
 
 

 

男子第５８回／女子第１９回 

山形県高等学校駅伝競走大会 
兼  平成１９年度全国高等学校駅伝競走大会山形県予選会 

 

 
 

 

日  時  平成１９年１０月２８日（日） 

会  場  山形県あかねケ丘陸上競技場スタート・ゴール 

主  催  山形県高等学校体育連盟 

      山 形 県 教 育 委 員 会 

      毎 日 新 聞 社 

      財団法人山形県体育協会 

      山 形 市 

      山 形 市 教 育 委 員 会 

      山 辺 町 

      山 辺 町 教 育 委 員 会 

      山 形 陸 上 競 技 協 会 

主  管  山形県高等学校体育連盟陸上競技専門部 

      村山地区高等学校体育連盟 

      山形市陸上競技協会 

後  援  株式会社テレビユー山形 

協  力  陸上自衛隊第20普通科連隊 
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男子第５８回／女子第１９回 

山形県高等学校駅伝競走大会 

 

総 務 佐藤   学 

男子審判長 東海林 光也 

女子審判長 加藤  昌宏 

記 録 主 任 池田  正敏 

 

男子スタート時刻  １２：３５ 

女子スタート時刻  １３：０５ 

 

 

 

 

 

 

グランド・コンディション

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所
07/10/2812:00 曇り 22.0 67.0 南  1.5 競技場

13:00 曇り 21.0 61.0 南西 0.5
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男子総合成績 女子総合成績

順位 高　校　名 記　　録 順位 高　校　名 記　　録

1 酒田南高校 ２時間１３分２３秒 1 山形城北高校 １時間１２分０９秒

2 東海大学山形高校 ２時間１４分４３秒 2 東海大学山形高校 １時間１６分０６秒

3 米沢工業高校 ２時間１７分３３秒 3 上山明新館高校 １時間１６分５１秒

4 米沢中央高校 ２時間１８分３９秒 4 米沢中央高校 １時間１８分５５秒

5 鶴岡工業高校 ２時間１９分０４秒 5 山辺高校 １時間２３分３８秒

6 酒田東高校 ２時間１９分５９秒 6 山形西高校 １時間２３分４９秒

男子区間優勝者 女子区間優勝者

区間
氏名［学年］
学校名

記　録 区間
氏名［学年］
学校名

記　録

佐藤　寛才　[3] 石山　真紀子[3]

酒田南 山形城北

村山　佳悟　[1] 山川　美里　[2]

東海大山形 山形城北

遠田　将人　[3] 信夫　香織　[2]

東海大山形 山形城北

柴田　　翔　[3] 池田　有花　[2]

酒田南 山形城北

森谷　修平　[1] 五十嵐　悠　[3]

東海大山形 山形城北

大河原　謙人[1]

東海大山形

門脇　幸汰　[1]

酒田南

＊…区間新記録
◇…区間タイ記録

第７区 　　１６分０６秒

第５区

第６区  ＊ １５分４７秒

 ＊   ８分５３秒 第５区

　　１０分１３秒

 ＊ １０分２１秒

　　１７分４８秒

第４区 　　２６分４６秒 第４区

第３区  ＊ ２５分２８秒 第３区

第２区  ◇ 　９分１２秒 第２区 　　１３分２５秒

男子第５８回／女子第１９回

山 形 県 高 等 学 校 駅 伝 競 走 大 会

第１区  ＊ ２９分２８秒 第１区 　　２０分２２秒
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男子第５８回 山形県高等学校駅伝競走大会

期日：平成１９年１０月２８日（日）　１２：３５スタート 審 判 長:東海林光也
会場：山形県あかねケ丘陸上競技場スタート・ゴール 記録主任:池田　正敏

順 記録 No. チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
位 ｺﾒﾝﾄ 9.552km 2.927km 8.146km 8.322km 2.927km 5.271km 5.050km
1 2時間13分23秒 4 酒田南 佐藤　寛才　[3] 田中　　亮　[1] 今野　和磨　[3] 柴田　　翔　[3] 今野　　駿　[3] 森　　　翔　[3] 門脇　幸汰　[1]

佐藤　玲児 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ｺﾝﾉ ｶｽ゙ﾏ ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ ｺﾝﾉ ｼｭﾝ ﾓﾘ ｼｮｳ ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ
(1) 29:28(1) 39:06(1) 1:05:23(1) 1:32:09(1) 1:41:20(1) 1:57:17(1) 2:13:23
(1) 29:28 NSR(5) 9:38 (3) 26:17(1) 26:46(2) 9:11 NSR(2) 15:57 NSR(1) 16:06

2 2時間14分43秒 26東海大学山形 渡辺　敏弘　[3] 村山　佳悟　[1] 遠田　将人　[3] 沼沢　　忠　[3] 森谷　修平　[1] 大河原　謙人[1] 土屋　　毅　[2]
田宮　　健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺ゙ ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾀ゙ｼ ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ

(12) 31:53(7) 41:05(2) 1:06:33(2) 1:33:27(2) 1:42:20(2) 1:58:07(2) 2:14:43
(12) 31:53(1) 9:12 ESR(1) 25:28 NSR(2) 26:54(1) 8:53 NSR(1) 15:47 NSR(3) 16:36

3 2時間17分33秒 8 米沢工業 鈴木　　翔　[1] 沼部　将吾　[3] 渡邉　　大　[3] 遠藤　昭洋　[2] 佐々木　翔　[1] 羽賀　風野　[3] 佐藤　真二　[1]
白石　栄治 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ ﾇﾏﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ ｻｻｷ ｼｮｳ ﾊｶﾞ ｶｻﾞﾔ ｻﾄｳ ｼﾝｼ゙

(7) 31:06(3) 40:30(3) 1:06:57(3) 1:34:54(3) 1:44:42(3) 2:00:56(3) 2:17:33
(7) 31:06(3) 9:24 (4) 26:27(5) 27:57(7) 9:48 (3) 16:14(4) 16:37

4 2時間18分39秒 12米沢中央 村田　大将　[2] 後藤　省吾　[1] 髙橋　竜太　[2] 島軒　正陽　[2] 菅野　駿之介[2] 渡部　祐治　[1] 加地　史明　[2]
澤田　賢一 ﾑﾗﾀ ﾀ゙ｲｽｹ ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺ゙ ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ ｼﾏﾉｷ ﾏｻﾊﾙ ｶﾝﾉ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ

(10) 31:38(6) 40:58(6) 1:08:05(6) 1:36:00(6) 1:45:37(4) 2:02:08(4) 2:18:39
(10) 31:38(2) 9:20 (7) 27:07(4) 27:55(4) 9:37 (4) 16:31(2) 16:31

5 2時間19分04秒 5 鶴岡工業 足達　信哉　[3] 松田　晃文　[2] 佐藤　　彰　[3] 梅木　侑介　[1] 大沼　尚弘　[1] 伊藤　成喜　[2] 佐藤　駿行　[2]
藤田　雅彦 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾌ゙ﾔ ﾏﾂﾀ ｱｷﾌﾐ ｻﾄｳ ｼｮｳ ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ ｵｵﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ ｲﾄｳ ｾｲｷ ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ

(5) 30:51(4) 40:46(7) 1:08:17(7) 1:36:07(7) 1:45:40(5) 2:02:19(5) 2:19:04
(5) 30:51(8) 9:55 (8) 27:31(3) 27:50(3) 9:33 (5) 16:39(5) 16:45

6 2時間19分59秒 1 酒田東 鈴木　　挙　[2] 阿部　圭佑　[2] 佐藤　秀平　[3] 佐藤　直之　[1] 佐藤　　瞭　[2] 佐藤　泰介　[1] 森　　　隆　[2]
大澤　　勉 ｽｽﾞｷ ｱｸ゙ﾙ ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ ｻﾄｳ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ ﾓﾘ ﾀｶｼ

(2) 30:31(2) 40:22(5) 1:07:15(5) 1:35:50(5) 1:45:36(7) 2:03:04(6) 2:19:59
(2) 30:31(7) 9:51 (5) 26:53(7) 28:35(6) 9:46 (10) 17:28(7) 16:55

7 2時間20分28秒 11九里学園 黒澤　　悠　[3] 森谷　達也　[3] 安房　真沙樹[3] 伊藤　将太　[1] 安部　力矢　[1] 山口　廣紀　[2] 塩野　　涼　[3]
本田　米子 ｸﾛｻﾜ ﾕｳ ﾓﾘﾔ ﾀﾂﾔ ｱﾜ ﾏｻｷ ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ｱﾍﾞ ﾘｷﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ ｼｵﾉ ﾘｮｳ

(4) 30:50(5) 40:48(4) 1:07:00(4) 1:35:01(4) 1:45:18(6) 2:02:34(7) 2:20:28
(4) 30:50(9) 9:58 (2) 26:12(6) 28:01(11) 10:17(8) 17:16(13) 17:54

8 2時間21分28秒 20山形中央 八鍬　智光　[3] 鈴木　郷史　[3] 伊藤　大樹　[3] 菅　　高邑　[1] 白田　　誠　[3] 渡辺　昂太　[2] 横尾　康之　[3]
山口　欣也 ﾔｸﾜ ﾄﾓﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ ｲﾄｳ ﾀ゙ｲｷ ｶﾝ ﾀｶﾑﾗ ｼﾗﾀ ﾏｺﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ ﾖｺｵ ﾔｽﾕｷ

(13) 31:55(9) 41:20(8) 1:08:26(8) 1:37:01(8) 1:46:40(8) 2:04:37(8) 2:21:28
(13) 31:55(4) 9:25 (6) 27:06(7) 28:35(5) 9:39 (13) 17:57(6) 16:51

9 2時間24分57秒 16北村山 杉沼　聖平　[2] 沼沢　直樹　[2] 渡邊　慎吾　[2] 渡邊　克也　[3] 奥山　克也　[2] 原田　健人　[1] 小沼　　翔　[2]
髙谷　哲二 ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾔ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ ｺﾇﾏ ｼｮｳ

(8) 31:26(11) 42:05(11) 1:10:23(10) 1:39:24(9) 1:49:39(11) 2:07:28(9) 2:24:57
(8) 31:26(13) 10:39(11) 28:18(12) 29:01(10) 10:15(12) 17:49(9) 17:29

10 2時間25分01秒 18山形南 渡邉　和史　[1] 古澤　哲平　[1] 八代　洸允　[1] 阿部　史滉　[2] 稲毛　寛人　[3] 山田　直也　[3] 村上　拓也　[2]
門脇　朋広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ ﾌﾙｻﾜ ﾃｯﾍ゚ｲ ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾌ゙ ｱﾍﾞ ﾌﾐｱｷ ｲﾅｹﾞ ﾋﾛﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ

(15) 32:44(12) 42:23(13) 1:11:24(12) 1:40:10(11) 1:50:09(10) 2:07:23(10) 2:25:01
(15) 32:44(6) 9:39 (15) 29:01(9) 28:46(8) 9:59 (6) 17:14(12) 17:38

11 2時間25分43秒 22上山明新館 鈴木　洋平　[3] 小野　拓也　[1] 杉山　俊紘　[1] 鈴木　一成　[3] 細矢　孝幸　[2] 松村　佳央　[1] 三浦　拓也　[2]
佐藤　　学 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ ｵﾉ ﾀｸﾔ ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｶｽ゙ﾅﾘ ﾎｿﾔ ﾀｶﾕｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｵ ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ

(6) 30:57(8) 41:06(10) 1:10:14(9) 1:39:12(10) 1:49:57(9) 2:07:14(11) 2:25:43
(6) 30:57(11) 10:09(16) 29:08(11) 28:58(13) 10:45(9) 17:17(16) 18:29

12 2時間27分10秒 15新庄神室産業 桂田　佳輝　[2] 小國　隼人　[1] 菅野　陽介　[2] 小野　敬輝　[1] 佐藤　将太　[1] 三浦　拓朗　[3] 三嶋　隆之　[1]
松田　憲英 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾖｼｷ ｵｸﾞﾆ ﾊﾔﾄ ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ ｵﾉ ﾖｼｷ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ ﾐｼﾏ ﾀｶﾕｷ

(16) 33:38(15) 43:46(15) 1:13:19(14) 1:42:06(14) 1:52:27(13) 2:09:42(12) 2:27:10
(16) 33:38(10) 10:08(17) 29:33(10) 28:47(12) 10:21(7) 17:15(8) 17:28

13 2時間27分22秒 10長　井 手塚　雄一朗[2] 佐藤　　魁　[2] 海老名　大空[2] 佐藤　雄貴　[1] 横沢　　翔　[2] 四釜　靖之　[2] 小川　直也　[2]
星野　　剛 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｻﾄｳ ｶｲ ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾖｺｻﾜ ﾅﾂﾙ ｼｶﾏ ﾔｽﾕｷ ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾔ

(3) 30:33(10) 41:21(9) 1:08:59(11) 1:39:27(13) 1:50:48(12) 2:08:35(13) 2:27:22
(3) 30:33(15) 10:48(9) 27:38(16) 30:28(18) 11:21(11) 17:47(17) 18:47

14 2時間29分40秒 2 酒田商業 小林　　稔　[3] 齋藤　知輝　[2] 庄司　尚貴　[2] 兵藤　正寿　[3] 鐙谷　　亮　[2] 成澤　裕太　[3] 佐藤　大暉　[2]
松本　忠夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ ｼｮｳｼﾞ ﾅｵｷ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ ｱﾌﾞﾐﾔ ﾘｮｳ ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

(11) 31:44(13) 42:35(12) 1:10:49(13) 1:40:25(12) 1:50:33(14) 2:11:24(14) 2:29:40
(11) 31:44(16) 10:51(10) 28:14(13) 29:36(9) 10:08(24) 20:51(15) 18:16

15 2時間31分42秒 14新庄北 三浦　史敬　[2] 伊東　光春　[1] 福井　翔平　[1] 堀米　裕輔　[1] 柿崎　雄斗　[2] 高橋　　輝　[2] 正野　祐介　[2]
工藤　正明 ﾐｳﾗ ﾌﾐﾋﾛ ｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ ﾌｸｲ ｼｮｳﾍｲ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｽｹ ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ ﾏｻﾉ ﾕｳｽｹ

(20) 35:11(19) 45:52(18) 1:14:37(16) 1:44:42(15) 1:55:34(15) 2:14:06(15) 2:31:42
(20) 35:11(14) 10:41(13) 28:45(14) 30:05(15) 10:52(14) 18:32(11) 17:36

16 2時間34分28秒 6 鶴岡中央 和田　信二　[2] 佐藤　貴樹　[2] 佐藤　大貴　[3] 上村　優太　[2] 金子　雅大　[2] 相沢　雄平　[3] 工藤　　康　[2]
後藤　正樹 ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ｻﾄｳ ﾀｶｷ ｻﾄｳ ﾀ゙ｲｷ ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ ｱｲｻﾜ ﾕｳﾍｲ ｸﾄﾞｳ ｺｳ

(25) 36:12(21) 46:45(20) 1:16:54(19) 1:47:01(18) 1:57:52(16) 2:16:25(16) 2:34:28
(25) 36:12(12) 10:33(20) 30:09(15) 30:07(14) 10:51(15) 18:33(14) 18:03

17 2時間34分39秒 24日本大学山形 高橋　　大　[1] 佐藤　喜康　[1] 佐藤　圭助　[1] 原田　祥平　[1] 小林　　哲　[2] 清川　　亘　[2] 尾崎　　司　[2]
村田　　亨 ﾀｶﾊｼ ﾀ゙ｲ ｻﾄｳ ﾉﾌ゙ﾔｽ ｻﾄｳ ｹｲｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂ ｷﾖｶﾜ ﾜﾀﾙ ｵｻﾞｷ ﾂｶｻ

(14) 32:40(16) 44:04(16) 1:14:07(17) 1:45:09(17) 1:57:52(17) 2:17:04(17) 2:34:39
(14) 32:40(20) 11:24(19) 30:03(18) 31:02(25) 12:43(16) 19:12(10) 17:35

18 2時間36分09秒 9 高　畠 半谷　　遙　[2] 萩原　仁志　[3] 高梨　　亮　[2] 佐藤　大樹　[1] 安藤　　翼　[1] 佐久間　三蔵[2] 坂野　勇夢　[3]
半田　　亘 ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊ゙ｻ ｻｸﾏ ｻﾝｿ゙ｳ ｻｶﾉ ｲｻﾑ

(9) 31:32(14) 42:43(14) 1:11:40(15) 1:43:35(16) 1:56:42(18) 2:17:10(18) 2:36:09
(9) 31:32(18) 11:11(14) 28:57(19) 31:55(26) 13:07(22) 20:28(19) 18:59

19 2時間37分11秒 17山形東 原田　恭英　[2] 深瀬　　諒　[1] 梁瀬　将史　[1] 大森　　優　[2] 後藤　拓矢　[1] 醍醐　賢輔　[1] 井渕　善聖　[2]
鬼海　博行 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾌｶｾ ﾘｮｳ ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ ｵｵﾓﾘ ｽｸ゙ﾙ ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ ﾀﾞｲｺﾞ ｹﾝｽｹ ｲﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ

(18) 34:21(18) 45:50(17) 1:14:24(18) 1:46:32(19) 1:58:16(19) 2:18:12(19) 2:37:11
(18) 34:21(21) 11:29(12) 28:34(20) 32:08(20) 11:44(19) 19:56(19) 18:59

20 2時間38分34秒 3 酒田工業 浅藤　優典　[1] 高橋　翔太　[2] 小野寺　和祥[2] 阿曽　伸行　[1] 阿部　睦司　[2] 齋藤　利範　[1] 佐藤　大地　[2]
梁瀬　　誠 ｱｻﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽ゙ｻ ｱｿ ﾉﾌ゙ﾕｷ ｱﾍﾞ ｱﾂｼ ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ ｻﾄｳ ﾀ゙ｲﾁ

(17) 34:03(17) 45:05(19) 1:15:18(21) 1:48:39(20) 1:59:38(20) 2:19:43(20) 2:38:34
(17) 34:03(17) 11:02(21) 30:13(24) 33:21(16) 10:59(20) 20:05(18) 18:51

21 2時間40分38秒 25山本学園 森谷　享平　[3] 香曽我部　剛[2] 吉田　周平　[1] 岡野　広空　[1] 太田　愛太郎[1] 阿部　俊一　[1] 伊藤　寛和　[2]
柏谷　隆彦 ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ ｺｳｿｶﾍﾞ ﾂﾖｼ ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ｵｶﾉ ﾋﾛﾀｶ ｵｵﾀ ｱｲﾀﾛｳ ｱﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽ゙

(19) 35:06(22) 46:47(21) 1:17:44(20) 1:48:12(21) 2:00:11(21) 2:20:53(21) 2:40:38
(19) 35:06(22) 11:41(22) 30:57(16) 30:28(21) 11:59(23) 20:42(24) 19:45

22 2時間41分20秒 13楯　岡 佐藤　　司　[2] 佐藤　祐児　[3] 鈴木　賢治　[2] 村岡　琢也　[1] 本間　智晴　[2] 斉藤　翔一　[2] 結城　健太　[2]
遠藤　　久 ｻﾄｳ ﾂｶｻ ｻﾄｳ ﾕｳｼ゙ ｽｽﾞｷ ｹﾝｼ゙ ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾊﾙ ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ ﾕｳｷ ｹﾝﾀ

(22) 35:27(20) 46:41(23) 1:18:06(22) 1:50:15(22) 2:01:30(22) 2:21:54(22) 2:41:20
(22) 35:27(19) 11:14(23) 31:25(21) 32:09(17) 11:15(21) 20:24(22) 19:26

23 2時間41分56秒 7 米沢東 早坂　勇人　[2] 齋藤　祐弥　[1] 鹿野　宏徳　[2] 後藤　浩平　[2] 渡部　将孝　[1] 青木　雅人　[2] 藤川　拓朗　[1]
堀江　昭浩 ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ ｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾀｶ ｱｵｷ ﾏｻﾄ ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾛｳ

(24) 35:54(24) 48:19(22) 1:18:05(23) 1:51:15(23) 2:03:30(23) 2:22:50(23) 2:41:56
(24) 35:54(24) 12:25(18) 29:46(23) 33:10(23) 12:15(17) 19:20(21) 19:06

24 2時間45分31秒 19山形工業 日野　敏寛　[2] 武田　真吾　[2] 安達　涼太　[1] 五十嵐　大樹[2] 青柳　　博　[2] 髙橋　将真　[1] 富樫　勇介　[1]
熊澤　聡史 ﾋﾉ ﾄｼﾋﾛ ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ｲｶﾞﾗｼ ﾀ゙ｲｷ ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾛｼ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ

(23) 35:54(25) 48:43(24) 1:21:41(24) 1:54:05(24) 2:06:27(24) 2:25:55(24) 2:45:31
(23) 35:54(26) 12:49(24) 32:58(22) 32:24(24) 12:22(18) 19:28(23) 19:36

25 3時間01分27秒 23山形学院 高橋　侑慈　[1] 斎野　一義　[2] 石山　英治　[2] 金子　友拓　[2] 庄司　智貴　[1] 齋藤　智志　[1] 大場　　剛　[2]
大沼　敬浩 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼ゙ ｻｲﾉ ｶｽ゙ﾖｼ ｲｼﾔﾏ ｴｲｼ゙ ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｷ ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ ｵｵﾊﾞ ﾂﾖｼ

(21) 35:11(23) 47:37(25) 1:22:24(25) 2:02:28(25) 2:14:41(25) 2:39:16(25) 3:01:27
(21) 35:11(25) 12:26(25) 34:47(26) 40:04(22) 12:13(26) 24:35(25) 22:11

26 3時間03分01秒 21山形市立商業 太田　貴宏　[1] 森　　史哉　[2] 東海林　勇輝[1] 高橋　　孟　[1] 鈴木　隆大　[1] 角田　　涼　[2] 鈴木　宏弥　[1]
佐藤　潤一 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ ﾓﾘ ﾌﾐﾔ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ

(26) 40:28(26) 52:25(26) 1:29:53(26) 2:07:07(26) 2:18:49(26) 2:40:12(26) 3:03:01
(26) 40:28(23) 11:57(26) 37:28(25) 37:14(19) 11:42(25) 21:23(26) 22:49

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
凡例 9.552km 2.927km 8.146km 8.322km 2.927km 5.271km 5.050km

NSR:区間新記録 29:34 9:12 25:50 26:19 9:24 16:04 15:44
ESR:区間タイ記録 区間記録 佐藤　寛才 嶋貫　大地 佐藤　　匠 佐藤　　翔 沼沢　　忠 今野　和磨 菅原　　翼

酒田南 東海大学山形 東海大学山形 酒田南 東海大学山形 酒田南 酒田南
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女子第１９回 山形県高等学校駅伝競走大会

期日：平成１９年１０月２８日（日）　１３：０５スタート 審 判 長:加藤　昌宏
会場：山形県あかねケ丘陸上競技場スタート・ゴール 記録主任:池田　正敏

順 記録 No. チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
位 ｺﾒﾝﾄ 6.1275km 3.900km 2.920km 3.100km 5.050km
1 1時間12分09秒 22山形城北 石山　真紀子[3] 山川　美里　[2] 信夫　香織　[2] 池田　有花　[2] 五十嵐　悠　[3]

吉田　　進 ｲｼﾔﾏ ﾏｷｺ ﾔﾏｶﾜ ﾐｻﾄ ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾘ ｲｹﾀﾞ ﾕｶ ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ
(1) 20:22 (1) 33:47 (1) 44:00 (1) 54:21 (1) 1:12:09
(1) 20:22 (1) 13:25 (1) 10:13 (1) 10:21 NSR(1) 17:48

2 1時間16分06秒 24東海大学山形 兵藤　麻美　[3] 佐直　菜津美[3] 須田　美里　[2] 佐藤　智夏　[2] 今野　　藍　[1]
小俣　富一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾐ ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ ｽﾀﾞ ﾐｻﾄ ｻﾄｳ ﾁｶ ｺﾝﾉ ｱｲ

(3) 21:54 (2) 35:41 (2) 46:20 (2) 57:15 (2) 1:16:06
(3) 21:54 (2) 13:47 (2) 10:39 (2) 10:55 (3) 18:51

3 1時間16分51秒 21上山明新館 萩生田　千紗[1] 木村　早智　[3] 太田　香奈美[3] 五十嵐　成美[2] 中原　真央　[1]
佐藤　　学 ﾊｷﾞｭｳﾀﾞ ﾁｻ ｷﾑﾗ ｻﾁ ｵｵﾀ ｶﾅﾐ ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙﾐ ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ

(2) 21:41 (3) 36:03 (3) 46:54 (3) 57:55 (3) 1:16:51
(2) 21:41 (4) 14:22 (3) 10:51 (3) 11:01 (4) 18:56

4 1時間18分55秒 10米沢中央 須藤　千聖　[2] 鈴木　杏美　[2] 坂井　麻美　[3] 菅野　明花　[1] 鈴木　美貴　[2]
澤田　賢一 ｽﾄｳ ﾁｻﾄ ｽｽﾞｷ ｱｽ゙ﾐ ｻｶｲ ﾏﾐ ｶﾝﾉ ｻﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾐｷ

(4) 22:43 (4) 36:54 (4) 49:20 (4) 1:00:54(4) 1:18:55
(4) 22:43 (3) 14:11 (15) 12:26(4) 11:34 (2) 18:01

5 1時間23分38秒 20山　辺 明日　詠子　[3] 斎藤　怜美　[2] 駒林　　瞳　[2] 川口　愛祐美[1] 後藤　香緒里[1]
佐藤　　吉 ﾇｸﾋ ｴｲｺ ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ

(6) 23:32 (11) 39:59(10) 52:12(7) 1:04:16(5) 1:23:38
(6) 23:32 (18) 16:27(9) 12:13 (7) 12:04 (5) 19:22

6 1時間23分49秒 16山形西 山口　　咲　[2] 小嶋　あかり[2] 小澤　衣里　[1] 秋葉　小百合[1] 菅原　美咲　[2]
髙橋　邦男 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ ｵｻﾞﾜ ｴﾘ ｱｷﾊﾞ ｻﾕﾘ ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｻｷ

(18) 25:14(13) 40:37(9) 52:09 (5) 1:04:08(6) 1:23:49
(18) 25:14(7) 15:23 (4) 11:32 (5) 11:59 (7) 19:41

7 1時間24分42秒 8 高　畠 遠藤　温子　[3] 小島　美帆　[2] 伊藤　悠香　[1] 石黒　　歩　[3] 富樫　紗季　[2]
半田　　亘 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ ｺｼﾞﾏ ﾐﾎ ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｲｼｸﾞﾛ ｱﾕﾐ ﾄｶﾞｼ ｻｷ

(8) 23:35 (7) 39:01 (5) 51:04 (6) 1:04:09(7) 1:24:42
(8) 23:35 (8) 15:26 (7) 12:03 (17) 13:05(12) 20:33

8 1時間24分50秒 17山形中央 加藤　里峰　[1] 須田　星蘭　[1] 鑓水　沙織　[2] 長橋　祥子　[1] 野村　瑛帆　[3]
山口　欣也 ｶﾄｳ ﾘﾎ ｽﾀﾞ ｾｲﾗ ﾔﾘﾐｽﾞ ｻｵﾘ ﾅｶﾞﾊｼ ｼｮｳｺ ﾉﾑﾗ ｱｷﾎ

(12) 24:02(10) 39:58(11) 53:02(11) 1:05:18(8) 1:24:50
(12) 24:02(14) 15:56(18) 13:04(8) 12:16 (6) 19:32

9 1時間25分03秒 13新庄南 田中　由喜子[2] 奥山　　歩　[2] 林　　千春　[2] 森　　千尋　[3] 髙山　咲惠　[2]
鈴木　美由紀 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ ｵｸﾔﾏ ｱﾕﾐ ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ ﾓﾘ ﾁﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ ｻｷｻﾄ

(10) 23:44(9) 39:18 (7) 51:42 (8) 1:04:20(9) 1:25:03
(10) 23:44(10) 15:34(14) 12:24(12) 12:38(13) 20:43

10 1時間26分06秒 2 酒田商業 石黒　杏奈　[1] 森井　美里　[2] 後藤　ひかり[1] 桑原　亜衣　[2] 本間　多佳子[2]
髙橋　　朋 ｲｼｸﾞﾛ ｱﾝﾅ ﾓﾘｲ ﾐｻﾄ ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾘ ｸﾜﾊﾞﾗ ｱｲ ﾎﾝﾏ ﾀｶｺ

(9) 23:36 (5) 38:39 (8) 52:04 (10) 1:04:38(10) 1:26:06
(9) 23:36 (5) 15:03 (20) 13:25(10) 12:34(15) 21:28

11 1時間26分20秒 14新庄神室産業 髙橋　麻希　[1] 小野　未来　[2] 伊藤　恵梨　[3] 津藤　　恵　[1] 髙橋　夏実　[1]
松田　憲英 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ ｵﾉ ﾐｸ ｲﾄｳ ｴﾘ ﾂﾄｳ ﾒｸ゙ﾐ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ

(7) 23:34 (6) 38:49 (6) 51:29 (9) 1:04:36(11) 1:26:20
(7) 23:34 (6) 15:15 (16) 12:40(18) 13:07(18) 21:44

12 1時間26分52秒 4 酒田南 小松原　真実[3] 原　　知世　[3] 早坂　郁恵　[2] 篠原　　葵　[1] 村井　　花　[3]
佐藤　玲児 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾐ ﾊﾗ ﾄﾓﾖ ﾊﾔｻｶ ｲｸｴ ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ ﾑﾗｲ ﾊﾅ

(5) 22:59 (8) 39:04 (17) 53:51(15) 1:06:26(12) 1:26:52
(5) 22:59 (15) 16:05(24) 14:47(11) 12:35(10) 20:26

13 1時間27分00秒 18山形市立商業 菖蒲　美咲　[1] 今野　真理子[2] 川合　千穂　[1] 近藤　博香　[2] 髙橋　麗恵　[3]
加藤　昌宏 ｱﾔﾒ ﾐｻｷ ｺﾝﾉ ﾏﾘｺ ｶﾜｲ ﾁﾎ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶ ﾀｶﾊｼ ｶｽ゙ｴ

(15) 24:52(18) 41:55(15) 53:40(16) 1:06:29(13) 1:27:00
(15) 24:52(22) 17:03(6) 11:45 (13) 12:49(11) 20:31

14 1時間27分34秒 23山本学園 菅原　美紗貴[2] 太田　千尋　[2] 加藤　真美　[3] 太田　早紀　[1] 遠藤　泉輝　[2]
関　　義人 ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｻｷ ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ ｶﾄｳ ﾏﾐ ｵｵﾀ ｻｷ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽ゙ｷ

(11) 23:49(14) 40:41(12) 53:04(12) 1:05:56(14) 1:27:34
(11) 23:49(21) 16:52(12) 12:23(14) 12:52(16) 21:38

15 1時間28分02秒 5 鶴岡南 粕谷　かな　[2] 菅原　瑞希　[1] 佐藤　美里　[2] 渡部　沙紀　[2] 小林　紘子　[1]
池田　正敏 ｶｽﾔ ｶﾅ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｽ゙ｷ ｻﾄｳ ﾐｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ

(19) 25:21(17) 41:13(14) 53:20(13) 1:06:12(15) 1:28:02
(19) 25:21(12) 15:52(8) 12:07 (14) 12:52(19) 21:50

16 1時間28分02秒 3 酒田中央 鈴木　　渚　[3] 池田　真梨亜[3] 渡辺　　綾　[1] 土方　真帆　[1] 池田　千尋　[2]
髙橋　正知 ｽｽﾞｷ ﾅｷ゙ｻ ｲｹﾀﾞ ﾏﾘｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ ﾋｼﾞｶﾀ ﾏﾎ ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ

(23) 27:26(22) 43:21(19) 55:37(17) 1:07:37(16) 1:28:02
(23) 27:26(13) 15:55(10) 12:16(6) 12:00 (9) 20:25

17 1時間28分22秒 25置賜混成 高梨　千里　[2] 小関　美月　[2] 木村　　愛　[1] 島津　亜紀　[2] 情野　　葵　[2]
手塚　小太郎 ﾀｶﾅｼ ﾁｻﾄ ｺｾｷ ﾐﾂ゙ｷ ｷﾑﾗ ｱｲ ｼﾏﾂ ｱｷ ｾｲﾉ ｱｵｲ

(21) 26:14(20) 42:47(18) 55:07(19) 1:08:10(17) 1:28:22
(21) 26:14(19) 16:33(11) 12:20(16) 13:03(8) 20:12

18 1時間28分28秒 19天　童 細矢　　咲　[1] 阿部　美咲　[1] 兼子　愛子　[1] 渡邊　理沙　[2] 鈴木　芙美佳[2]
今野　光人 ﾎｿﾔ ｻｷ ｱﾍﾞ ﾐｻｷ ｶﾈｺ ｱｲｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ ｽｽﾞｷ ﾌﾐｶ

(17) 25:02(16) 40:42(13) 53:05(14) 1:06:18(18) 1:28:28
(17) 25:02(11) 15:40(12) 12:23(19) 13:13(21) 22:10

19 1時間30分46秒 12新庄北 外崎　恵美　[2] 須藤　千郁　[3] 近藤　真里奈[2] 高橋　千明　[2] 松澤　聖雪　[2]
高橋　鉄也 ﾄﾉｻｷ ｴﾐ ｽﾄﾞｳ ﾁｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾅ ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｾﾅ

(16) 24:55(12) 40:24(16) 53:50(18) 1:08:05(19) 1:30:46
(16) 24:55(9) 15:29 (21) 13:26(21) 14:15(23) 22:41

20 1時間30分50秒 15北村山 佐田　聡子　[3] 沼沢　沙也加[1] 脇本　未来　[1] 庄司　幸世　[1] 柴崎　理奈　[2]
髙谷　哲二 ｻﾀﾞ ｻﾄｺ ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾔｶ ﾜｷﾓﾄ ﾐｷ ｼｮｳｼﾞ ｻﾁﾖ ｼﾊﾞｻｷ ﾘﾅ

(13) 24:26(15) 40:41(23) 56:15(21) 1:09:43(20) 1:30:50
(13) 24:26(16) 16:15(25) 15:34(20) 13:28(14) 21:07

21 1時間31分54秒 6 庄内総合 鈴木　未来　[2] 石川　翔子　[1] 齋藤　弥咲　[1] 鈴木　望月　[1] 渡部　真希　[2]
宮内　　悟 ｽｽﾞｷ ﾐｸ ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺ ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ

(22) 26:18(21) 43:01(20) 55:44(22) 1:10:16(21) 1:31:54
(22) 26:18(20) 16:43(17) 12:43(23) 14:32(16) 21:38

22 1時間32分13秒 11楯　岡 狩野　温子　[1] 鈴木　朋美　[2] 佐藤　成美　[1] 伊藤　茂世　[1] 草刈　芽衣　[2]
佐藤　孝夫 ｶﾉ ｱﾂｺ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ ｻﾄｳ ﾅﾙﾐ ｲﾄｳ ｼｹ゙ﾖ ｸｻｶﾘ ﾒｲ

(20) 26:11(23) 44:02(21) 55:46(20) 1:08:17(22) 1:32:13
(20) 26:11(25) 17:51(5) 11:44 (9) 12:31 (24) 23:56

23 1時間34分20秒 7 米沢商業 草野　美聡　[1] 須藤　妙子　[1] 佐々木　花緒[2] 町田　香織　[2] 大浦　沙織　[1]
叶内　公章 ｸｻﾉ ﾐｻﾄ ｽﾄｳ ﾀｴｺ ｻｻｷ ﾊﾅｵ ﾏﾁﾀﾞ ｶｵﾘ ｵｵｳﾗ ｻｵﾘ

(24) 28:17(24) 44:37(24) 57:52(24) 1:12:16(23) 1:34:20
(24) 28:17(17) 16:20(19) 13:15(22) 14:24(20) 22:04

24 1時間36分24秒 9 長　井 工藤　真由　[1] 榎田　歩唯　[2] 小形　早紀　[2] 小関　　希　[2] 平　純美圭　[1]
髙橋　麻里 ｸﾄﾞｳ ﾏﾕ ｴﾉｷﾀﾞ ｱｲ ｵｶﾞﾀ ｻｷ ｺｾｷ ﾉｿ゙ﾐ ﾀｲﾗ ｽﾐｶ

(14) 24:31(19) 42:05(22) 56:06(23) 1:11:24(24) 1:36:24
(14) 24:31(23) 17:34(23) 14:01(25) 15:18(25) 25:00

25 1時間38分10秒 1 酒田東 向田　千紘　[1] 渋谷　晴海　[1] 佐藤　有紀　[1] 土井　裕夏　[1] 鈴木　志保　[1]
大澤　　勉 ﾑｶｲﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ ｻﾄｳ ﾕｷ ﾄﾞｲ ﾕｶ ｽｽﾞｷ ｼﾎ

(25) 29:16(25) 46:56(25) 1:00:51(25) 1:15:31(25) 1:38:10
(25) 29:16(24) 17:40(22) 13:55(24) 14:40(22) 22:39

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
凡例 6.1275km 3.900km 2.920km 3.100km 5.050km

NSR:区間新記録 20:12 12:52 9:50 10:22 17:14
区間記録 富樫　愛咲 石山　真紀子 五十嵐　藍 高宮　彩香 志賀　愛香

山形城北 山形城北 山形城北 山形城北 山形城北
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男子高校 駅伝 順位変動表(Position Table) 
 
 
                      ⇒区間番号（内容：区間通過順位) 

順位ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名     1   2   3   4   5   6   7   記  録  備  考 

--- --- ------------ --- --- --- --- --- --- --- --------- ---------------- 

  1   4 酒田南         1   1   1   1   1   1   1   2:13:23                          

  2  26 東海大学山形  12   7   2   2   2   2   2   2:14:43                          

  3   8 米沢工業       7   3   3   3   3   3   3   2:17:33                          

  4  12 米沢中央      10   6   6   6   6   4   4   2:18:39                          

  5   5 鶴岡工業       5   4   7   7   7   5   5   2:19:04                          

  6   1 酒田東         2   2   5   5   5   7   6   2:19:59                          

  7  11 九里学園       4   5   4   4   4   6   7   2:20:28                          

  8  20 山形中央      13   9   8   8   8   8   8   2:21:28                          

  9  16 北村山         8  11  11  10   9  11   9   2:24:57                          

 10  18 山形南        15  12  13  12  11  10  10   2:25:01                          

 11  22 上山明新館     6   8  10   9  10   9  11   2:25:43                          

 12  15 新庄神室産業  16  15  15  14  14  13  12   2:27:10                          

 13  10 長 井         3  10   9  11  13  12  13   2:27:22                          

 14   2 酒田商業      11  13  12  13  12  14  14   2:29:40                          

 15  14 新庄北        20  19  18  16  15  15  15   2:31:42                          

 16   6 鶴岡中央      25  21  20  19  18  16  16   2:34:28                          

 17  24 日本大学山形  14  16  16  17  17  17  17   2:34:39                          

 18   9 高 畠         9  14  14  15  16  18  18   2:36:09                          

 19  17 山形東        18  18  17  18  19  19  19   2:37:11                          

 20   3 酒田工業      17  17  19  21  20  20  20   2:38:34                          

 21  25 山本学園      19  22  21  20  21  21  21   2:40:38                          

 22  13 楯 岡        22  20  23  22  22  22  22   2:41:20                          

 23   7 米沢東        24  24  22  23  23  23  23   2:41:56                          

 24  19 山形工業      23  25  24  24  24  24  24   2:45:31                          

 25  23 山形学院      21  23  25  25  25  25  25   3:01:27                          

 26  21 山形市立商業  26  26  26  26  26  26  26   3:03:01                          
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女子高校 駅伝 順位変動表(Position Table) 
 
 

                      ⇒区間番号（内容：区間通過順位) 

順位ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名     1   2   3   4   5   記  録  備  考 

--- --- ------------ --- --- --- --- --- --------- ---------------- 

  1  22 山形城北       1   1   1   1   1   1:12:09                          

  2  24 東海大学山形   3   2   2   2   2   1:16:06                          

  3  21 上山明新館     2   3   3   3   3   1:16:51                          

  4  10 米沢中央       4   4   4   4   4   1:18:55                          

  5  20 山 辺         6  11  10   7   5   1:23:38                          

  6  16 山形西        18  13   9   5   6   1:23:49                          

  7   8 高 畠         8   7   5   6   7   1:24:42                          

  8  17 山形中央      12  10  11  11   8   1:24:50                          

  9  13 新庄南        10   9   7   8   9   1:25:03                          

 10   2 酒田商業       9   5   8  10  10   1:26:06                          

 11  14 新庄神室産業   7   6   6   9  11   1:26:20                          

 12   4 酒田南         5   8  17  15  12   1:26:52                          

 13  18 山形市立商業  15  18  15  16  13   1:27:00                          

 14  23 山本学園      11  14  12  12  14   1:27:34                          

 15   5 鶴岡南        19  17  14  13  15   1:28:02                          

 16   3 酒田中央      23  22  19  17  16   1:28:02                          

 17  25 置賜混成      21  20  18  19  17   1:28:22                          

 18  19 天 童        17  16  13  14  18   1:28:28                          

 19  12 新庄北        16  12  16  18  19   1:30:46                          

 20  15 北村山        13  15  23  21  20   1:30:50                          

 21   6 庄内総合      22  21  20  22  21   1:31:54                          

 22  11 楯 岡        20  23  21  20  22   1:32:13                          

 23   7 米沢商業      24  24  24  24  23   1:34:20                          

 24   9 長 井        14  19  22  23  24   1:36:24                          

 25   1 酒田東        25  25  25  25  25   1:38:10                          
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男子高校 駅伝 第１区 区間記録表(Section Ranking) 

第１区      9.552km      区間記録[  29:34]            

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    4   29:28 酒田南       佐藤 寛才 [3]      山 形・酒田南               NSR         29:28 (  1) 
                  佐藤 玲児   ｻﾄｳ ﾋﾛﾄｼ             
   2    1   30:31 酒田東       鈴木  挙 [2]      山 形・酒田東                           30:31 (  2) 
                  大澤  勉   ｽｽﾞｷ ｱｸﾞﾙ            
   3   10   30:33 長 井       手塚 雄一朗[2]      山 形・長 井                           30:33 (  3) 
                  星野  剛   ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ          
   4   11   30:50 九里学園     黒澤  悠 [3]      山 形・九里学園                         30:50 (  4) 
                  本田 米子   ｸﾛｻﾜ ﾕｳ              
   5    5   30:51 鶴岡工業     足達 信哉 [3]      山 形・鶴岡工                           30:51 (  5) 
                  藤田 雅彦   ｱﾀﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ            
   6   22   30:57 上山明新館   鈴木 洋平 [3]      山 形・上山明新館                       30:57 (  6) 
                  佐藤  学   ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ            
   7    8   31:06 米沢工業     鈴木  翔 [1]      山 形・米沢工                           31:06 (  7) 
                  白石 栄治   ｽｽﾞｷ ｼｮｳ             
   8   16   31:26 北村山       杉沼 聖平 [2]      山 形・北村山                           31:26 (  8) 
                  髙谷 哲二   ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ          
   9    9   31:32 高 畠       半谷  遥 [2]      山 形・高 畠                           31:32 (  9) 
                  半田  亘   ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ             
  10   12   31:38 米沢中央     村田 大将 [2]      山 形・米沢中央                         31:38 ( 10) 
                  澤田 賢一   ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ            
  11    2   31:44 酒田商業     小林  稔 [3]      山 形・酒田商                           31:44 ( 11) 
                  松本 忠夫   ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ            
  12   26   31:53 東海大学山形 渡辺 敏弘 [3]      山 形・東海大山形                       31:53 ( 12) 
                  田宮  健   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ           
  13   20   31:55 山形中央     八鍬 智光 [3]      山 形・山形中央                         31:55 ( 13) 
                  山口 欣也   ﾔｸﾜ ﾄﾓﾋﾛ             
  14   24   32:40 日本大学山形 高橋  大 [1]      山 形・日大山形                         32:40 ( 14) 
                  村田  亨   ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲ             
  15   18   32:44 山形南       渡邉 和史 [1]      山 形・山形南                           32:44 ( 15) 
                  門脇 朋広   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ          
  16   15   33:38 新庄神室産業 桂田 佳輝 [2]      山 形・神室産業                         33:38 ( 16) 
                  松田 憲英   ｶﾂﾗﾀﾞ ﾖｼｷ            
  17    3   34:03 酒田工業     浅藤 優典 [1]      山 形・酒田工                           34:03 ( 17) 
                  梁瀬  誠   ｱｻﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ           
  18   17   34:21 山形東       原田 恭英 [2]      山 形・山形東                           34:21 ( 18) 
                  鬼海 博行   ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ           
  19   25   35:06 山本学園     森谷 享平 [3]      山 形・山本学園                         35:06 ( 19) 
                  柏谷 隆彦   ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ            
  20   14   35:11 新庄北       三浦 史敬 [2]      山 形・新庄北                           35:11 ( 20) 
                  工藤 正明   ﾐｳﾗ ﾌﾐﾋﾛ             
  21   23   35:11 山形学院     高橋 侑慈 [1]      山 形・山形学院                         35:11 ( 21) 
                  大沼 敬浩   ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ            
  22   13   35:27 楯 岡       佐藤  司 [2]      山 形・楯 岡                           35:27 ( 22) 
                  遠藤  久   ｻﾄｳ ﾂｶｻ              
  23   19   35:54 山形工業     日野 敏寛 [2]      山 形・山形工                           35:54 ( 23) 
                  熊澤 聡史   ﾋﾉ ﾄｼﾋﾛ              
  24    7   35:54 米沢東       早坂 勇人 [2]      山 形・米沢東                           35:54 ( 24) 
                  堀江 昭浩   ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾄ             
  25    6   36:12 鶴岡中央     和田 信二 [2]      山 形・鶴岡中央                         36:12 ( 25) 
                  後藤 正樹   ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ             
  26   21   40:28 山形市立商業 太田 貴宏 [1]      山 形・山形商                           40:28 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ             
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
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男子高校 駅伝 第２区 区間記録表(Section Ranking) 

第２区      2.927km     区間記録[   9:12]                       

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   26    9:12 東海大学山形 村山 佳悟 [1]      山 形・東海大山形           ESR         41:05 (  7) 
                  田宮  健   ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ            
   2   12    9:20 米沢中央     後藤 省吾 [1]      山 形・米沢中央                         40:58 (  6) 
                  澤田 賢一   ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺﾞ           
   3    8    9:24 米沢工業     沼部 将吾 [3]      山 形・米沢工                           40:30 (  3) 
                  白石 栄治   ﾇﾏﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ           
   4   20    9:25 山形中央     鈴木 郷史 [3]      山 形・山形中央                         41:20 (  9) 
                  山口 欣也   ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ             
   5    4    9:38 酒田南       田中  亮 [1]      山 形・酒田南                           39:06 (  1) 
                  佐藤 玲児   ﾀﾅｶ ﾘｮｳ              
   6   18    9:39 山形南       古澤 哲平 [1]      山 形・山形南                           42:23 ( 12) 
                  門脇 朋広   ﾌﾙｻﾜ ﾃｯﾍﾟｲ           
   7    1    9:51 酒田東       阿部 圭佑 [2]      山 形・酒田東                           40:22 (  2) 
                  大澤  勉   ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ             
   8    5    9:55 鶴岡工業     松田 晃文 [2]      山 形・鶴岡工                           40:46 (  4) 
                  藤田 雅彦   ﾏﾂﾀ ｱｷﾌﾐ             
   9   11    9:58 九里学園     森谷 達也 [3]      山 形・九里学園                         40:48 (  5) 
                  本田 米子   ﾓﾘﾔ ﾀﾂﾔ              
  10   15   10:08 新庄神室産業 小國 隼人 [1]      山 形・神室産業                         43:46 ( 15) 
                  松田 憲英   ｵｸﾞﾆ ﾊﾔﾄ             
  11   22   10:09 上山明新館   小野 拓也 [1]      山 形・上山明新館                       41:06 (  8) 
                  佐藤  学   ｵﾉ ﾀｸﾔ               
  12    6   10:33 鶴岡中央     佐藤 貴樹 [2]      山 形・鶴岡中央                         46:45 ( 21) 
                  後藤 正樹   ｻﾄｳ ﾀｶｷ              
  13   16   10:39 北村山       沼沢 直樹 [2]      山 形・北村山                           42:05 ( 11) 
                  髙谷 哲二   ﾇﾏｻﾞﾜ ﾅｵｷ            
  14   14   10:41 新庄北       伊東 光春 [1]      山 形・新庄北                           45:52 ( 19) 
                  工藤 正明   ｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ             
  15   10   10:48 長 井       佐藤  魁 [2]      山 形・長 井                           41:21 ( 10) 
                  星野  剛   ｻﾄｳ ｶｲ               
  16    2   10:51 酒田商業     齋藤 知輝 [2]      山 形・酒田商                           42:35 ( 13) 
                  松本 忠夫   ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ             
  17    3   11:02 酒田工業     高橋 翔太 [2]      山 形・酒田工                           45:05 ( 17) 
                  梁瀬  誠   ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ            
  18    9   11:11 高 畠       萩原 仁志 [3]      山 形・高 畠                           42:43 ( 14) 
                  半田  亘   ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ            
  19   13   11:14 楯 岡       佐藤 祐児 [3]      山 形・楯 岡                           46:41 ( 20) 
                  遠藤  久   ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ             
  20   24   11:24 日本大学山形 佐藤 喜康 [1]      山 形・日大山形                         44:04 ( 16) 
                  村田  亨   ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾔｽ            
  21   17   11:29 山形東       深瀬  諒 [1]      山 形・山形東                           45:50 ( 18) 
                  鬼海 博行   ﾌｶｾ ﾘｮｳ              
  22   25   11:41 山本学園     香曽我部 剛[2]      山 形・山本学園                         46:47 ( 22) 
                  柏谷 隆彦   ｺｳｿｶﾍﾞ ﾂﾖｼ           
  23   21   11:57 山形市立商業 森  史哉 [2]      山 形・山形商                           52:25 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ﾓﾘ ﾌﾐﾔ               
  24    7   12:25 米沢東       齋藤 祐弥 [1]      山 形・米沢東                           48:19 ( 24) 
                  堀江 昭浩   ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ             
  25   23   12:26 山形学院     斎野 一義 [2]      山 形・山形学院                         47:37 ( 23) 
                  大沼 敬浩   ｻｲﾉ ｶｽﾞﾖｼ            
  26   19   12:49 山形工業     武田 真吾 [2]      山 形・山形工                           48:43 ( 25) 
                  熊澤 聡史   ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ            
                                                                      ESR:区間タイ記録 EQ. Sect. Record 
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男子高校 駅伝 第３区 区間記録表(Section Ranking) 

第３区      8.146km      区間記録[  25:50]                                                                

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   26   25:28 東海大学山形 遠田 将人 [3]      山 形・東海大山形           NSR       1:06:33 (  2) 
                  田宮  健   ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ              
   2   11   26:12 九里学園     安房 真沙樹[3]      山 形・九里学園                       1:07:00 (  4) 
                  本田 米子   ｱﾜ ﾏｻｷ               
   3    4   26:17 酒田南       今野 和磨 [3]      山 形・酒田南                         1:05:23 (  1) 
                  佐藤 玲児   ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾏ             
   4    8   26:27 米沢工業     渡邉  大 [3]      山 形・米沢工                         1:06:57 (  3) 
                  白石 栄治   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ            
   5    1   26:53 酒田東       佐藤 秀平 [3]      山 形・酒田東                         1:07:15 (  5) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ            
   6   20   27:06 山形中央     伊藤 大樹 [3]      山 形・山形中央                       1:08:26 (  8) 
                  山口 欣也   ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ             
   7   12   27:07 米沢中央     髙橋 竜太 [2]      山 形・米沢中央                       1:08:05 (  6) 
                  澤田 賢一   ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ            
   8    5   27:31 鶴岡工業     佐藤  彰 [3]      山 形・鶴岡工                         1:08:17 (  7) 
                  藤田 雅彦   ｻﾄｳ ｼｮｳ              
   9   10   27:38 長 井       海老名 大空[2]      山 形・長 井                         1:08:59 (  9) 
                  星野  剛   ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛｼ             
  10    2   28:14 酒田商業     庄司 尚貴 [2]      山 形・酒田商                         1:10:49 ( 12) 
                  松本 忠夫   ｼｮｳｼﾞ ﾅｵｷ            
  11   16   28:18 北村山       渡邊 慎吾 [2]      山 形・北村山                         1:10:23 ( 11) 
                  髙谷 哲二   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ           
  12   17   28:34 山形東       梁瀬 将史 [1]      山 形・山形東                         1:14:24 ( 17) 
                  鬼海 博行   ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ             
  13   14   28:45 新庄北       福井 翔平 [1]      山 形・新庄北                         1:14:37 ( 18) 
                  工藤 正明   ﾌｸｲ ｼｮｳﾍｲ            
  14    9   28:57 高 畠       高梨  亮 [2]      山 形・高 畠                         1:11:40 ( 14) 
                  半田  亘   ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳ             
  15   18   29:01 山形南       八代 洸允 [1]      山 形・山形南                         1:11:24 ( 13) 
                  門脇 朋広   ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾌﾞ            
  16   22   29:08 上山明新館   杉山 俊紘 [1]      山 形・上山明新館                     1:10:14 ( 10) 
                  佐藤  学   ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ           
  17   15   29:33 新庄神室産業 菅野 陽介 [2]      山 形・神室産業                       1:13:19 ( 15) 
                  松田 憲英   ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ            
  18    7   29:46 米沢東       鹿野 宏徳 [2]      山 形・米沢東                         1:18:05 ( 22) 
                  堀江 昭浩   ｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ              
  19   24   30:03 日本大学山形 佐藤 圭助 [1]      山 形・日大山形                       1:14:07 ( 16) 
                  村田  亨   ｻﾄｳ ｹｲｽｹ             
  20    6   30:09 鶴岡中央     佐藤 大貴 [3]      山 形・鶴岡中央                       1:16:54 ( 20) 
                  後藤 正樹   ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ             
  21    3   30:13 酒田工業     小野寺 和祥[2]      山 形・酒田工                         1:15:18 ( 19) 
                  梁瀬  誠   ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｻ           
  22   25   30:57 山本学園     吉田 周平 [1]      山 形・山本学園                       1:17:44 ( 21) 
                  柏谷 隆彦   ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ           
  23   13   31:25 楯 岡       鈴木 賢治 [2]      山 形・楯 岡                         1:18:06 ( 23) 
                  遠藤  久   ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ            
  24   19   32:58 山形工業     安達 涼太 [1]      山 形・山形工                         1:21:41 ( 24) 
                  熊澤 聡史   ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ            
  25   23   34:47 山形学院     石山 英治 [2]      山 形・山形学院                       1:22:24 ( 25) 
                  大沼 敬浩   ｲｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ            
  26   21   37:28 山形市立商業 東海林 勇輝[1]      山 形・山形商                         1:29:53 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｷ           
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
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男子高校 駅伝 第４区 区間記録表(Section Ranking) 

第４区      8.322km      区間記録[  26:19]                                                                

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    4   26:46 酒田南       柴田  翔 [3]      山 形・酒田南                         1:32:09 (  1) 
                  佐藤 玲児   ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ             
   2   26   26:54 東海大学山形 沼沢  忠 [3]      山 形・東海大山形                     1:33:27 (  2) 
                  田宮  健   ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ           
   3    5   27:50 鶴岡工業     梅木 侑介 [1]      山 形・鶴岡工                         1:36:07 (  7) 
                  藤田 雅彦   ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ             
   4   12   27:55 米沢中央     島軒 正陽 [2]      山 形・米沢中央                       1:36:00 (  6) 
                  澤田 賢一   ｼﾏﾉｷ ﾏｻﾊﾙ            
   5    8   27:57 米沢工業     遠藤 昭洋 [2]      山 形・米沢工                         1:34:54 (  3) 
                  白石 栄治   ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ           
   6   11   28:01 九里学園     伊藤 将太 [1]      山 形・九里学園                       1:35:01 (  4) 
                  本田 米子   ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ             
   7    1   28:35 酒田東       佐藤 直之 [1]      山 形・酒田東                         1:35:50 (  5) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ             
   7   20   28:35 山形中央     菅  高邑 [1]      山 形・山形中央                       1:37:01 (  8) 
                  山口 欣也   ｶﾝ ﾀｶﾑﾗ              
   9   18   28:46 山形南       阿部 史滉 [2]      山 形・山形南                         1:40:10 ( 12) 
                  門脇 朋広   ｱﾍﾞ ﾌﾐｱｷ             
  10   15   28:47 新庄神室産業 小野 敬輝 [1]      山 形・神室産業                       1:42:06 ( 14) 
                  松田 憲英   ｵﾉ ﾖｼｷ               
  11   22   28:58 上山明新館   鈴木 一成 [3]      山 形・上山明新館                     1:39:12 (  9) 
                  佐藤  学   ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ           
  12   16   29:01 北村山       渡邊 克也 [3]      山 形・北村山                         1:39:24 ( 10) 
                  髙谷 哲二   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ            
  13    2   29:36 酒田商業     兵藤 正寿 [3]      山 形・酒田商                         1:40:25 ( 13) 
                  松本 忠夫   ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ          
  14   14   30:05 新庄北       堀米 裕輔 [1]      山 形・新庄北                         1:44:42 ( 16) 
                  工藤 正明   ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｽｹ           
  15    6   30:07 鶴岡中央     上村 優太 [2]      山 形・鶴岡中央                       1:47:01 ( 19) 
                  後藤 正樹   ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ             
  16   10   30:28 長 井       佐藤 雄貴 [1]      山 形・長 井                         1:39:27 ( 11) 
                  星野  剛   ｻﾄｳ ﾕｳｷ              
  16   25   30:28 山本学園     岡野 広空 [1]      山 形・山本学園                       1:48:12 ( 20) 
                  柏谷 隆彦   ｵｶﾉ ﾋﾛﾀｶ             
  18   24   31:02 日本大学山形 原田 祥平 [1]      山 形・日大山形                       1:45:09 ( 17) 
                  村田  亨   ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ           
  19    9   31:55 高 畠       佐藤 大樹 [1]      山 形・高 畠                         1:43:35 ( 15) 
                  半田  亘   ｻﾄｳ ﾋﾛｷ              
  20   17   32:08 山形東       大森  優 [2]      山 形・山形東                         1:46:32 ( 18) 
                  鬼海 博行   ｵｵﾓﾘ ｽｸﾞﾙ            
  21   13   32:09 楯 岡       村岡 琢也 [1]      山 形・楯 岡                         1:50:15 ( 22) 
                  遠藤  久   ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾔ             
  22   19   32:24 山形工業     五十嵐 大樹[2]      山 形・山形工                         1:54:05 ( 24) 
                  熊澤 聡史   ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｷ           
  23    7   33:10 米沢東       後藤 浩平 [2]      山 形・米沢東                         1:51:15 ( 23) 
                  堀江 昭浩   ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ            
  24    3   33:21 酒田工業     阿曽 伸行 [1]      山 形・酒田工                         1:48:39 ( 21) 
                  梁瀬  誠   ｱｿ ﾉﾌﾞﾕｷ             
  25   21   37:14 山形市立商業 高橋  孟 [1]      山 形・山形商                         2:07:07 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ             
  26   23   40:04 山形学院     金子 友拓 [2]      山 形・山形学院                       2:02:28 ( 25) 
                  大沼 敬浩   ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ    
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男子高校 駅伝 第５区 区間記録表(Section Ranking) 

第５区      2.927km      区間記録[   9:24]                                                                

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   26    8:53 東海大学山形 森谷 修平 [1]      山 形・東海大山形           NSR       1:42:20 (  2) 
                  田宮  健   ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ            
   2    4    9:11 酒田南       今野  駿 [3]      山 形・酒田南               NSR       1:41:20 (  1) 
                  佐藤 玲児   ｺﾝﾉ ｼｭﾝ              
   3    5    9:33 鶴岡工業     大沼 尚弘 [1]      山 形・鶴岡工                         1:45:40 (  7) 
                  藤田 雅彦   ｵｵﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ            
   4   12    9:37 米沢中央     菅野 駿之介[2]      山 形・米沢中央                       1:45:37 (  6) 
                  澤田 賢一   ｶﾝﾉ ｼｭﾝﾉｽｹ           
   5   20    9:39 山形中央     白田  誠 [3]      山 形・山形中央                       1:46:40 (  8) 
                  山口 欣也   ｼﾗﾀ ﾏｺﾄ              
   6    1    9:46 酒田東       佐藤  瞭 [2]      山 形・酒田東                         1:45:36 (  5) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ﾘｮｳ              
   7    8    9:48 米沢工業     佐々木 翔 [1]      山 形・米沢工                         1:44:42 (  3) 
                  白石 栄治   ｻｻｷ ｼｮｳ              
   8   18    9:59 山形南       稲毛 寛人 [3]      山 形・山形南                         1:50:09 ( 11) 
                  門脇 朋広   ｲﾅｹﾞ ﾋﾛﾄ             
   9    2   10:08 酒田商業     鐙谷  亮 [2]      山 形・酒田商                         1:50:33 ( 12) 
                  松本 忠夫   ｱﾌﾞﾐﾔ ﾘｮｳ            
  10   16   10:15 北村山       奥山 克也 [2]      山 形・北村山                         1:49:39 (  9) 
                  髙谷 哲二   ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾔ             
  11   11   10:17 九里学園     安部 力矢 [1]      山 形・九里学園                       1:45:18 (  4) 
                  本田 米子   ｱﾍﾞ ﾘｷﾔ              
  12   15   10:21 新庄神室産業 佐藤 将太 [1]      山 形・神室産業                       1:52:27 ( 14) 
                  松田 憲英   ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ             
  13   22   10:45 上山明新館   細矢 孝幸 [2]      山 形・上山明新館                     1:49:57 ( 10) 
                  佐藤  学   ﾎｿﾔ ﾀｶﾕｷ             
  14    6   10:51 鶴岡中央     金子 雅大 [2]      山 形・鶴岡中央                       1:57:52 ( 18) 
                  後藤 正樹   ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ             
  15   14   10:52 新庄北       柿崎 雄斗 [2]      山 形・新庄北                         1:55:34 ( 15) 
                  工藤 正明   ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ            
  16    3   10:59 酒田工業     阿部 睦司 [2]      山 形・酒田工                         1:59:38 ( 20) 
                  梁瀬  誠   ｱﾍﾞ ｱﾂｼ              
  17   13   11:15 楯 岡       本間 智晴 [2]      山 形・楯 岡                         2:01:30 ( 22) 
                  遠藤  久   ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾊﾙ             
  18   10   11:21 長 井       横沢  翔 [2]      山 形・長 井                         1:50:48 ( 13) 
                  星野  剛   ﾖｺｻﾜ ﾅﾂﾙ             
  19   21   11:42 山形市立商業 鈴木 隆大 [1]      山 形・山形商                         2:18:49 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ            
  20   17   11:44 山形東       後藤 拓矢 [1]      山 形・山形東                         1:58:16 ( 19) 
                  鬼海 博行   ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ             
  21   25   11:59 山本学園     太田 愛太郎[1]      山 形・山本学園                       2:00:11 ( 21) 
                  柏谷 隆彦   ｵｵﾀ ｱｲﾀﾛｳ            
  22   23   12:13 山形学院     庄司 智貴 [1]      山 形・山形学院                       2:14:41 ( 25) 
                  大沼 敬浩   ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｷ            
  23    7   12:15 米沢東       渡部 将孝 [1]      山 形・米沢東                         2:03:30 ( 23) 
                  堀江 昭浩   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾀｶ           
  24   19   12:22 山形工業     青柳  博 [2]      山 形・山形工                         2:06:27 ( 24) 
                  熊澤 聡史   ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾛｼ            
  25   24   12:43 日本大学山形 小林  哲 [2]      山 形・日大山形                       1:57:52 ( 17) 
                  村田  亨   ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂ             
  26    9   13:07 高 畠       安藤  翼 [1]      山 形・高 畠                         1:56:42 ( 16) 
                  半田  亘   ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ           
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
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男子高校 駅伝 第６区 区間記録表(Section Ranking) 

第６区      5.271km      区間記録[  16:04]                                           

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   26   15:47 東海大学山形 大河原 謙人[1]      山 形・東海大山形           NSR       1:58:07 (  2) 
                  田宮  健   ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ            
   2    4   15:57 酒田南       森   翔 [3]      山 形・酒田南               NSR       1:57:17 (  1) 
                  佐藤 玲児   ﾓﾘ ｼｮｳ               
   3    8   16:14 米沢工業     羽賀 風野 [3]      山 形・米沢工                         2:00:56 (  3) 
                  白石 栄治   ﾊｶﾞ ｶｻﾞﾔ             
   4   12   16:31 米沢中央     渡部 祐治 [1]      山 形・米沢中央                       2:02:08 (  4) 
                  澤田 賢一   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ           
   5    5   16:39 鶴岡工業     伊藤 成喜 [2]      山 形・鶴岡工                         2:02:19 (  5) 
                  藤田 雅彦   ｲﾄｳ ｾｲｷ              
   6   18   17:14 山形南       山田 直也 [3]      山 形・山形南                         2:07:23 ( 10) 
                  門脇 朋広   ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ             
   7   15   17:15 新庄神室産業 三浦 拓朗 [3]      山 形・神室産業                       2:09:42 ( 13) 
                  松田 憲英   ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ             
   8   11   17:16 九里学園     山口 廣紀 [2]      山 形・九里学園                       2:02:34 (  6) 
                  本田 米子   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ           
   9   22   17:17 上山明新館   松村 佳央 [1]      山 形・上山明新館                     2:07:14 (  9) 
                  佐藤  学   ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｵ             
  10    1   17:28 酒田東       佐藤 泰介 [1]      山 形・酒田東                         2:03:04 (  7) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ             
  11   10   17:47 長 井       四釜 靖之 [2]      山 形・長 井                         2:08:35 ( 12) 
                  星野  剛   ｼｶﾏ ﾔｽﾕｷ             
  12   16   17:49 北村山       原田 健人 [1]      山 形・北村山                         2:07:28 ( 11) 
                  髙谷 哲二   ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ             
  13   20   17:57 山形中央     渡辺 昂太 [2]      山 形・山形中央                       2:04:37 (  8) 
                  山口 欣也   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ            
  14   14   18:32 新庄北       高橋  輝 [2]      山 形・新庄北                         2:14:06 ( 15) 
                  工藤 正明   ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ             
  15    6   18:33 鶴岡中央     相沢 雄平 [3]      山 形・鶴岡中央                       2:16:25 ( 16) 
                  後藤 正樹   ｱｲｻﾜ ﾕｳﾍｲ            
  16   24   19:12 日本大学山形 清川  亘 [2]      山 形・日大山形                       2:17:04 ( 17) 
                  村田  亨   ｷﾖｶﾜ ﾜﾀﾙ             
  17    7   19:20 米沢東       青木 雅人 [2]      山 形・米沢東                         2:22:50 ( 23) 
                  堀江 昭浩   ｱｵｷ ﾏｻﾄ              
  18   19   19:28 山形工業     髙橋 将真 [1]      山 形・山形工                         2:25:55 ( 24) 
                  熊澤 聡史   ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ            
  19   17   19:56 山形東       醍醐 賢輔 [1]      山 形・山形東                         2:18:12 ( 19) 
                  鬼海 博行   ﾀﾞｲｺﾞ ｹﾝｽｹ           
  20    3   20:05 酒田工業     齋藤 利範 [1]      山 形・酒田工                         2:19:43 ( 20) 
                  梁瀬  誠   ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ            
  21   13   20:24 楯 岡       斉藤 翔一 [2]      山 形・楯 岡                         2:21:54 ( 22) 
                  遠藤  久   ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ           
  22    9   20:28 高 畠       佐久間 三蔵[2]      山 形・高 畠                         2:17:10 ( 18) 
                  半田  亘   ｻｸﾏ ｻﾝｿﾞｳ            
  23   25   20:42 山本学園     阿部 俊一 [1]      山 形・山本学園                       2:20:53 ( 21) 
                  柏谷 隆彦   ｱﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ            
  24    2   20:51 酒田商業     成澤 裕太 [3]      山 形・酒田商                         2:11:24 ( 14) 
                  松本 忠夫   ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾀ             
  25   21   21:23 山形市立商業 角田  涼 [2]      山 形・山形商                         2:40:12 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ             
  26   23   24:35 山形学院     齋藤 智志 [1]      山 形・山形学院                       2:39:16 ( 25) 
                  大沼 敬浩   ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ             
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
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男子高校 駅伝 第７区 区間記録表(Section Ranking) 

第７区      5.050km      区間記録[  15:44]                                                                

 

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1    4   16:06 酒田南       門脇 幸汰 [1]      山 形・酒田南                         2:13:23 (  1) 
                  佐藤 玲児   ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ            
   2   12   16:31 米沢中央     加地 史明 [2]      山 形・米沢中央                       2:18:39 (  4) 
                  澤田 賢一   ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ             
   3   26   16:36 東海大学山形 土屋  毅 [2]      山 形・東海大山形                     2:14:43 (  2) 
                  田宮  健   ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ              
   4    8   16:37 米沢工業     佐藤 真二 [1]      山 形・米沢工                         2:17:33 (  3) 
                  白石 栄治   ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ             
   5    5   16:45 鶴岡工業     佐藤 駿行 [2]      山 形・鶴岡工                         2:19:04 (  5) 
                  藤田 雅彦   ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ             
   6   20   16:51 山形中央     横尾 康之 [3]      山 形・山形中央                       2:21:28 (  8) 
                  山口 欣也   ﾖｺｵ ﾔｽﾕｷ             
   7    1   16:55 酒田東       森   隆 [2]      山 形・酒田東                         2:19:59 (  6) 
                  大澤  勉   ﾓﾘ ﾀｶｼ               
   8   15   17:28 新庄神室産業 三嶋 隆之 [1]      山 形・神室産業                       2:27:10 ( 12) 
                  松田 憲英   ﾐｼﾏ ﾀｶﾕｷ             
   9   16   17:29 北村山       小沼  翔 [2]      山 形・北村山                         2:24:57 (  9) 
                  髙谷 哲二   ｺﾇﾏ ｼｮｳ              
  10   24   17:35 日本大学山形 尾崎  司 [2]      山 形・日大山形                       2:34:39 ( 17) 
                  村田  亨   ｵｻﾞｷ ﾂｶｻ             
  11   14   17:36 新庄北       正野 祐介 [2]      山 形・新庄北                         2:31:42 ( 15) 
                  工藤 正明   ﾏｻﾉ ﾕｳｽｹ             
  12   18   17:38 山形南       村上 拓也 [2]      山 形・山形南                         2:25:01 ( 10) 
                  門脇 朋広   ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ             
  13   11   17:54 九里学園     塩野  涼 [3]      山 形・九里学園                       2:20:28 (  7) 
                  本田 米子   ｼｵﾉ ﾘｮｳ              
  14    6   18:03 鶴岡中央     工藤  康 [2]      山 形・鶴岡中央                       2:34:28 ( 16) 
                  後藤 正樹   ｸﾄﾞｳ ｺｳ              
  15    2   18:16 酒田商業     佐藤 大暉 [2]      山 形・酒田商                         2:29:40 ( 14) 
                  松本 忠夫   ｻﾄｳ ﾋﾛｷ              
  16   22   18:29 上山明新館   三浦 拓也 [2]      山 形・上山明新館                     2:25:43 ( 11) 
                  佐藤  学   ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ              
  17   10   18:47 長 井       小川 直也 [2]      山 形・長 井                         2:27:22 ( 13) 
                  星野  剛   ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾔ             
  18    3   18:51 酒田工業     佐藤 大地 [2]      山 形・酒田工                         2:38:34 ( 20) 
                  梁瀬  誠   ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ             
  19    9   18:59 高 畠       坂野 勇夢 [3]      山 形・高 畠                         2:36:09 ( 18) 
                  半田  亘   ｻｶﾉ ｲｻﾑ              
  19   17   18:59 山形東       井渕 善聖 [2]      山 形・山形東                         2:37:11 ( 19) 
                  鬼海 博行   ｲﾌﾞﾁ ﾖｼｱｷ            
  21    7   19:06 米沢東       藤川 拓朗 [1]      山 形・米沢東                         2:41:56 ( 23) 
                  堀江 昭浩   ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾛｳ           
  22   13   19:26 楯 岡       結城 健太 [2]      山 形・楯 岡                         2:41:20 ( 22) 
                  遠藤  久   ﾕｳｷ ｹﾝﾀ              
  23   19   19:36 山形工業     富樫 勇介 [1]      山 形・山形工                         2:45:31 ( 24) 
                  熊澤 聡史   ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ            
  24   25   19:45 山本学園     伊藤 寛和 [2]      山 形・山本学園                       2:40:38 ( 21) 
                  柏谷 隆彦   ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ            
  25   23   22:11 山形学院     大場  剛 [2]      山 形・山形学院                       3:01:27 ( 25) 
                  大沼 敬浩   ｵｵﾊﾞ ﾂﾖｼ             
  26   21   22:49 山形市立商業 鈴木 宏弥 [1]      山 形・山形商                         3:03:01 ( 26) 
                  佐藤 潤一   ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ             
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女子高校 駅伝 第１区 区間記録表(Section Ranking) 

第１区      6.1275km     区間記録[  20:12]                   

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   22   20:22 山形城北     石山 真紀子[3]      山 形・山形城北                         20:22 (  1) 
                  吉田  進   ｲｼﾔﾏ ﾏｷｺ             
   2   21   21:41 上山明新館   萩生田 千紗[1]      山 形・上山明新館                       21:41 (  2) 
                  佐藤  学   ﾊｷﾞｭｳﾀﾞ ﾁｻ           
   3   24   21:54 東海大学山形 兵藤 麻美 [3]      山 形・東海大山形                       21:54 (  3) 
                  小俣 富一   ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾐ            
   4   10   22:43 米沢中央     須藤 千聖 [2]      山 形・米沢中央                         22:43 (  4) 
                  澤田 賢一   ｽﾄｳ ﾁｻﾄ              
   5    4   22:59 酒田南       小松原 真実[3]      山 形・酒田南                           22:59 (  5) 
                  佐藤 玲児   ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾐ            
   6   20   23:32 山 辺       明日 詠子 [3]      山 形・山 辺                           23:32 (  6) 
                  佐藤  吉   ﾇｸﾋ ｴｲｺ              
   7   14   23:34 新庄神室産業 髙橋 麻希 [1]      山 形・神室産業                         23:34 (  7) 
                  松田 憲英   ﾀｶﾊｼ ﾏｷ              
   8    8   23:35 高 畠       遠藤 温子 [3]      山 形・高 畠                           23:35 (  8) 
                  半田  亘   ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｺ            
   9    2   23:36 酒田商業     石黒 杏奈 [1]      山 形・酒田商                           23:36 (  9) 
                  髙橋  朋   ｲｼｸﾞﾛ ｱﾝﾅ            
  10   13   23:44 新庄南       田中 由喜子[2]      山 形・新庄南                           23:44 ( 10) 
                  鈴木 美由紀 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ              
  11   23   23:49 山本学園     菅原 美紗貴[2]      山 形・山本学園                         23:49 ( 11) 
                  関  義人   ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｻｷ            
  12   17   24:02 山形中央     加藤 里峰 [1]      山 形・山形中央                         24:02 ( 12) 
                  山口 欣也   ｶﾄｳ ﾘﾎ               
  13   15   24:26 北村山       佐田 聡子 [3]      山 形・北村山                           24:26 ( 13) 
                  髙谷 哲二   ｻﾀﾞ ｻﾄｺ              
  14    9   24:31 長 井       工藤 真由 [1]      山 形・長 井                           24:31 ( 14) 
                  髙橋 麻里   ｸﾄﾞｳ ﾏﾕ              
  15   18   24:52 山形市立商業 菖蒲 美咲 [1]      山 形・山形商                           24:52 ( 15) 
                  加藤 昌宏   ｱﾔﾒ ﾐｻｷ              
  16   12   24:55 新庄北       外崎 恵美 [2]      山 形・新庄北                           24:55 ( 16) 
                  高橋 鉄也   ﾄﾉｻｷ ｴﾐ              
  17   19   25:02 天 童       細矢  咲 [1]      山 形・天 童                           25:02 ( 17) 
                  今野 光人   ﾎｿﾔ ｻｷ               
  18   16   25:14 山形西       山口  咲 [2]      山 形・山形西                           25:14 ( 18) 
                  髙橋 邦男   ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ             
  19    5   25:21 鶴岡南       粕谷 かな [2]      山 形・鶴岡南                           25:21 ( 19) 
                  池田 正敏   ｶｽﾔ ｶﾅ               
  20   11   26:11 楯 岡       狩野 温子 [1]      山 形・楯 岡                           26:11 ( 20) 
                  佐藤 孝夫   ｶﾉ ｱﾂｺ               
  21   25   26:14 置賜混成     高梨 千里 [2]      山 形・南 陽                           26:14 ( 21) 
                  手塚 小太郎 ﾀｶﾅｼ ﾁｻﾄ             
  22    6   26:18 庄内総合     鈴木 未来 [2]      山 形・庄内総合                         26:18 ( 22) 
                  宮内  悟   ｽｽﾞｷ ﾐｸ              
  23    3   27:26 酒田中央     鈴木  渚 [3]      山 形・酒田中央                         27:26 ( 23) 
                  髙橋 正知   ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ            
  24    7   28:17 米沢商業     草野 美聡 [1]      山 形・米沢商                           28:17 ( 24) 
                  叶内 公章   ｸｻﾉ ﾐｻﾄ              
  25    1   29:16 酒田東       向田 千紘 [1]      山 形・酒田東                           29:16 ( 25) 
                  大澤  勉   ﾑｶｲﾀﾞ ﾁﾋﾛ            
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女子高校 駅伝 第２区 区間記録表(Section Ranking) 

第２区      3.900km      区間記録[  12:52]                                                                

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   22   13:25 山形城北     山川 美里 [2]      山 形・山形城北                         33:47 (  1) 
                  吉田  進   ﾔﾏｶﾜ ﾐｻﾄ             
   2   24   13:47 東海大学山形 佐直 菜津美[3]      山 形・東海大山形                       35:41 (  2) 
                  小俣 富一   ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ             
   3   10   14:11 米沢中央     鈴木 杏美 [2]      山 形・米沢中央                         36:54 (  4) 
                  澤田 賢一   ｽｽﾞｷ ｱｽﾞﾐ            
   4   21   14:22 上山明新館   木村 早智 [3]      山 形・上山明新館                       36:03 (  3) 
                  佐藤  学   ｷﾑﾗ ｻﾁ               
   5    2   15:03 酒田商業     森井 美里 [2]      山 形・酒田商                           38:39 (  5) 
                  髙橋  朋   ﾓﾘｲ ﾐｻﾄ              
   6   14   15:15 新庄神室産業 小野 未来 [2]      山 形・神室産業                         38:49 (  6) 
                  松田 憲英   ｵﾉ ﾐｸ                
   7   16   15:23 山形西       小嶋 あかり[2]      山 形・山形西                           40:37 ( 13) 
                  髙橋 邦男   ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ             
   8    8   15:26 高 畠       小島 美帆 [2]      山 形・高 畠                           39:01 (  7) 
                  半田  亘   ｺｼﾞﾏ ﾐﾎ              
   9   12   15:29 新庄北       須藤 千郁 [3]      山 形・新庄北                           40:24 ( 12) 
                  高橋 鉄也   ｽﾄﾞｳ ﾁｶ              
  10   13   15:34 新庄南       奥山  歩 [2]      山 形・新庄南                           39:18 (  9) 
                  鈴木 美由紀 ｵｸﾔﾏ ｱﾕﾐ             
  11   19   15:40 天 童       阿部 美咲 [1]      山 形・天 童                           40:42 ( 16) 
                  今野 光人   ｱﾍﾞ ﾐｻｷ              
  12    5   15:52 鶴岡南       菅原 瑞希 [1]      山 形・鶴岡南                           41:13 ( 17) 
                  池田 正敏   ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ           
  13    3   15:55 酒田中央     池田 真梨亜[3]      山 形・酒田中央                         43:21 ( 22) 
                  髙橋 正知   ｲｹﾀﾞ ﾏﾘｱ             
  14   17   15:56 山形中央     須田 星蘭 [1]      山 形・山形中央                         39:58 ( 10) 
                  山口 欣也   ｽﾀﾞ ｾｲﾗ              
  15    4   16:05 酒田南       原  知世 [3]      山 形・酒田南                           39:04 (  8) 
                  佐藤 玲児   ﾊﾗ ﾄﾓﾖ               
  16   15   16:15 北村山       沼沢 沙也加[1]      山 形・北村山                           40:41 ( 15) 
                  髙谷 哲二   ﾇﾏｻﾞﾜ ｻﾔｶ            
  17    7   16:20 米沢商業     須藤 妙子 [1]      山 形・米沢商                           44:37 ( 24) 
                  叶内 公章   ｽﾄｳ ﾀｴｺ              
  18   20   16:27 山 辺       斎藤 怜美 [2]      山 形・山 辺                           39:59 ( 11) 
                  佐藤  吉   ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ             
  19   25   16:33 置賜混成     小関 美月 [2]      山 形・九里学園                         42:47 ( 20) 
                  手塚 小太郎 ｺｾｷ ﾐﾂﾞｷ             
  20    6   16:43 庄内総合     石川 翔子 [1]      山 形・庄内総合                         43:01 ( 21) 
                  宮内  悟   ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺ            
  21   23   16:52 山本学園     太田 千尋 [2]      山 形・山本学園                         40:41 ( 14) 
                  関  義人   ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ              
  22   18   17:03 山形市立商業 今野 真理子[2]      山 形・山形商                           41:55 ( 18) 
                  加藤 昌宏   ｺﾝﾉ ﾏﾘｺ              
  23    9   17:34 長 井       榎田 歩唯 [2]      山 形・長 井                           42:05 ( 19) 
                  髙橋 麻里   ｴﾉｷﾀﾞ ｱｲ             
  24    1   17:40 酒田東       渋谷 晴海 [1]      山 形・酒田東                           46:56 ( 25) 
                  大澤  勉   ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ             
  25   11   17:51 楯 岡       鈴木 朋美 [2]      山 形・楯 岡                           44:02 ( 23) 
                  佐藤 孝夫   ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ           
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女子高校 駅伝 第３区 区間記録表(Section Ranking) 

第３区      2.920km      区間記録[   9:50]                                                                

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   22   10:13 山形城北     信夫 香織 [2]      山 形・山形城北                         44:00 (  1) 
                  吉田  進   ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾘ             
   2   24   10:39 東海大学山形 須田 美里 [2]      山 形・東海大山形                       46:20 (  2) 
                  小俣 富一   ｽﾀﾞ ﾐｻﾄ              
   3   21   10:51 上山明新館   太田 香奈美[3]      山 形・上山明新館                       46:54 (  3) 
                  佐藤  学   ｵｵﾀ ｶﾅﾐ              
   4   16   11:32 山形西       小澤 衣里 [1]      山 形・山形西                           52:09 (  9) 
                  髙橋 邦男   ｵｻﾞﾜ ｴﾘ              
   5   11   11:44 楯 岡       佐藤 成美 [1]      山 形・楯 岡                           55:46 ( 21) 
                  佐藤 孝夫   ｻﾄｳ ﾅﾙﾐ              
   6   18   11:45 山形市立商業 川合 千穂 [1]      山 形・山形商                           53:40 ( 15) 
                  加藤 昌宏   ｶﾜｲ ﾁﾎ               
   7    8   12:03 高 畠       伊藤 悠香 [1]      山 形・高 畠                           51:04 (  5) 
                  半田  亘   ｲﾄｳ ﾊﾙｶ              
   8    5   12:07 鶴岡南       佐藤 美里 [2]      山 形・鶴岡南                           53:20 ( 14) 
                  池田 正敏   ｻﾄｳ ﾐｻﾄ              
   9   20   12:13 山 辺       駒林  瞳 [2]      山 形・山 辺                           52:12 ( 10) 
                  佐藤  吉   ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ           
  10    3   12:16 酒田中央     渡辺  綾 [1]      山 形・酒田中央                         55:37 ( 19) 
                  髙橋 正知   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ             
  11   25   12:20 置賜混成     木村  愛 [1]      山 形・小 国                           55:07 ( 18) 
                  手塚 小太郎 ｷﾑﾗ ｱｲ               
  12   19   12:23 天 童       兼子 愛子 [1]      山 形・天 童                           53:05 ( 13) 
                  今野 光人   ｶﾈｺ ｱｲｺ              
  12   23   12:23 山本学園     加藤 真美 [3]      山 形・山本学園                         53:04 ( 12) 
                  関  義人   ｶﾄｳ ﾏﾐ               
  14   13   12:24 新庄南       林  千春 [2]      山 形・新庄南                           51:42 (  7) 
                  鈴木 美由紀 ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ              
  15   10   12:26 米沢中央     坂井 麻美 [3]      山 形・米沢中央                         49:20 (  4) 
                  澤田 賢一   ｻｶｲ ﾏﾐ               
  16   14   12:40 新庄神室産業 伊藤 恵梨 [3]      山 形・神室産業                         51:29 (  6) 
                  松田 憲英   ｲﾄｳ ｴﾘ               
  17    6   12:43 庄内総合     齋藤 弥咲 [1]      山 形・庄内総合                         55:44 ( 20) 
                  宮内  悟   ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ             
  18   17   13:04 山形中央     鑓水 沙織 [2]      山 形・山形中央                         53:02 ( 11) 
                  山口 欣也   ﾔﾘﾐｽﾞ ｻｵﾘ            
  19    7   13:15 米沢商業     佐々木 花緒[2]      山 形・米沢商                           57:52 ( 24) 
                  叶内 公章   ｻｻｷ ﾊﾅｵ              
  20    2   13:25 酒田商業     後藤 ひかり[1]      山 形・酒田商                           52:04 (  8) 
                  髙橋  朋   ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾘ             
  21   12   13:26 新庄北       近藤 真里奈[2]      山 形・新庄北                           53:50 ( 16) 
                  高橋 鉄也   ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾅ            
  22    1   13:55 酒田東       佐藤 有紀 [1]      山 形・酒田東                         1:00:51 ( 25) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ﾕｷ               
  23    9   14:01 長 井       小形 早紀 [2]      山 形・長 井                           56:06 ( 22) 
                  髙橋 麻里   ｵｶﾞﾀ ｻｷ              
  24    4   14:47 酒田南       早坂 郁恵 [2]      山 形・酒田南                           53:51 ( 17) 
                  佐藤 玲児   ﾊﾔｻｶ ｲｸｴ             
  25   15   15:34 北村山       脇本 未来 [1]      山 形・北村山                           56:15 ( 23) 
                  髙谷 哲二   ﾜｷﾓﾄ ﾐｷ              
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女子高校 駅伝 第４区 区間記録表(Section Ranking) 

第４区      3.100km      区間記録[  10:22]                                                                

 
 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   22   10:21 山形城北     池田 有花 [2]      山 形・山形城北             NSR         54:21 (  1) 
                  吉田  進   ｲｹﾀﾞ ﾕｶ              
   2   24   10:55 東海大学山形 佐藤 智夏 [2]      山 形・東海大山形                       57:15 (  2) 
                  小俣 富一   ｻﾄｳ ﾁｶ               
   3   21   11:01 上山明新館   五十嵐 成美[2]      山 形・上山明新館                       57:55 (  3) 
                  佐藤  学   ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙﾐ            
   4   10   11:34 米沢中央     菅野 明花 [1]      山 形・米沢中央                       1:00:54 (  4) 
                  澤田 賢一   ｶﾝﾉ ｻﾔｶ              
   5   16   11:59 山形西       秋葉 小百合[1]      山 形・山形西                         1:04:08 (  5) 
                  髙橋 邦男   ｱｷﾊﾞ ｻﾕﾘ             
   6    3   12:00 酒田中央     土方 真帆 [1]      山 形・酒田中央                       1:07:37 ( 17) 
                  髙橋 正知   ﾋｼﾞｶﾀ ﾏﾎ             
   7   20   12:04 山 辺       川口 愛祐美[1]      山 形・山 辺                         1:04:16 (  7) 
                  佐藤  吉   ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ            
   8   17   12:16 山形中央     長橋 祥子 [1]      山 形・山形中央                       1:05:18 ( 11) 
                  山口 欣也   ﾅｶﾞﾊｼ ｼｮｳｺ           
   9   11   12:31 楯 岡       伊藤 茂世 [1]      山 形・楯 岡                         1:08:17 ( 20) 
                  佐藤 孝夫   ｲﾄｳ ｼｹﾞﾖ             
  10    2   12:34 酒田商業     桑原 亜衣 [2]      山 形・酒田商                         1:04:38 ( 10) 
                  髙橋  朋   ｸﾜﾊﾞﾗ ｱｲ             
  11    4   12:35 酒田南       篠原  葵 [1]      山 形・酒田南                         1:06:26 ( 15) 
                  佐藤 玲児   ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ             
  12   13   12:38 新庄南       森  千尋 [3]      山 形・新庄南                         1:04:20 (  8) 
                  鈴木 美由紀 ﾓﾘ ﾁﾋﾛ               
  13   18   12:49 山形市立商業 近藤 博香 [2]      山 形・山形商                         1:06:29 ( 16) 
                  加藤 昌宏   ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶ            
  14    5   12:52 鶴岡南       渡部 沙紀 [2]      山 形・鶴岡南                         1:06:12 ( 13) 
                  池田 正敏   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ             
  14   23   12:52 山本学園     太田 早紀 [1]      山 形・山本学園                       1:05:56 ( 12) 
                  関  義人   ｵｵﾀ ｻｷ               
  16   25   13:03 置賜混成     島津 亜紀 [2]      山 形・南 陽                         1:08:10 ( 19) 
                  手塚 小太郎 ｼﾏﾂ ｱｷ               
  17    8   13:05 高 畠       石黒  歩 [3]      山 形・高 畠                         1:04:09 (  6) 
                  半田  亘   ｲｼｸﾞﾛ ｱﾕﾐ            
  18   14   13:07 新庄神室産業 津藤  恵 [1]      山 形・神室産業                       1:04:36 (  9) 
                  松田 憲英   ﾂﾄｳ ﾒｸﾞﾐ             
  19   19   13:13 天 童       渡邊 理沙 [2]      山 形・天 童                         1:06:18 ( 14) 
                  今野 光人   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ             
  20   15   13:28 北村山       庄司 幸世 [1]      山 形・北村山                         1:09:43 ( 21) 
                  髙谷 哲二   ｼｮｳｼﾞ ｻﾁﾖ            
  21   12   14:15 新庄北       高橋 千明 [2]      山 形・新庄北                         1:08:05 ( 18) 
                  高橋 鉄也   ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ             
  22    7   14:24 米沢商業     町田 香織 [2]      山 形・米沢商                         1:12:16 ( 24) 
                  叶内 公章   ﾏﾁﾀﾞ ｶｵﾘ             
  23    6   14:32 庄内総合     鈴木 望月 [1]      山 形・庄内総合                       1:10:16 ( 22) 
                  宮内  悟   ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ             
  24    1   14:40 酒田東       土井 裕夏 [1]      山 形・酒田東                         1:15:31 ( 25) 
                  大澤  勉   ﾄﾞｲ ﾕｶ               
  25    9   15:18 長 井       小関  希 [2]      山 形・長 井                         1:11:24 ( 23) 
                  髙橋 麻里   ｺｾｷ ﾉｿﾞﾐ             
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
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女子高校 駅伝 第５区 区間記録表(Section Ranking) 

第５区      5.050km      区間記録[  17:14]                                                                

 
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録   チーム名     競技者氏名           所属                         備考    ﾁｰﾑ記録   順位  
RNK  No.   TIME   TEAM NAME    ATHLETE NAME         MEMBER                       REM.    TEAM-TIME RNK   
---- ---- ------- ------------ -------------------- ---------------------------- ------- --------- ----- 
   1   22   17:48 山形城北     五十嵐 悠 [3]      山 形・山形城北                       1:12:09 (  1) 
                  吉田  進   ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ            
   2   10   18:01 米沢中央     鈴木 美貴 [2]      山 形・米沢中央                       1:18:55 (  4) 
                  澤田 賢一   ｽｽﾞｷ ﾐｷ              
   3   24   18:51 東海大学山形 今野  藍 [1]      山 形・東海大山形                     1:16:06 (  2) 
                  小俣 富一   ｺﾝﾉ ｱｲ               
   4   21   18:56 上山明新館   中原 真央 [1]      山 形・上山明新館                     1:16:51 (  3) 
                  佐藤  学   ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ              
   5   20   19:22 山 辺       後藤 香緒里[1]      山 形・山 辺                         1:23:38 (  5) 
                  佐藤  吉   ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ             
   6   17   19:32 山形中央     野村 瑛帆 [3]      山 形・山形中央                       1:24:50 (  8) 
                  山口 欣也   ﾉﾑﾗ ｱｷﾎ              
   7   16   19:41 山形西       菅原 美咲 [2]      山 形・山形西                         1:23:49 (  6) 
                  髙橋 邦男   ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｻｷ            
   8   25   20:12 置賜混成     情野  葵 [2]      山 形・米沢興譲館                     1:28:22 ( 17) 
                  手塚 小太郎 ｾｲﾉ ｱｵｲ              
   9    3   20:25 酒田中央     池田 千尋 [2]      山 形・酒田中央                       1:28:02 ( 16) 
                  髙橋 正知   ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ             
  10    4   20:26 酒田南       村井  花 [3]      山 形・酒田南                         1:26:52 ( 12) 
                  佐藤 玲児   ﾑﾗｲ ﾊﾅ               
  11   18   20:31 山形市立商業 髙橋 麗恵 [3]      山 形・山形商                         1:27:00 ( 13) 
                  加藤 昌宏   ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｴ            
  12    8   20:33 高 畠       富樫 紗季 [2]      山 形・高 畠                         1:24:42 (  7) 
                  半田  亘   ﾄｶﾞｼ ｻｷ              
  13   13   20:43 新庄南       髙山 咲惠 [2]      山 形・新庄南                         1:25:03 (  9) 
                  鈴木 美由紀 ﾀｶﾔﾏ ｻｷｻﾄ            
  14   15   21:07 北村山       柴崎 理奈 [2]      山 形・北村山                         1:30:50 ( 20) 
                  髙谷 哲二   ｼﾊﾞｻｷ ﾘﾅ             
  15    2   21:28 酒田商業     本間 多佳子[2]      山 形・酒田商                         1:26:06 ( 10) 
                  髙橋  朋   ﾎﾝﾏ ﾀｶｺ              
  16    6   21:38 庄内総合     渡部 真希 [2]      山 形・庄内総合                       1:31:54 ( 21) 
                  宮内  悟   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ             
  16   23   21:38 山本学園     遠藤 泉輝 [2]      山 形・山本学園                       1:27:34 ( 14) 
                  関  義人   ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ           
  18   14   21:44 新庄神室産業 髙橋 夏実 [1]      山 形・神室産業                       1:26:20 ( 11) 
                  松田 憲英   ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ             
  19    5   21:50 鶴岡南       小林 紘子 [1]      山 形・鶴岡南                         1:28:02 ( 15) 
                  池田 正敏   ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ            
  20    7   22:04 米沢商業     大浦 沙織 [1]      山 形・米沢商                         1:34:20 ( 23) 
                  叶内 公章   ｵｵｳﾗ ｻｵﾘ             
  21   19   22:10 天 童       鈴木 芙美佳[2]      山 形・天 童                         1:28:28 ( 18) 
                  今野 光人   ｽｽﾞｷ ﾌﾐｶ             
  22    1   22:39 酒田東       鈴木 志保 [1]      山 形・酒田東                         1:38:10 ( 25) 
                  大澤  勉   ｽｽﾞｷ ｼﾎ              
  23   12   22:41 新庄北       松澤 聖雪 [2]      山 形・新庄北                         1:30:46 ( 19) 
                  高橋 鉄也   ﾏﾂｻﾞﾜ ｾﾅ             
  24   11   23:56 楯 岡       草刈 芽衣 [2]      山 形・楯 岡                         1:32:13 ( 22) 
                  佐藤 孝夫   ｸｻｶﾘ ﾒｲ              
  25    9   25:00 長 井       平 純美圭 [1]      山 形・長 井                         1:36:24 ( 24) 
                  髙橋 麻里   ﾀｲﾗ ｽﾐｶ   
 


