1:12:59

大場　丈緒

6070山形学院高校

飯田　准晴

6073

0:23:54

6071

0:24:29

0:24:36

55

64

67

186順位合計



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１１時１５分１１時１５分１１時１５分１１時１５分

ジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍジュニア男子6000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

11 八鍬　拓斗1:13:59

髙橋　悠

6008新庄東高校

菊池　悠斗

6009

0:23:02

6010

0:24:51

0:26:06

36

71

87

194順位合計

12 香曽我部　翠1:14:49

小関　重太郎

6021山形東高校

阿部　快翔

6023

0:23:36

6022

0:24:22

0:26:51

50

62

91

203順位合計



順位 ナンバー

タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体

1 8010 0:25:56 ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 舟津 彰馬 東京都 中央大学

2 20001 0:26:03 ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 池田 勘汰 東京都 中央大学

3 8151 0:26:19 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 大橋 真弥 宮城県 石巻市役所

4 20003 0:26:30 ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 三浦 拓朗 東京都 中央大学

5 8137 0:26:31 ｺﾝﾉ ﾘｮｳ 紺野 凌 山形県 西置賜地区陸協

6 20002 0:26:34 ﾓﾘ ﾅｷﾞﾔ 森 凪也 東京都 中央大学

7 8001 0:26:35 ﾀｳｴ ﾀｹﾙ 田上 建 埼玉県 東洋大学

8 8118 0:26:38 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 齋藤 真也 山形県 強くなろーの会

9 8003 0:26:45 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ 宮下 隼人 埼玉県 東洋大学

10 8013 0:26:48 ｲﾜﾊﾗ ﾁｱｷ 岩原 智昭 東京都 中央大学

11 8015 0:26:54 ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 大森 太楽 東京都 中央大学

12 8026 0:27:09 ﾃｼﾏ ｼｭﾝ 手島 駿 東京都 中央大学

13 8074 0:27:14 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 後藤 拓馬 山形県 鶴岡市陸協

14 8135 0:27:32 ｵｵﾀ ｶﾂﾔ 太田 勝也 宮城県 多賀城自衛隊

15 8042 0:27:42 ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ 金塚 洋輔 山形県 上山市駅伝

16 8085 0:27:51 ｵｵﾂｷ ﾐﾂﾊﾙ 大槻 光晴 宮城県 しばたさくら

17 8046 0:28:00 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 渡邉 貴 山形県 上山市駅伝

18 8098 0:28:00 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 斎藤 龍生 山形県 神町自衛隊

19 8028 0:28:03 ｸﾗﾀ ｹﾝﾀ 倉田 健太 東京都 中央大学

20 8096 0:28:29 ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ 本間 渉 山形県 神町自衛隊

21 8092 0:28:32 ｴﾁｺﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ 越後谷 凌介 宮城県 ＮＥＸＡ

22 8130 0:28:39 ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ 我妻 嘉仁 宮城県 多賀城自衛隊

23 8122 0:28:44 ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ 杉沼 聖平 山形県

寒河江西村山駅伝

24 8141 0:28:50 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 山田 泰広 福島県 福島市役所

25 8068 0:29:21 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 原 孝太朗 神奈川県 帝京大学

26 8072 0:29:22 ﾑﾄｳ ﾋﾛﾔ 武藤 浩哉 福島県 福島県国保連

27 8045 0:29:27 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 木村 秀人 山形県 上山市駅伝

28 8115 0:29:38 ｶﾜﾉﾍﾞ ｹｲ 川野部 桂 山形県
サクサテクノ（株）

29 8073 0:29:42 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 井上 徹 山形県 新庄・最上

30 8076 0:29:45 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ 五十嵐 宇駿 山形県 鶴岡市陸協

31 8044 0:29:52 ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 金子 正太 山形県 上山市駅伝

32 8077 0:29:53 ｼﾗﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 白幡 一真 山形県 鶴岡市陸協

33 8018 0:29:54 ｻﾅﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 眞田 翼 東京都 中央大学

34 8095 0:30:04 ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 赤城 大地 山形県 神町自衛隊

35 8100 0:30:13 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 五十嵐 武 山形県 神町自衛隊

36 8127 0:30:15 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 山田 俊太 宮城県 多賀城自衛隊

37 8109 0:30:20 ﾐｼﾅ ﾕｳﾔ 三品 裕也 山形県 神町自衛隊

38 8132 0:30:23 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ 石川 樹 宮城県 多賀城自衛隊

39 8139 0:30:25 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏｻ 渡部 功将 山形県 西置賜地区陸協

40 8075 0:30:26 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷｵ 皆川 明夫 山形県 鶴岡市陸協

41 8101 0:30:42 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 大塚 翔太 山形県 神町自衛隊

42 8050 0:30:46 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 遠藤 直樹 宮城県 ＴＥＡＭ５４

43 8047 0:30:48 ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 瀧口 凌 山形県 上山市駅伝

44 8131 0:30:50 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｷ 安田 崇希 宮城県 多賀城自衛隊

45 8128 0:31:00 ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 佐藤 信之助 宮城県 多賀城自衛隊

46 8107 0:31:05 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳ 村山 頌 山形県 神町自衛隊

47 8120 0:31:12 ｾｲﾉ ﾀﾞｲﾁ 清野 大地 山形県

寒河江西村山駅伝

48 8049 0:31:17 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 藤田 学 宮城県 北都銀行

49 8086 0:31:24 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 赤平 航 秋田県 湯沢市陸協

50 8078 0:31:34 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 佐藤 智武 山形県 鶴岡市陸協



順位 ナンバー

タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体

51 8055 0:31:37 ﾆｼｶﾀ ﾕｳｼﾞ 西片 優二 東京都 板橋陸協

52 8121 0:31:38 ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 伊東 直之 山形県

寒河江西村山駅伝

53 8081 0:31:51 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 佐藤 秀一 宮城県 ｔｅａｍ５４

54 8146 0:32:01 ﾔｸﾜ ﾄﾓﾋﾛ 八鍬 智光 山形県

山形環境エンジニアリング

55 8112 0:32:10 ｺﾞｳﾅｲ ｶｽﾞﾔ 郷内 和也 山形県 神町自衛隊

56 8253 0:32:16 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳｷ 小野寺 耕樹 宮城県

57 8066 0:32:16 ｻﾉ ﾏｻﾄ 佐野 正人 山形県 南陽東置賜陸協

58 8270 0:32:17 ｱﾗ ｶｽﾞﾋｻ 荒 和久 福島県

59 8133 0:32:19 ｺﾝﾉ ﾖｼｷ 紺野 佳輝 宮城県 多賀城自衛隊

60 8119 0:32:29 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 小山 大地 山形県

村山市一周駅伝大久保チーム

61 8123 0:32:35 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 大泉 智弘 山形県

西川町駅伝チーム

62 8188 0:32:47 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 高橋 健二郎 宮城県

63 8224 0:32:50 ﾀｶｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 高口 雄太郎 福島県

新地町ランニングクラブ

64 8102 0:33:00 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝｾｲ 長澤 信誠 山形県 神町自衛隊

65 8062 0:33:02 ｽｽﾞｷ ｺｳ 鈴木 考 宮城県

66 8228 0:33:06 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｵ 柴田 正男 山形県 神町自衛隊

67 8124 0:33:08 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 秋場 祐二 山形県

西川町駅伝チーム

68 8083 0:33:09 ｲｲﾂﾞｶ ｼｮｳﾍｲ 飯塚 祥平 宮城県

69 8111 0:33:18 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小川 和輝 山形県 神町自衛隊

70 8167 0:33:23 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ 松田 有史 山形県 河北駅伝ＷＭＤ

71 8152 0:33:35 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾘｮｳ 堀米 亮 山形県 新庄最上チーム

72 8180 0:33:41 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 松田 幸憲 宮城県

73 8134 0:33:46 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 朝倉 侑生 宮城県 多賀城自衛隊

74 8099 0:33:54 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 佐藤 俊也 山形県 神町自衛隊

75 8048 0:33:57 ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾞｭﾝ 長塚 淳 山形県 上山市駅伝

76 8067 0:34:06 ﾓﾘ ｻﾄｼ 森 里史 山形県 あぶらや

77 8223 0:34:20 ｺﾞｳｺﾝ ﾀﾂｷ 郷右近 樹 宮城県

大崎広域行政事務組合消防本部

78 8071 0:34:26 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 佐々木 智典 宮城県 ゴールドスリー

79 8200 0:34:33 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 安藤 司 山形県 アドクリーン

80 8241 0:34:41 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 古沢 孝宏 山形県 Ｎ．Ａ．Ｒ．Ｃ

81 8154 0:34:45 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 齋藤 良輔 宮城県

82 8125 0:34:48 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ 和賀 誉 山形県

西川町駅伝チーム

83 8251 0:34:51 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 高橋 憲太郎 福島県

84 8093 0:35:02 ｵｵﾀ ﾀｶﾄｼ 太田 考紀 宮城県 ＮＥＸＡ

85 8246 0:35:04 ｲﾊﾞ ﾊﾔﾄ 井場 隼人 山形県

西川町駅伝チーム

86 8230 0:35:08 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 渡辺 貴志 宮城県

87 8143 0:35:15 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 鈴木 衛 宮城県 仙台走爽会

88 8063 0:35:17 ﾜﾀﾗｲ ﾏｺﾄ 渡会 信 宮城県 ニューフレンド

89 8147 0:35:21 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 佐藤 哲也 宮城県 海老穴走友会

90 8262 0:35:24 ﾔﾏﾌﾞｷ ﾖｼｱｷ 山吹 芳章 宮城県 ジェネサポ

91 8110 0:35:38 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳﾏ 小椋 涼馬 山形県 神町自衛隊

92 8275 0:35:41 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｸﾀﾛｳ 小林 福太郎 山形県 上山中川小学校

93 8065 0:35:45 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 荘司 浩一 宮城県

94 8181 0:35:50 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 井上 雄一 山形県

95 8129 0:35:53 ｸｶﾞ ｾｲﾔ 久我 聖也 宮城県 多賀城自衛隊

96 8052 0:36:05 ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千田 正 宮城県 あけぼのＲＣ

97 8097 0:36:07 ﾆﾍｲ ｹﾝｽｹ 二瓶 健将 山形県 神町自衛隊

98 8244 0:36:14 ﾅﾝﾊﾞ ｾﾅ 難波 世那 宮城県 ジェネサポ

99 8144 0:36:20 ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾙ 玉渕 克 宮城県 柴田燻製会

100 8197 0:36:23 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 遠藤 光也 山形県



順位 ナンバー

タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体

101 8245 0:36:25 ﾜｶﾞ ﾋｶﾙ 和賀 光 山形県

西川町駅伝チーム

102 8087 0:36:26 ｱｻﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 淺田 大吾 東京都 南蛮連合

103 8269 0:36:46 ｱｻｲ ﾖｼﾉﾘ 浅井 良紀 福島県

104 8212 0:36:49 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 澤田 日出雄 宮城県

105 8108 0:37:03 ｱﾂﾐ ﾀﾂﾋﾛ 熱海 達大 山形県 神町自衛隊

106 8216 0:37:17 ﾏｽｺ ﾄﾓｱｷ 増子 友昭 新潟県

107 8219 0:37:18 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 遠藤 智 宮城県 惑星サービス

108 8179 0:37:38 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 奥山 重昭 山形県 ＮＡＲＣ

109 8160 0:37:56 ｲｼｲ ﾜﾀﾙ 石井 亘 山形県

110 8117 0:38:03 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 小島 裕生 神奈川県

東京陸上競技協会

111 8255 0:38:16 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 佐藤 巧 山形県

112 8080 0:38:25 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 相原 良次 宮城県

仙台交通株式会社

113 8186 0:38:52 ｳﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 海野 宏行 山形県 朝日楽走快

114 8235 0:38:54 ﾔﾌﾞｷ ﾀﾂﾔ 矢吹 達也 宮城県

115 8238 0:38:55 ｻﾀｹ ﾕｳｽｹ 佐竹 雄介 山形県

116 8168 0:38:55 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ 横谷 哲禎 岩手県

117 8148 0:38:56 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 佐藤 智彦 宮城県

炎のランナー２０１９

118 8064 0:39:00 ﾀｹﾀﾞ ﾄｵﾙ 竹田 徹 山形県 山形市陸協

119 8070 0:39:12 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 山崎 進 宮城県 しばたさくら

120 8158 0:39:13 ｲﾀﾊﾅ ﾊﾙｵ 板花 春雄 山形県

山形環境エンジニアリング

121 8126 0:39:15 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾎ 鈴木 和穂 福島県

森永ミルククラウン

122 8105 0:39:20 ｺｲｹ ｱｷﾗ 小池 彰 山形県 神町自衛隊

123 8187 0:39:21 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 高橋 拓弥 山形県

124 8247 0:39:28 ﾀﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 樽川 淳一 福島県 郡山基礎ＳＣ

125 8088 0:39:37 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾕｷ 大塚 智幸 宮城県

126 8090 0:39:43 ﾕﾊﾗ ｺｳｼﾞ 柚原 幸治 宮城県

127 8191 0:39:46 ﾓｳﾘ ﾕﾀｶ 毛利 豊 宮城県 ヤマザキ

128 8209 0:39:52 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 工藤 寛顕 山形県

129 8173 0:39:58 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 市川 広一 山形県

上を向いて走ろうかい

130 8214 0:40:05 ｲｶﾞﾗｼ ｽｽﾑ 五十嵐 進 山形県

131 8162 0:40:10 ﾊﾔｻｶ ｱｷﾋﾛ 早坂 明弘 山形県

132 8172 0:40:14 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 高橋 雅人 山形県

133 8114 0:40:21 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 齋藤 和則 山形県 ちゃらんぽラン会

134 8213 0:40:30 ｼﾏ ｶﾂﾔ 志摩 克也 山形県

135 8220 0:40:54 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 菅原 靖男 山形県 パトラン山形

136 8053 0:41:04 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ 大沼 雅史 宮城県 チームまちゃ

137 8149 0:41:05 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 佐藤 徹 宮城県

ニューフレンドランニングクラブ

138 8190 0:41:09 ｶﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 加藤 利和 山形県 気分走快

139 8267 0:41:23 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ 澁谷 英幸 福島県 ＫＯＯＫ

140 8089 0:41:27 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 川原 卓弥 山形県

141 8150 0:41:45 ｺﾝﾉ ｼｹﾞｵ 今野 滋夫 山形県

142 8116 0:41:46 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 坂口 正二 宮城県 ニューフレンド

143 8169 0:41:54 ｱｵｷ ﾋﾛｼ 青木 浩史 栃木県 柏瀬ＲＣ

144 8266 0:41:59 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 藤田 克典 福島県

145 8215 0:42:06 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 鈴木 辰也 山形県

146 8058 0:42:07 ｷﾉｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 木内 俊典 宮城県

147 8199 0:42:24 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 佐藤 順 山形県

148 8171 0:42:29 ﾂﾙﾐ ﾄｼｶｽﾞ 寉見 季和 栃木県

マルシンフーズ栃木

149 8208 0:42:35 ｲｼﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 石山 毅彦 山形県

150 8192 0:42:40 ﾆｼﾊﾏ ﾀﾞｲｽｹ 西濱 大祐 山形県 ＳＫＳ



順位 ナンバー

タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体

151 8250 0:42:44 ｱｻﾉ ﾕｷｵ 浅野 幸雄 山形県

152 8261 0:42:53 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 太田 悠亮 山形県 山家走友会

153 8061 0:43:08 ｱｵｷ ｲｻﾑ 青木 勇 宮城県 宮城陸協

154 8202 0:43:16 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾙｵ 菅原 輝夫 山形県 チーム虚弱体質

155 8222 0:43:20 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 阿部 大地 宮城県

156 8201 0:43:28 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ 高橋 知好 山形県 チームテルサ

157 8177 0:43:54 ｱﾍﾞ ｴｲｼﾞ 阿部 栄治 山形県

158 8243 0:43:55 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳﾀ 及川 滝太 宮城県 森のくまさん

159 8082 0:44:02 ｶﾜｿﾞｴ ﾔｽﾕｷ 川添 保幸 宮城県

服部コーヒーフーズ

160 8195 0:44:05 ｷｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 木川 貴裕 山形県 毅彦プロジェクト

161 8274 0:44:07 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 佐藤 充 山形県 ラヴィータＲＣ

162 8239 0:44:09 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ 高橋 大蔵 山形県

163 8242 0:44:13 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｿﾞｳ 熊谷 浩三 山形県

164 8178 0:44:13 ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾋｺ 丹野 晴彦 山形県

165 8175 0:44:14 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 上村 謙一郎 宮城県 あおば

166 8166 0:44:18 ｺﾔﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小梁川 翔太 宮城県

167 8170 0:44:19 ｳﾒﾂ ｺｳｲﾁ 梅津 孝一 山形県

168 8273 0:44:27 ｾｵ ｴｲｽｹ 背尾 英助 宮城県

169 8258 0:44:28 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 菊池 淳 山形県 さがえ走ろう会

170 8174 0:44:39 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 高橋 哲夫 福島県

171 8210 0:44:46 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 本間 巧 宮城県

172 8233 0:45:00 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 斎藤 友敬 山形県

173 8252 0:45:17 ｷﾉ ﾏｻﾊﾙ 木野 昌治 山形県 るはサマーズ

174 8161 0:45:26 ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ 今野 亨 山形県 桧倶楽部

175 8272 0:45:28 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 小林 義則 宮城県 ＳＲＣ

176 8153 0:45:37 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｵ 坂本 久夫 栃木県 下野ランニング

177 8237 0:45:44 ｺｲｹ ﾌﾐﾀｶ 小池 郁貴 山形県

178 8218 0:45:56 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 山崎 秀樹 山形県

179 8205 0:46:05 ｻｲﾄｳ ﾀｽｸ 齋藤 佐 宮城県 宮城病院

180 8183 0:46:18 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ 小林 章夫 東京都 ハチ支社駅伝部

181 8084 0:46:20 ｼｵｻﾞﾜ ｵｻﾑ 塩沢 修 宮城県 クラブＲ２東北

182 8256 0:46:25 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 佐藤 元樹 東京都

183 8060 0:46:41 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾕｷ 菅原 敏幸 宮城県 菅原マジック

184 8240 0:47:04 ｲﾜﾔﾏ ﾖｳｽｹ 岩山 洋祐 山形県

185 8227 0:47:38 ﾄﾂ ｶﾂﾖｼ 戸津 勝由 山形県 聴覚障害クラブ

186 8203 0:47:54 ｸﾛｽ ｺｳｲﾁ 黒須 宏一 福島県

187 8056 0:48:30 ｱﾍﾞ ﾓﾘｶﾂ 阿部 守克 宮城県 たんぽぽＲＣ

188 8265 0:48:38 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴｲｽｹ 岩渕 英介 宮城県

189 8165 0:48:38 ｲﾀﾊﾅ ｵｻﾑ 板花 修 山形県

190 8271 0:48:40 ｺｻｶ ﾅｵﾔ 小坂 直耶 宮城県

炎のランナー２０１９

191 8079 0:48:52 ｻｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ 佐伯 和宏 宮城県 たんぽぽＲＣ

192 8259 0:49:26 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 塩野 淳一 山形県

193 8263 0:49:28 ﾔﾊｷﾞ ﾔｽｼ 矢萩 靖 宮城県

194 8221 0:49:56 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 加藤 正一 宮城県 大成有楽不動産

195 8254 0:50:02 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 池田 拓矢 宮城県

196 8260 0:50:13 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 山内 正和 秋田県

197 8185 0:50:13 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 渡辺 一郎 宮城県 のろまなカメ

198 8234 0:50:37 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 佐藤 憲一 山形県 佐藤写真場

199 8193 0:50:43 ﾓﾘﾔ ｲｻﾑ 森谷 勇 福島県 福島走ろう会

200 8159 0:51:12 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 佐藤 じゅん 山形県 チーム花園



順位 ナンバー

タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体

201 8236 0:51:28 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｵ 岡田 重男 宮城県

202 8225 0:51:57 ｲﾉﾏﾀ ﾄｼｵ 猪股 俊雄 山形県 長井鉄人会

203 8194 0:53:06 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 伊藤 大介 宮城県 ＵＤトラックス

204 8198 0:53:25 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 渡辺 恭平 山形県 小走り愚連隊

205 8163 0:53:38 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｲﾁ 坪井 裕一 福島県 飯坂ＲＣ

206 8204 0:54:05 ｼｼﾄﾞ ｼﾝﾔ 宍戸 伸弥 山形県

207 8176 0:55:11 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 佐藤 正人 東京都

208 8231 0:55:50 ﾎｼ ｶﾂﾋｻ 星 勝久 宮城県

209 8232 1:11:08 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 石井 淳 茨城県 ランジョグ
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第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１１時４５分１１時４５分１１時４５分１１時４５分

シニアA男子8000ｍシニアA男子8000ｍシニアA男子8000ｍシニアA男子8000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

1 池田　勘汰1:19:07

三浦　拓朗

20001中央大学

森　凪也

20003

0:26:03

20002

0:26:30

0:26:34

2

4

6

12順位合計

2 金塚　洋輔1:25:09

渡邉　貴

8042上山市駅伝

木村　秀人

8046

0:27:42

8045

0:28:00

0:29:27

15

17

27

59順位合計

3 太田　勝也1:26:26

我妻　嘉仁

8135多賀城自衛隊

山田　俊太

8130

0:27:32

8127

0:28:39

0:30:15

14

22

36

72順位合計

4 斎藤　龍生1:26:49

本間　渉

8098神町自衛隊

三品　裕也

8096

0:28:00

8109

0:28:29

0:30:20

18

20

37

75順位合計

5 後藤　拓馬1:26:52

五十嵐　宇駿

8074鶴岡市陸協

白幡　一真

8076

0:27:14

8077

0:29:45

0:29:53

13

30

32

75順位合計
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第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会第44回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日開催日：2019年 8月 4日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会主管　　（一財）山形陸上競技協会

会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス会場　　上山市蔵王高原坊平クロスカントリ－コ－ス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　　　　　　　　　　ナンバー　　　　　　氏名　　　　　　　　個人タイム　　種目順位　

１１時４５分１１時４５分１１時４５分１１時４５分

シニアA男子8000ｍシニアA男子8000ｍシニアA男子8000ｍシニアA男子8000ｍ 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟　　　　　    
            山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　                        山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局　　　　　　　　            
             産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                                   産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局　　　　　　　　　                      
              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　              山形テレビ　テレビユー山形　さくらんぼテレビ　

6 杉沼　聖平1:31:34

清野　大地

8122寒河江西村山駅伝

伊東　直之

8120

0:28:44

8121

0:31:12

0:31:38

23

47

52

122順位合計

7 大泉　智弘1:40:31

秋場　祐二

8123西川町駅伝チーム

和賀　誉

8124

0:32:35

8125

0:33:08

0:34:48

61

67

82

210順位合計



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 8036 0:26:17 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 中澤 雄大 東京都 中央大学

2 8037 0:27:00 ﾁﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 千守 倫央 東京都 中央大学

3 8005 0:27:02 ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ 大沼 翼 埼玉県 東洋大学

4 8004 0:27:04 ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 荒生 実慧 埼玉県 東洋大学

5 8039 0:27:15 ｸﾛｽ ﾕｳﾄ 黒須 優翔 東京都 中央大学

6 8006 0:27:19 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 児玉 悠輔 埼玉県 東洋大学

7 8034 0:27:52 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 助川 拓海 東京都 中央大学

8 8040 0:28:28 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾝﾀ 藤村 燦太 東京都 中央大学

9 8033 0:28:49 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 若林 陽大 東京都 中央大学

10 8032 0:29:15 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 小林 龍太 東京都 中央大学



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 10009 0:09:34 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 菅原 翼 山形県 酒田市陸協 大会新

2 10003 0:10:14 ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ 日向 貴憲 山形県 鶴岡市陸協

3 10010 0:10:34 ｽｽﾞｷ ｱｸﾞﾙ 鈴木 挙 山形県 酒田市陸協

4 10006 0:10:39 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 赤平 航 秋田県 湯沢市陸協

5 10004 0:10:44 ｻﾄｳ ｺｳｷ 佐藤 航輝 山形県 鶴岡市陸協

6 10016 0:10:54 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 伊藤 翔太 山形県 新庄北高校

7 10005 0:10:54 ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 和田 信二 山形県 鶴岡市陸協

8 10014 0:11:05 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 和田 宣人 山形県 新庄北高校

9 10015 0:11:15 ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 伊藤 衣吹 山形県 新庄北高校

10 10001 0:11:26 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 本間 洋行 山形県 霞城ＥＲＣ

11 10018 0:11:29 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 佐藤 虎太朗 山形県 新庄北高校

12 10019 0:11:51 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ 中島 詩恩 山形県 新庄北高校

13 10025 0:12:01 ｷﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 木村 文昭 山形県

14 10017 0:12:11 ｸﾘﾀ ｲﾂｷ 栗田 樹 山形県 新庄北高校

15 10008 0:12:25 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 鈴木 耕太郎 山形県

16 10021 0:12:26 ﾀｶｻｺﾞ ｱｷﾗ 高砂 晃 山形県

17 10011 0:12:29 ﾓﾄｷ ｿﾗ 本木 空 山形県 天童高校

18 10057 0:13:14 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 斎藤 博 山形県 アスリート精密工業株式会社

19 10051 0:13:27 ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 郷古 勝浩 宮城県 塩竈市役所

20 10012 0:13:41 ｶｹｲ ﾕｳｼｭﾝ 筧 悠駿 山形県 天童高校

21 10002 0:13:49 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 木村 泰之 山形県 山形銀行

22 10062 0:13:53 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 渡部 寛規 山形県

23 10007 0:13:55 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 遠藤 正淑 山形県 山形東高校

24 10013 0:14:07 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 三浦 秀晴 山形県 上山市駅伝

25 10054 0:14:11 ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ 三浦 洋平 山形県

26 10027 0:14:12 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲｼﾞ 菅原 英治 山形県 チームパッチ

27 10034 0:14:16 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ 赤平 一夫 秋田県 湯沢市社会福祉協議会

28 10026 0:14:32 ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 神永 浩 山形県

29 10032 0:14:39 ﾄｷﾀ ﾕｳﾏ 時田 祐磨 山形県

30 10061 0:14:53 ｵｵﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ 大沼 敬浩 山形県 山形学院高校

31 10045 0:15:01 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 鈴木 海斗 山形県 らんなあ

32 10041 0:15:53 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 庄司 幸央 山形県 らんなあ

33 10060 0:16:06 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｼ 武山 弘 福島県

34 10056 0:16:10 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 小林 義博 山形県

35 10040 0:16:13 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 加藤 秀明 山形県 らんなあ

36 10035 0:16:29 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 高橋 豊 山形県 ハナタレ小僧

37 10030 0:17:23 ｵｵﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 大沼 眞而 山形県 南陽走ろう会

38 10049 0:17:26 ｶﾈｺ ｱｷﾋﾄ 金子 明仁 宮城県

39 10031 0:17:42 ﾐﾅｶﾜ ﾔｽｼ 皆川 泰 山形県 上山ナイトランナーズ

40 10055 0:17:55 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 加藤 政博 山形県

41 10037 0:18:01 ｲﾉﾏﾀ ﾃﾂﾐ 猪股 鉄美 山形県

42 10052 0:18:06 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 佐藤 孝之 山形県 社会福祉法人虹の会かけはし

43 10023 0:18:21 ｳﾉ ﾋﾛﾐﾁ 宇野 紘道 山形県 山形マスターズ

44 10024 0:18:28 ｻｶﾉ ｼｭｳｴﾂ 坂野 修悦 山形県 洟垂れ風小僧

45 10044 0:18:39 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木 翔太 山形県 らんなあ

46 10022 0:20:09 ｵｵﾇﾏ ﾀﾂｼﾞ 大沼 達治 山形県

47 10046 0:20:31 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 鈴木 利己 山形県 らんなあ

48 10058 0:20:59 ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 柴 博昭 宮城県 ＡＤ損保

49 10042 0:21:22 ｱｶｷﾞ ﾃﾝﾁ 赤城 天地 山形県 らんなあ

50 10048 0:21:49 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 鈴木 祐二 山形県 らんなあ



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 10038 0:22:07 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 佐藤 浩章 山形県

52 10028 0:22:59 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 高橋 弘幸 山形県

53 10033 0:23:19 ｵｶﾞﾜ ｲﾁﾄ 小川 一登 福島県 ルート２９４

54 10047 0:24:31 ﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 和田 舜 山形県 らんなあ

55 10043 0:24:48 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 鈴木 拓海 山形県 らんなあ



順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 9003 0:11:59 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ 髙橋 七海 山形県 西置賜地区陸協

2 9002 0:12:20 ｴｸﾞﾁ ｱｵｲ 江口 葵 山形県 鶴岡市陸協

3 9001 0:12:35 ｻﾄｳ ﾕﾐ 佐藤 裕美 宮城県

4 9015 0:12:37 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ 後藤 香緒里 山形県

5 9008 0:13:45 ｱｵｷ ｻﾄﾐ 青木 聖美 山形県 ｗａｉｔｏｓ

6 9011 0:13:57 ｺﾀﾆ ﾊﾙﾅ 小谷 春菜 山形県 新庄東高

7 9004 0:14:11 ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ 大嶋 恵利歌 山形県 西置賜地区陸協

8 9006 0:14:34 ｼﾞﾝ ｲｽﾞﾐ 神 いずみ 山形県 上山明新館高校

9 9019 0:14:37 ﾆｲﾇﾏ ｱｶﾘ 新沼 朱莉 岩手県 高田高校

10 9005 0:15:23 ｼｶﾊﾞ ﾐｻﾄ 鹿場 海聖 山形県 上山明新館高校

11 9007 0:15:35 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅﾐ 安達 菜々美 山形県 上山明新館高校

12 9009 0:17:59 ｽｶﾞﾜﾗ ﾚｲｺ 菅原 豊子 山形県 チームパッチ

13 9010 0:19:31 ﾐﾅｶﾜ ｲｸｺ 皆川 郁子 山形県 上山ナイトランナーズ

14 9016 0:20:32 ﾆｼｵ ｷﾐｺ 西尾 君子 山形県

15 9014 0:21:22 ｲﾄｳ ﾄｼｺ 伊藤 利子 山形県 らんなあ

16 9017 0:24:37 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾘ 橋本 由里 宮城県

17 9012 0:24:41 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 鈴木 亜希子 山形県 らんなあ




