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男子第５９回／女子第２０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 憲男 

女子審判 長 鹿野  光正 

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
08/10/26 12:00 曇り 20.0 42.0 南南東 3.3 競技場

13:00 曇り 20.0 40.0 西南西 2.6
14:05 曇り 19.0 54.0 西南西 1.3
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男子総合成績（上位６チーム） 女子総合成績（上位６チーム）

順位 高　校　名 記　　録 順位 高　校　名 記　　録

1 東海大学山形高校 ２時間１３分３６秒 1 山形城北高校 １時間１１分５５秒

2 米沢中央高校 ２時間１５分３４秒 2 米沢中央高校 １時間１６分３７秒

3 山形中央高校 ２時間１６分５４秒 3 上山明新館高校 １時間１６分４７秒

4 米沢工業高校 ２時間１７分５３秒 4 東海大学山形高校 １時間１７分１９秒

5 酒田南高校 ２時間１８分５６秒 5 山形北高校 １時間２０分１７秒

6 鶴岡工業高校 ２時間２１分１３秒 6 山形西高校 １時間２１分５８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

土屋　　毅　[3] 山川　美里　[3]

東海大山形 山形城北

今野　雄二郎[2] 大江　茉莉香[3]

酒田南 山形城北

村山　佳悟　[2] 信夫　香織　[3]

東海大山形 山形城北

大河原　謙人[2] 遠藤　　咲　[2]

東海大山形 山形城北

村田　大将　[3] 井上　まどか[1]

米沢中央 山形城北

竹内　竜真　[1]

東海大山形

森谷　修平　[2]

東海大山形

＊…区間新記録
◇…区間タイ記録

第７区 　＊１５分３２秒

第５区

第６区 　＊１５分４２秒

 　 　９分２６秒 第５区

 　 １０分０３秒

　＊１０分１２秒

 　 １７分２７秒

第４区  　 ２６分４５秒 第４区

第３区 　＊２５分１１秒 第３区

第２区  　 　９分２８秒 第２区  　 １３分２８秒

男子第５９回／女子第２０回

山 形 県 高 等 学 校 駅 伝 競 走 大 会

第１区  　 ３０分４６秒 第１区  　 ２０分４５秒
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男子第５９回 山形県高等学校駅伝競走大会

期日：平成２０年１０月２６日（日）　１２：３５スタート 審 判 長：東海林憲男
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 監督 9.552km 2.927km 8.146km 8.322km 2.927km 5.271km 5.050km
1 2時間13分36秒 21 東海大学山形 土屋　　毅　[3] 後藤　拓也　[3] 村山　佳悟　[2] 大河原　謙人[2] 中村　和誠　[3] 竹内　竜真　[1] 森谷　修平　[2]

田宮　　健 ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ
(1) 30:46 (4) 40:41 (1) 1:05:52 (1) 1:32:37 (1) 1:42:22 (1) 1:58:04 (1) 2:13:36
(1) 30:46 (6) 9:55 (1) 25:11 NSR (1) 26:45 (3) 9:45 (1) 15:42 NSR (1) 15:32 NSR

2 2時間15分34秒 10 米沢中央 髙橋　竜太　[3] 小林　茂樹　[1] 後藤　省吾　[2] 渡部　祐治　[2] 村田　大将　[3] 松元　　航　[1] 加地　史明　[3]
澤田　賢一 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ

(8) 31:17 (6) 41:01 (4) 1:06:50 (3) 1:34:26 (2) 1:43:52 (2) 1:59:40 (2) 2:15:34
(8) 31:17 (3) 9:44 (3) 25:49 (2) 27:36 (1) 9:26 (2) 15:48 (2) 15:54

3 2時間16分54秒 16 山形中央 齋藤　真也　[1] 佐藤　　完　[1] 菅　　高邑　[2] 渡辺　航旗　[3] 渡辺　昂太　[3] 木野　安騎史[1] 菅野　智也　[3]
阿部　　孝 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ ｶﾝ ﾀｶﾑﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ ｷﾉ ｱｷﾌﾐ ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ

(4) 30:51 (3) 40:35 (3) 1:06:45 (2) 1:34:23 (3) 1:44:14 (3) 2:00:31 (3) 2:16:54
(4) 30:51 (3) 9:44 (4) 26:10 (3) 27:38 (5) 9:51 (3) 16:17 (5) 16:23

4 2時間17分53秒 6 米沢工業 鈴木　　翔　[2] 土屋　達也　[2] 佐藤　真二　[2] 遠藤　昭洋　[3] 大滝　　侃　[2] 佐々木　翔　[2] 柘植　俊成　[2]
白石　栄治 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ ﾂﾁﾔ ﾀﾂﾔ ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ ｵｵﾀｷ ﾂﾖｼ ｻｻｷ ｼｮｳ ﾂｹﾞ ﾄｼﾅﾘ

(2) 30:50 (5) 40:42 (2) 1:06:12 (4) 1:34:38 (4) 1:44:43 (4) 2:01:44 (4) 2:17:53
(2) 30:50 (5) 9:52 (2) 25:30 (4) 28:26 (6) 10:05 (5) 17:01 (3) 16:09

5 2時間18分56秒 3 酒田南 門脇　幸汰　[2] 今野　雄二郎[2] 田中　　亮　[2] 佐藤　大樹　[3] 伊藤　大輔　[1] 佐藤　　隼　[1] 橘　　裕気　[1]
阿部　　亮 ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ

(6) 30:55 (1) 40:23 (5) 1:07:38 (5) 1:36:21 (5) 1:46:03 (5) 2:02:38 (5) 2:18:56
(6) 30:55 (1) 9:28 (6) 27:15 (5) 28:43 (2) 9:42 (4) 16:35 (4) 16:18

6 2時間21分13秒 4 鶴岡工業 梅木　侑介　[2] 本間　優太　[1] 伊藤　成喜　[3] 佐藤　駿行　[3] 小林　　奨　[2] 松田　晃文　[3] 渡部　　諒　[3]
藤田　雅彦 ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ ｲﾄｳ ｾｲｷ ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ ﾏﾂﾀ ｱｷﾌﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ

(5) 30:53 (2) 40:29 (6) 1:07:55 (6) 1:37:02 (6) 1:47:17 (6) 2:04:27 (6) 2:21:13
(5) 30:53 (2) 9:36 (7) 27:26 (7) 29:07 (7) 10:15 (7) 17:10 (6) 16:46

7 2時間23分54秒 14 山形南 渡邉　和史　[2] 齊藤　文哉　[2] 上妻　嵩季　[2] 八代　洸允　[2] 石山　博一　[1] 斉藤　　颯　[1] 推名　正樹　[1]
門脇　朋広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾄｼ ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾌﾞ ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ ｽｲﾅ ﾏｻｷ

(9) 31:47 (9) 41:58 (10) 1:10:08 (8) 1:39:18 (7) 1:49:06 (7) 2:06:41 (7) 2:23:54
(9) 31:47 (9) 10:11 (13) 28:10 (8) 29:10 (4) 9:48 (10) 17:35 (10) 17:13

8 2時間24分24秒 12 北村山 杉沼　聖平　[3] 奥山　克也　[3] 渡邊　慎吾　[3] 原田　健人　[2] 有路　圭佑　[1] 大場　絋平　[2] 小沼　　翔　[3]
叶内　公章 ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ ｱﾘｼﾞ ｹｲｽｹ ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ ｺﾇﾏ ｼｮｳ

(3) 30:51 (7) 41:07 (8) 1:09:22 (7) 1:39:09 (8) 1:49:38 (8) 2:07:21 (8) 2:24:24
(3) 30:51 (10) 10:16 (14) 28:15 (10) 29:47 (8) 10:29 (11) 17:43 (8) 17:03

9 2時間24分51秒 19 上山明新館 杉山　俊紘　[2] 小野　拓也　[2] 松村　佳央　[2] 高橋　洸樹　[1] 吉田　　智　[1] 後藤　　駿　[1] 菅沼　海咲　[1]
佐藤　　学 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ ｵﾉ ﾀｸﾔ ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｵ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝ ｽｶﾞﾇﾏ ﾐｻｷ

(15) 32:35 (10) 42:43 (9) 1:09:40 (11) 1:39:58 (10) 1:50:48 (9) 2:07:53 (9) 2:24:51
(15) 32:35 (8) 10:08 (5) 26:57 (12) 30:18 (12) 10:50 (6) 17:05 (7) 16:58

10 2時間25分43秒 20 日本大学山形 髙橋　　大　[2] 桜井　　渉　[2] 佐藤　圭助　[2] 結城　　渉　[1] 遠藤　義之　[1] 小林　武史　[1] 原田　祥平　[2]
村田　　亨 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲ ｻｸﾗｲ ﾜﾀﾙ ｻﾄｳ ｹｲｽｹ ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

(7) 31:10 (8) 41:12 (7) 1:08:47 (9) 1:39:27 (9) 1:50:04 (10) 2:08:24 (10) 2:25:43
(7) 31:10 (7) 10:02 (8) 27:35 (14) 30:40 (9) 10:37 (15) 18:20 (12) 17:19

11 2時間27分43秒 9 九里学園 伊藤　将太　[2] 安孫子　俊志[3] 山口　廣紀　[3] 広瀬　七生　[1] 齋藤　圭佑　[3] 佐藤　広樹　[1] 安部　力矢　[2]
本田　米子 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾋﾛ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ ﾋﾛｾ ﾅﾅｵ ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ｱﾍﾞ ﾘｷﾔ

(16) 32:43 (14) 43:29 (12) 1:11:14 (14) 1:41:54 (12) 1:52:42 (12) 2:10:15 (11) 2:27:43
(16) 32:43 (14) 10:46 (9) 27:45 (14) 30:40 (11) 10:48 (9) 17:33 (13) 17:28

12 2時間28分01秒 2 酒田工業 浅藤　優典　[2] 佐藤　海里　[1] 石川　雄大　[1] 梅川　洋一　[2] 齋藤　利範　[2] 阿曽　伸行　[2] 小野寺　和祥[3]
梁瀬　　誠 ｱｻﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｻﾄｳ ｶｲﾘ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ ｳﾒｶﾜ ﾖｳｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ ｱｿ ﾉﾌﾞﾕｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｻ

(14) 32:30 (17) 43:58 (14) 1:11:53 (12) 1:41:30 (13) 1:52:54 (13) 2:10:16 (12) 2:28:01
(14) 32:30 (19) 11:28 (11) 27:55 (9) 29:37 (15) 11:24 (8) 17:22 (14) 17:45

13 2時間28分51秒 11 新庄神室産業 小野　敬輝　[2] 菅野　陽介　[3] 小國　隼人　[2] 桂田　佳輝　[3] 佐藤　将太　[2] 伊藤　拓也　[2] 三嶋　隆之　[2]
後藤　　肇 ｵﾉ ﾖｼｷ ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ ｵｸﾞﾆ ﾊﾔﾄ ｶﾂﾗﾀﾞ ﾖｼｷ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ﾐｼﾏ ﾀｶﾕｷ

(19) 33:35 (19) 44:59 (17) 1:13:14 (15) 1:43:04 (15) 1:53:48 (14) 2:11:34 (13) 2:28:51
(19) 33:35 (18) 11:24 (14) 28:15 (11) 29:50 (10) 10:44 (12) 17:46 (11) 17:17

14 2時間28分54秒 7 高　畠 半谷　　遙　[3] 山川　宏実　[2] 高梨　　亮　[3] 佐藤　大樹　[2] 神野　亮平　[2] 鈴木　雄也　[2] 新江　研二　[1]
蛯名　恵介 ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾐ ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ ｱﾗｴ ｹﾝｼﾞ

(11) 32:06 (11) 42:53 (11) 1:10:44 (10) 1:39:44 (11) 1:51:14 (11) 2:10:09 (14) 2:28:54
(11) 32:06 (15) 10:47 (10) 27:51 (6) 29:00 (16) 11:30 (17) 18:55 (18) 18:45

15 2時間30分49秒 22 村山混成 田中　佑太　[2] 髙橋　遼祐　[1] 小山　大地　[2] 飯野　健太郎[2] 武田　和也　[3] 尾形　国士　[1] 髙橋　翔汰　[2]
角田　龍亮 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ ｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｲｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ｵｶﾞﾀ ｺｸｼ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

山形電波工 天　童 寒河江 山形電波工 山形電波工 山形電波工 天　童
(13) 32:30 (12) 42:55 (16) 1:12:41 (16) 1:43:50 (16) 1:54:40 (16) 2:12:59 (15) 2:30:49
(13) 32:30 (11) 10:25 (19) 29:46 (17) 31:09 (12) 10:50 (14) 18:19 (15) 17:50

16 2時間31分34秒 8 長　井 紺野　　凌　[1] 遠藤　　大　[1] 佐藤　雄貴　[2] 舩山　信一朗[1] 舩山　聡太　[1] 佐藤　神武　[1] 紺野　天地　[1]
佐藤　剛郎 ｺﾝﾉ ﾘｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾌﾅﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾌﾅﾔﾏ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ｼﾞﾝﾑ ｺﾝﾉ ﾃﾝﾁ

(10) 32:06 (13) 43:23 (13) 1:11:19 (13) 1:41:37 (14) 1:53:19 (15) 2:12:43 (16) 2:31:34
(10) 32:06 (17) 11:17 (12) 27:56 (12) 30:18 (18) 11:42 (20) 19:24 (19) 18:51

17 2時間32分04秒 5 鶴岡中央 齋藤　　周　[1] 佐藤　貴樹　[3] 和田　信二　[3] 齋藤　幸弘　[2] 秋野　忠彦　[1] 佐藤　航輝　[1] 上村　優太　[3]
後藤　正樹 ｻｲﾄｳ ｼｭｳ ｻﾄｳ ﾀｶｷ ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ ｱｷﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ ｻﾄｳ ｺｳｷ ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ

(18) 33:01 (16) 43:44 (18) 1:13:17 (18) 1:44:59 (17) 1:56:14 (18) 2:14:52 (17) 2:32:04
(18) 33:01 (12) 10:43 (18) 29:33 (19) 31:42 (14) 11:15 (16) 18:38 (9) 17:12

18 2時間33分37秒 1 酒田東 佐藤　直之　[2] 鈴木　直人　[2] 佐藤　泰介　[2] 髙橋　拓也　[2] 土門　洋祐　[1] 佐々木　優翔[2] 池田　義貴　[1]
大澤　　勉 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ ﾄﾞﾓﾝ ﾖｳｽｹ ｻｻｷ ﾕｳｼｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

(17) 32:53 (15) 43:36 (15) 1:12:28 (17) 1:44:41 (18) 1:56:41 (17) 2:14:28 (18) 2:33:37
(17) 32:53 (12) 10:43 (16) 28:52 (20) 32:13 (19) 12:00 (13) 17:47 (20) 19:09

19 2時間34分49秒 13 山形東 梁瀬　将史　[2] 加賀　康介　[1] 阿部　耀嵩　[1] 醍醐　賢輔　[2] 赤塚　亮太　[1] 松井　　傑　[1] 千葉　優人　[1]
鬼海　博行 ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ ｶｶﾞ ｺｳｽｹ ｱﾍﾞ ﾖｳｺｳ ﾀﾞｲｺﾞ ｹﾝｽｹ ｱｶﾂｶ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｲ ｽｸﾞﾙ ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ

(12) 32:22 (18) 44:23 (19) 1:14:21 (19) 1:45:15 (20) 1:57:55 (19) 2:16:55 (19) 2:34:49
(12) 32:22 (21) 12:01 (20) 29:58 (16) 30:54 (20) 12:40 (18) 19:00 (16) 17:54

20 2時間35分13秒 15 山形工業 日野　敏寛　[3] 栗原　直史　[1] 鈴木　康介　[1] 富樫　勇介　[2] 保刈　良太　[1] 齋藤　　哲　[1] 秋葉　一樹　[1]
大泉　智弘 ﾋﾉ ﾄｼﾋﾛ ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾌﾐ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ ﾎｶﾞﾘ ﾘｮｳﾀ ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ ｱｷﾊﾞ ｶｽﾞｷ

(20) 34:22 (20) 45:22 (20) 1:14:43 (20) 1:46:15 (19) 1:57:49 (20) 2:17:05 (20) 2:35:13
(20) 34:22 (16) 11:00 (17) 29:21 (18) 31:32 (17) 11:34 (19) 19:16 (17) 18:08

21 2時間44分59秒 18 寒河江工業 星野　佑典　[1] 前田　尚輝　[1] 佐藤　正和　[3] 安食　一成　[2] 江川　遼太　[1] 川越　充裕　[2] 市村　将平　[2]
髙橋　直人 ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ ﾏｴﾀ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ ｱｼﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ ｴｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｶﾜｺﾞｴ ｱﾂﾋﾛ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ

(21) 34:24 (21) 47:18 (21) 1:18:16 (21) 1:51:51 (21) 2:04:53 (21) 2:24:54 (21) 2:44:59
(21) 34:24 (22) 12:54 (21) 30:58 (22) 33:35 (22) 13:02 (22) 20:01 (22) 20:05

22 2時間45分59秒 17 山形市立商業 遠藤　直也　[1] 小林　政登　[1] 冨塚　真登　[1] 太田　貴宏　[2] 高橋　　孟　[2] 伊藤　　将　[1] 東海林　勇輝[2]
佐藤　潤一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ﾄﾐﾂｶ ﾏｺﾄ ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ ｲﾄｳ ﾏｻﾙ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｷ

(22) 36:47 (22) 48:22 (22) 1:20:30 (22) 1:53:28 (22) 2:06:13 (22) 2:25:58 (22) 2:45:59
(22) 36:47 (20) 11:35 (22) 32:08 (21) 32:58 (21) 12:45 (21) 19:45 (21) 20:01

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 区間記録 29:28 9:12 25:28 26:19 8:53 15:47 15:44
ESR:区間タイ記録 佐藤　寛才 嶋貫　大地 遠田　将人 佐藤　　翔 森谷　修平 大河原　謙人 菅原　　翼

酒田南 村山　佳悟 東海大学山形 酒田南 東海大学山形 東海大学山形 酒田南
東海大学山形
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女子第２０回 山形県高等学校駅伝競走大会

期日：平成２０年１０月２６日（日）　１３：０５スタート 審 判 長：鹿野　光正
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 監督 6.1275km 3.900km 2.920km 3.100km 5.050km
1 1時間11分55秒 18 山形城北 山川　美里　[3] 大江　茉莉香[3] 信夫　香織　[3] 遠藤　　咲　[2] 井上　まどか[1]

吉田　　進 ﾔﾏｶﾜ ﾐｻﾄ ｵｵｴ ﾏﾘｶ ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾘ ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ ｲﾉｳｴ ﾏﾄﾞｶ
(1) 20:45 (1) 34:13 (1) 44:16 (1) 54:28 (1) 1:11:55
(1) 20:45 (1) 13:28 (1) 10:03 (1) 10:12 NSR (1) 17:27

2 1時間16分37秒 9 米沢中央 須藤　千聖　[3] 鈴木　杏美　[3] 鹿俣　舞夕　[1] 海老名　穂　[1] 鈴木　美貴　[3]
澤田　賢一 ｽﾄｳ ﾁｻﾄ ｽｽﾞｷ ｱｽﾞﾐ ｶﾉﾏﾀ ﾏﾕ ｴﾋﾞﾅ ﾐﾉﾘ ｽｽﾞｷ ﾐｷ

(3) 21:51 (3) 36:17 (3) 47:39 (3) 58:57 (2) 1:16:37
(3) 21:51 (3) 14:26 (3) 11:22 (3) 11:18 (2) 17:40

3 1時間16分47秒 17 上山明新館 萩生田　千紗[2] 中原　真央　[2] 深瀬　真菜　[1] 佐藤　史織　[2] 國井　香菜　[2]
佐藤　　学 ﾊｷﾞｳﾀﾞ ﾁｻ ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ ﾌｶｾ ﾏﾅ ｻﾄｳ ｼｵﾘ ｸﾆｲ ｶﾅ

(2) 21:23 (2) 36:07 (2) 47:08 (2) 57:58 (3) 1:16:47
(2) 21:23 (4) 14:44 (2) 11:01 (2) 10:50 (4) 18:49

4 1時間17分19秒 20 東海大学山形 佐藤　智夏　[3] 佐藤　和香　[3] 梁瀬　夏美　[2] 横山　千穂　[2] 今野　　藍　[2]
小俣　富一 ｻﾄｳ ﾁｶ ｻﾄｳ ﾜｶ ﾔﾅｾ ﾅﾂﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾁﾎ ｺﾝﾉ ｱｲ

(4) 22:13 (4) 36:32 (4) 47:57 (4) 59:21 (4) 1:17:19
(4) 22:13 (2) 14:19 (4) 11:25 (4) 11:24 (3) 17:58

5 1時間20分17秒 13 山形北 斉藤　道子　[1] 阿部　萌里　[1] 須藤　　綾　[1] 原田　初美　[1] 小関　初実　[2]
五十嵐　徹 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ ｱﾍﾞ ﾓｴﾘ ｽﾄｳ ｱﾔ ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾂﾐ ｺｾｷ ﾊﾂﾐ

(7) 23:07 (5) 38:03 (5) 49:41 (5) 1:01:23 (5) 1:20:17
(7) 23:07 (5) 14:56 (5) 11:38 (8) 11:42 (5) 18:54

6 1時間21分58秒 12 山形西 小泉　千尋　[1] 星　紗也香　[1] 小澤　衣里　[2] 秋葉　小百合[2] 佐藤　聖香　[1]
髙橋　邦男 ｺｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ ﾎｼ ｻﾔｶ ｵｻﾞﾜ ｴﾘ ｱｷﾊﾞ ｻﾕﾘ ｻﾄｳ ｷﾖｶ

(9) 23:27 (6) 38:52 (6) 50:37 (6) 1:02:08 (6) 1:21:58
(9) 23:27 (6) 15:25 (6) 11:45 (6) 11:31 (8) 19:50

7 1時間22分41秒 16 山　辺 髙橋　　舞　[1] 鈴木　理紗　[1] 高橋　佳那江[1] 斎藤　怜美　[3] 川口　愛祐美[2]
佐藤　　吉 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ ｽｽﾞｷ ﾘｻ ﾀｶﾊｼ ｶﾅｴ ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ

(13) 23:49 (10) 39:43 (7) 51:32 (7) 1:03:26 (7) 1:22:41
(13) 23:49 (9) 15:54 (8) 11:49 (9) 11:54 (6) 19:15

8 1時間23分34秒 14 山形市立商業 菖蒲　美咲　[2] 今野　真理子[3] 近藤　博香　[3] 吉田　里紗　[2] 川合　千穂　[2]
佐藤　潤一 ｱﾔﾒ ﾐｻｷ ｺﾝﾉ ﾏﾘｺ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶ ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ ｶﾜｲ ﾁﾎ

(14) 23:50 (8) 39:34 (12) 52:15 (8) 1:03:50 (8) 1:23:34
(14) 23:50 (8) 15:44 (14) 12:41 (7) 11:35 (7) 19:44

9 1時間24分07秒 1 酒田東 池田　理紗　[1] 兵藤　　渚　[1] 佐藤　　梓　[1] 渋谷　晴海　[2] 髙橋　　栞　[1]
大澤　　勉 ｲｹﾀﾞ ﾘｻ ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ ｻﾄｳ ｱｽﾞｻ ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ ﾀｶﾊｼ ｼｵﾘ

(12) 23:44 (12) 39:56 (8) 51:44 (9) 1:03:51 (9) 1:24:07
(12) 23:44 (12) 16:12 (7) 11:48 (10) 12:07 (10) 20:16

10 1時間24分42秒 21 酒田高校選抜 石黒　杏奈　[2] 池田　結翔梨[2] 後藤　ひかり[2] 石川　沙耶　[1] 池田　千尋　[3]
髙橋　正知 ｲｼｸﾞﾛ ｱﾝﾅ ｲｹﾀﾞ ﾕｶﾘ ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾘ ｲｼｶﾜ ｻﾔ ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ

酒田商 酒田北 酒田商 酒田中央 酒田中央
(6) 23:01 (7) 39:22 (13) 52:51 (10) 1:04:18 (10) 1:24:42
(6) 23:01 (13) 16:21 (18) 13:29 (5) 11:27 (12) 20:24

11 1時間24分49秒 4 鶴岡北 難波　知里　[1] 池田　　響　[2] 阿部　実和　[1] 今野　夏希　[1] 阿部　希望　[2]
押井　真吾 ﾅﾝﾊﾞ ﾁｻﾄ ｲｹﾀﾞ ｷｮｳ ｱﾍﾞ ﾐﾜ ｺﾝﾉ ﾅﾂｷ ｱﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ

(16) 24:05 (11) 39:46 (9) 51:50 (13) 1:04:55 (11) 1:24:49
(16) 24:05 (7) 15:41 (12) 12:04 (16) 13:05 (9) 19:54

12 1時間25分08秒 2 酒田南 水落　玲奈　[1] 帯谷　　望　[1] 佐藤　千沙都[1] 篠原　　葵　[2] 遠田　瑞希　[1]
酒井　　聖 ﾐｽﾞｵﾁ ﾚｲﾅ ｵﾋﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ｻﾄｳ ﾁｻﾄ ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ ｴﾝﾀ ﾐｽﾞｷ

(17) 24:11 (14) 40:18 (11) 52:12 (11) 1:04:35 (12) 1:25:08
(17) 24:11 (11) 16:07 (9) 11:54 (11) 12:23 (14) 20:33

13 1時間25分46秒 3 鶴岡南 小細澤　葉月[1] 菅原　瑞希　[2] 鈴木　惟香　[2] 五十嵐　汀　[1] 小林　紘子　[2]
池田　正敏 ｺﾎﾞｿｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ ｲｶﾞﾗｼ ﾃｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ

(10) 23:36 (13) 40:12 (10) 52:10 (12) 1:04:37 (13) 1:25:46
(10) 23:36 (14) 16:36 (11) 11:58 (13) 12:27 (15) 21:09

14 1時間27分14秒 15 天　童 細矢　　咲　[2] 阿部　美咲　[2] 兼子　愛子　[2] 須藤　愛美　[1] 石山　奈央　[1]
今野　光人 ﾎｿﾔ ｻｷ ｱﾍﾞ ﾐｻｷ ｶﾈｺ ｱｲｺ ｽﾄｳ ﾏﾅﾐ ｲｼﾔﾏ ﾅｵ

(18) 24:50 (16) 40:54 (15) 53:26 (16) 1:06:43 (14) 1:27:14
(18) 24:50 (10) 16:04 (13) 12:32 (18) 13:17 (13) 20:31

15 1時間27分33秒 5 米沢興譲館 小林　愛実　[1] 荒川　ゆり　[2] 大池　響子　[1] 平中　絢子　[1] 情野　　葵　[3]
後藤　大助 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ ｱﾗｶﾜ ﾕﾘ ｵｵｲｹ ｷｮｳｺ ﾋﾗﾅｶ ｱﾔｺ ｾｲﾉ ｱｵｲ

(5) 22:57 (9) 39:41 (14) 53:12 (14) 1:05:38 (15) 1:27:33
(5) 22:57 (15) 16:44 (19) 13:31 (12) 12:26 (19) 21:55

16 1時間28分26秒 19 山本学園 菅原　美紗貴[3] 金原　奈津美[2] 太田　千尋　[3] 太田　早紀　[2] 遠藤　泉輝　[3]
関　　義人 ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｻｷ ｶﾈﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ ｵｵﾀ ｻｷ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ

(8) 23:16 (15) 40:43 (16) 53:40 (15) 1:06:23 (16) 1:28:26
(8) 23:16 (17) 17:27 (16) 12:57 (14) 12:43 (20) 22:03

17 1時間29分08秒 11 新庄神室産業 髙橋　麻希　[2] 小野　未来　[3] 黒坂　奈七　[2] 津藤　　恵　[2] 髙橋　夏実　[2]
後藤　　肇 ﾀｶﾊｼ ﾏｷ ｵﾉ ﾐｸ ｸﾛｻｶ ﾅﾅ ﾂﾄｳ ﾒｸﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ

(15) 23:56 (18) 42:55 (17) 54:49 (17) 1:07:56 (17) 1:29:08
(15) 23:56 (21) 18:59 (9) 11:54 (17) 13:07 (16) 21:12

18 1時間29分52秒 7 長　井 工藤　真由　[2] 男鹿　眞樹　[1] 鈴木　乃里子[1] 結城　もえ　[1] 佐藤　愛美　[1]
佐藤　剛郎 ｸﾄﾞｳ ﾏﾕ ｵｼﾞｶ ﾏｷ ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ ﾕｳｷ ﾓｴ ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ

(11) 23:43 (17) 41:46 (18) 55:02 (18) 1:09:31 (18) 1:29:52
(11) 23:43 (18) 18:03 (17) 13:16 (20) 14:29 (11) 20:21

19 1時間32分41秒 10 楯　岡 狩野　温子　[2] 伊藤　茂世　[2] 渡辺　千晶　[1] 大山　綾奈　[2] 佐藤　成美　[2]
遠藤　　久 ｶﾉ ｱﾂｺ ｲﾄｳ ｼｹﾞﾖ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｱｷ ｵｵﾔﾏ ｱﾔﾅ ｻﾄｳ ﾅﾙﾐ

(21) 28:16 (20) 45:22 (19) 58:04 (19) 1:10:47 (19) 1:32:41
(21) 28:16 (16) 17:06 (15) 12:42 (14) 12:43 (18) 21:54

20 1時間34分57秒 6 高　畠 佐藤　琢美　[1] 菊地　空美　[1] 安藤　友恵　[2] 松原　未奈　[1] 嶋貫　華絵　[1]
井家　勝己 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ｷｸﾁ ｸﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｴ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾅ ｼﾏﾇｷ ﾊﾅｴ

(19) 25:06 (19) 43:54 (20) 58:47 (21) 1:13:28 (20) 1:34:57
(19) 25:06 (19) 18:48 (21) 14:53 (21) 14:41 (17) 21:29

21 1時間35分26秒 8 南　陽 高梨　千里　[3] 小杉　法子　[2] 中村　友紀　[2] 島津　亜紀　[3] 安部　　栞　[1]
石垣　浩一朗 ﾀｶﾅｼ ﾁｻﾄ ｺｽｷﾞ ﾉﾘｺ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ ｼﾏﾂ ｱｷ ｱﾍﾞ ｼｵﾘ

(20) 26:42 (21) 45:38 (21) 59:12 (20) 1:13:20 (21) 1:35:26
(20) 26:42 (20) 18:56 (20) 13:34 (19) 14:08 (21) 22:06

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 区間記録 20:12 12:52 9:50 10:21 17:14
ESR:区間タイ記録 富樫　愛咲 石山　真紀子 五十嵐　藍 池田　有花 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  21 東海大学山形   1   4   1   1   1   1   1   2:13:36                          

  2  10 米沢中央       8   6   4   3   2   2   2   2:15:34                          

  3  16 山形中央       4   3   3   2   3   3   3   2:16:54                          

  4   6 米沢工業       2   5   2   4   4   4   4   2:17:53                          

  5   3 酒田南         6   1   5   5   5   5   5   2:18:56                          

  6   4 鶴岡工業       5   2   6   6   6   6   6   2:21:13                          

  7  14 山形南         9   9  10   8   7   7   7   2:23:54                          

  8  12 北村山         3   7   8   7   8   8   8   2:24:24                          

  9  19 上山明新館    15  10   9  11  10   9   9   2:24:51                          

 10  20 日本大学山形   7   8   7   9   9  10  10   2:25:43                          

 11   9 九里学園      16  14  12  14  12  12  11   2:27:43                          

 12   2 酒田工業      14  17  14  12  13  13  12   2:28:01                          

 13  11 新庄神室産業  19  19  17  15  15  14  13   2:28:51                          

 14   7 高 畠        11  11  11  10  11  11  14   2:28:54                          

 15  22 村山混成      13  12  16  16  16  16  15   2:30:49                          

 16   8 長 井        10  13  13  13  14  15  16   2:31:34                          

 17   5 鶴岡中央      18  16  18  18  17  18  17   2:32:04                          

 18   1 酒田東        17  15  15  17  18  17  18   2:33:37                          

 19  13 山形東        12  18  19  19  20  19  19   2:34:49                          

 20  15 山形工業      20  20  20  20  19  20  20   2:35:13                          

 21  18 寒河江工業    21  21  21  21  21  21  21   2:44:59                          

 22  17 山形市立商業  22  22  22  22  22  22  22   2:45:59                          
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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  18 山形城北       1   1   1   1   1   1:11:55                          

  2   9 米沢中央       3   3   3   3   2   1:16:37                          

  3  17 上山明新館     2   2   2   2   3   1:16:47                          

  4  20 東海大学山形   4   4   4   4   4   1:17:19                          

  5  13 山形北         7   5   5   5   5   1:20:17                          

  6  12 山形西         9   6   6   6   6   1:21:58                          

  7  16 山 辺        13  10   7   7   7   1:22:41                          

  8  14 山形市立商業  14   8  12   8   8   1:23:34                          

  9   1 酒田東        12  12   8   9   9   1:24:07                          

 10  21 酒田高校選抜   6   7  13  10  10   1:24:42                          

 11   4 鶴岡北        16  11   9  13  11   1:24:49                          

 12   2 酒田南        17  14  11  11  12   1:25:08                          

 13   3 鶴岡南        10  13  10  12  13   1:25:46                          

 14  15 天 童        18  16  15  16  14   1:27:14                          

 15   5 米沢興譲館     5   9  14  14  15   1:27:33                          

 16  19 山本学園       8  15  16  15  16   1:28:26                          

 17  11 新庄神室産業  15  18  17  17  17   1:29:08                          

 18   7 長 井        11  17  18  18  18   1:29:52                          

 19  10 楯 岡        21  20  19  19  19   1:32:41                          

 20   6 高 畠        19  19  20  21  20   1:34:57                          

 21   8 南 陽        20  21  21  20  21   1:35:26                          
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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[  29:28]            

 
 
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   21   30:46 東海大学山形 土屋  毅 [3]      山 形・東海大山形                       30:46 (  1) 
                  田宮  健   ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ              
   2    6   30:50 米沢工業     鈴木  翔 [2]      山 形・米沢工                           30:50 (  2) 
                  白石 栄治   ｽｽﾞｷ ｼｮｳ             
   3   12   30:51 北村山       杉沼 聖平 [3]      山 形・北村山                           30:51 (  3) 
                  叶内 公章   ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ          
   4   16   30:51 山形中央     齋藤 真也 [1]      山 形・山形中央                         30:51 (  4) 
                  阿部  孝   ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ             
   5    4   30:53 鶴岡工業     梅木 侑介 [2]      山 形・鶴岡工                           30:53 (  5) 
                  藤田 雅彦   ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ             
   6    3   30:55 酒田南       門脇 幸汰 [2]      山 形・酒田南                           30:55 (  6) 
                  阿部  亮   ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ            
   7   20   31:10 日本大学山形 髙橋  大 [2]      山 形・日大山形                         31:10 (  7) 
                  村田  亨   ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲ             
   8   10   31:17 米沢中央     髙橋 竜太 [3]      山 形・米沢中央                         31:17 (  8) 
                  澤田 賢一   ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ            
   9   14   31:47 山形南       渡邉 和史 [2]      山 形・山形南                           31:47 (  9) 
                  門脇 朋広   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ          
  10    8   32:06 長 井       紺野  凌 [1]      山 形・長 井                           32:06 ( 10) 
                  佐藤 剛郎   ｺﾝﾉ ﾘｮｳ              
  11    7   32:06 高 畠       半谷  遥 [3]      山 形・高 畠                           32:06 ( 11) 
                  蛯名 恵介   ﾊﾝｶﾞｲ ﾖｳ             
  12   13   32:22 山形東       梁瀬 将史 [2]      山 形・山形東                           32:22 ( 12) 
                  鬼海 博行   ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ             
  13   22   32:30 村山混成     田中 佑太 [2]      山 形・山形電波工                       32:30 ( 13) 
                  角田 龍亮   ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ              
  14    2   32:30 酒田工業     浅藤 優典 [2]      山 形・酒田工                           32:30 ( 14) 
                  梁瀬  誠   ｱｻﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ           
  15   19   32:35 上山明新館   杉山 俊紘 [2]      山 形・上山明新館                       32:35 ( 15) 
                  佐藤  学   ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ           
  16    9   32:43 九里学園     伊藤 将太 [2]      山 形・九里学園                         32:43 ( 16) 
                  本田 米子   ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ             
  17    1   32:53 酒田東       佐藤 直之 [2]      山 形・酒田東                           32:53 ( 17) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ             
  18    5   33:01 鶴岡中央     齋藤  周 [1]      山 形・鶴岡中央                         33:01 ( 18) 
                  後藤 正樹   ｻｲﾄｳ ｼｭｳ             
  19   11   33:35 新庄神室産業 小野 敬輝 [2]      山 形・神室産業                         33:35 ( 19) 
                  後藤  肇   ｵﾉ ﾖｼｷ               
  20   15   34:22 山形工業     日野 敏寛 [3]      山 形・山形工                           34:22 ( 20) 
                  大泉 智弘   ﾋﾉ ﾄｼﾋﾛ              
  21   18   34:24 寒河江工業   星野 佑典 [1]      山 形・寒河江工                         34:24 ( 21) 
                  髙橋 直人   ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ             
  22   17   36:47 山形市立商業 遠藤 直也 [1]      山 形・山形商                           36:47 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ            
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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    3    9:28 酒田南       今野 雄二郎[2]      山 形・酒田南                           40:23 (  1) 
                  阿部  亮   ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ           
   2    4    9:36 鶴岡工業     本間 優太 [1]      山 形・鶴岡工                           40:29 (  2) 
                  藤田 雅彦   ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ              
   3   10    9:44 米沢中央     小林 茂樹 [1]      山 形・米沢中央                         41:01 (  6) 
                  澤田 賢一   ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ           
   3   16    9:44 山形中央     佐藤  完 [1]      山 形・山形中央                         40:35 (  3) 
                  阿部  孝   ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ              
   5    6    9:52 米沢工業     土屋 達也 [2]      山 形・米沢工                           40:42 (  5) 
                  白石 栄治   ﾂﾁﾔ ﾀﾂﾔ              
   6   21    9:55 東海大学山形 後藤 拓也 [3]      山 形・東海大山形                       40:41 (  4) 
                  田宮  健   ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ             
   7   20   10:02 日本大学山形 桜井  渉 [2]      山 形・日大山形                         41:12 (  8) 
                  村田  亨   ｻｸﾗｲ ﾜﾀﾙ             
   8   19   10:08 上山明新館   小野 拓也 [2]      山 形・上山明新館                       42:43 ( 10) 
                  佐藤  学   ｵﾉ ﾀｸﾔ               
   9   14   10:11 山形南       齊藤 文哉 [2]      山 形・山形南                           41:58 (  9) 
                  門脇 朋広   ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ             
  10   12   10:16 北村山       奥山 克也 [3]      山 形・北村山                           41:07 (  7) 
                  叶内 公章   ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾔ             
  11   22   10:25 村山混成     髙橋 遼祐 [1]      山 形・天 童                           42:55 ( 12) 
                  角田 龍亮   ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ           
  12    1   10:43 酒田東       鈴木 直人 [2]      山 形・酒田東                           43:36 ( 15) 
                  大澤  勉   ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ             
  12    5   10:43 鶴岡中央     佐藤 貴樹 [3]      山 形・鶴岡中央                         43:44 ( 16) 
                  後藤 正樹   ｻﾄｳ ﾀｶｷ              
  14    9   10:46 九里学園     安孫子 俊志[3]      山 形・九里学園                         43:29 ( 14) 
                  本田 米子   ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾋﾛ            
  15    7   10:47 高 畠       山川 宏実 [2]      山 形・高 畠                           42:53 ( 11) 
                  蛯名 恵介   ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾐ             
  16   15   11:00 山形工業     栗原 直史 [1]      山 形・山形工                           45:22 ( 20) 
                  大泉 智弘   ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾌﾐ            
  17    8   11:17 長 井       遠藤  大 [1]      山 形・長 井                           43:23 ( 13) 
                  佐藤 剛郎   ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ            
  18   11   11:24 新庄神室産業 菅野 陽介 [3]      山 形・神室産業                         44:59 ( 19) 
                  後藤  肇   ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ            
  19    2   11:28 酒田工業     佐藤 海里 [1]      山 形・酒田工                           43:58 ( 17) 
                  梁瀬  誠   ｻﾄｳ ｶｲﾘ              
  20   17   11:35 山形市立商業 小林 政登 [1]      山 形・山形商                           48:22 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ            
  21   13   12:01 山形東       加賀 康介 [1]      山 形・山形東                           44:23 ( 18) 
                  鬼海 博行   ｶｶﾞ ｺｳｽｹ             
  22   18   12:54 寒河江工業   前田 尚輝 [1]      山 形・寒河江工                         47:18 ( 21) 
                  髙橋 直人   ﾏｴﾀ ﾅｵｷ              
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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[  25:28]                                                                

 
 
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   21   25:11 東海大学山形 村山 佳悟 [2]      山 形・東海大山形           NSR       1:05:52 (  1) 
                  田宮  健   ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ            
   2    6   25:30 米沢工業     佐藤 真二 [2]      山 形・米沢工                         1:06:12 (  2) 
                  白石 栄治   ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ             
   3   10   25:49 米沢中央     後藤 省吾 [2]      山 形・米沢中央                       1:06:50 (  4) 
                  澤田 賢一   ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｺﾞ           
   4   16   26:10 山形中央     菅  高邑 [2]      山 形・山形中央                       1:06:45 (  3) 
                  阿部  孝   ｶﾝ ﾀｶﾑﾗ              
   5   19   26:57 上山明新館   松村 佳央 [2]      山 形・上山明新館                     1:09:40 (  9) 
                  佐藤  学   ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｵ             
   6    3   27:15 酒田南       田中  亮 [2]      山 形・酒田南                         1:07:38 (  5) 
                  阿部  亮   ﾀﾅｶ ﾘｮｳ              
   7    4   27:26 鶴岡工業     伊藤 成喜 [3]      山 形・鶴岡工                         1:07:55 (  6) 
                  藤田 雅彦   ｲﾄｳ ｾｲｷ              
   8   20   27:35 日本大学山形 佐藤 圭助 [2]      山 形・日大山形                       1:08:47 (  7) 
                  村田  亨   ｻﾄｳ ｹｲｽｹ             
   9    9   27:45 九里学園     山口 廣紀 [3]      山 形・九里学園                       1:11:14 ( 12) 
                  本田 米子   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ           
  10    7   27:51 高 畠       高梨  亮 [3]      山 形・高 畠                         1:10:44 ( 11) 
                  蛯名 恵介   ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳ             
  11    2   27:55 酒田工業     石川 雄大 [1]      山 形・酒田工                         1:11:53 ( 14) 
                  梁瀬  誠   ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ             
  12    8   27:56 長 井       佐藤 雄貴 [2]      山 形・長 井                         1:11:19 ( 13) 
                  佐藤 剛郎   ｻﾄｳ ﾕｳｷ              
  13   14   28:10 山形南       上妻 嵩季 [2]      山 形・山形南                         1:10:08 ( 10) 
                  門脇 朋広   ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾄｼ           
  14   11   28:15 新庄神室産業 小國 隼人 [2]      山 形・神室産業                       1:13:14 ( 17) 
                  後藤  肇   ｵｸﾞﾆ ﾊﾔﾄ             
  14   12   28:15 北村山       渡邊 慎吾 [3]      山 形・北村山                         1:09:22 (  8) 
                  叶内 公章   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ           
  16    1   28:52 酒田東       佐藤 泰介 [2]      山 形・酒田東                         1:12:28 ( 15) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ             
  17   15   29:21 山形工業     鈴木 康介 [1]      山 形・山形工                         1:14:43 ( 20) 
                  大泉 智弘   ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ            
  18    5   29:33 鶴岡中央     和田 信二 [3]      山 形・鶴岡中央                       1:13:17 ( 18) 
                  後藤 正樹   ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ             
  19   22   29:46 村山混成     小山 大地 [2]      山 形・寒河江                         1:12:41 ( 16) 
                  角田 龍亮   ｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ             
  20   13   29:58 山形東       阿部 耀嵩 [1]      山 形・山形東                         1:14:21 ( 19) 
                  鬼海 博行   ｱﾍﾞ ﾖｳｺｳ             
  21   18   30:58 寒河江工業   佐藤 正和 [3]      山 形・寒河江工                       1:18:16 ( 21) 
                  髙橋 直人   ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ            
  22   17   32:08 山形市立商業 冨塚 真登 [1]      山 形・山形商                         1:20:30 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ﾄﾐﾂｶ ﾏｺﾄ             
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 



10 

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   21   26:45 東海大学山形 大河原 謙人[2]      山 形・東海大山形                     1:32:37 (  1) 
                  田宮  健   ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ            
   2   10   27:36 米沢中央     渡部 祐治 [2]      山 形・米沢中央                       1:34:26 (  3) 
                  澤田 賢一   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ           
   3   16   27:38 山形中央     渡辺 航旗 [3]      山 形・山形中央                       1:34:23 (  2) 
                  阿部  孝   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ            
   4    6   28:26 米沢工業     遠藤 昭洋 [3]      山 形・米沢工                         1:34:38 (  4) 
                  白石 栄治   ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ           
   5    3   28:43 酒田南       佐藤 大樹 [3]      山 形・酒田南                         1:36:21 (  5) 
                  阿部  亮   ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ             
   6    7   29:00 高 畠       佐藤 大樹 [2]      山 形・高 畠                         1:39:44 ( 10) 
                  蛯名 恵介   ｻﾄｳ ﾋﾛｷ              
   7    4   29:07 鶴岡工業     佐藤 駿行 [3]      山 形・鶴岡工                         1:37:02 (  6) 
                  藤田 雅彦   ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ             
   8   14   29:10 山形南       八代 洸允 [2]      山 形・山形南                         1:39:18 (  8) 
                  門脇 朋広   ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾌﾞ            
   9    2   29:37 酒田工業     梅川 洋一 [2]      山 形・酒田工                         1:41:30 ( 12) 
                  梁瀬  誠   ｳﾒｶﾜ ﾖｳｲﾁ            
  10   12   29:47 北村山       原田 健人 [2]      山 形・北村山                         1:39:09 (  7) 
                  叶内 公章   ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾄ             
  11   11   29:50 新庄神室産業 桂田 佳輝 [3]      山 形・神室産業                       1:43:04 ( 15) 
                  後藤  肇   ｶﾂﾗﾀﾞ ﾖｼｷ            
  12    8   30:18 長 井       舩山 信一朗[1]      山 形・長 井                         1:41:37 ( 13) 
                  佐藤 剛郎   ﾌﾅﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ          
  12   19   30:18 上山明新館   高橋 洸樹 [1]      山 形・上山明新館                     1:39:58 ( 11) 
                  佐藤  学   ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ             
  14    9   30:40 九里学園     広瀬 七生 [1]      山 形・九里学園                       1:41:54 ( 14) 
                  本田 米子   ﾋﾛｾ ﾅﾅｵ              
  14   20   30:40 日本大学山形 結城  渉 [1]      山 形・日大山形                       1:39:27 (  9) 
                  村田  亨   ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ              
  16   13   30:54 山形東       醍醐 賢輔 [2]      山 形・山形東                         1:45:15 ( 19) 
                  鬼海 博行   ﾀﾞｲｺﾞ ｹﾝｽｹ           
  17   22   31:09 村山混成     飯野 健太郎[2]      山 形・山形電波工                     1:43:50 ( 16) 
                  角田 龍亮   ｲｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ            
  18   15   31:32 山形工業     富樫 勇介 [2]      山 形・山形工                         1:46:15 ( 20) 
                  大泉 智弘   ﾄｶﾞｼ ﾕｳｽｹ            
  19    5   31:42 鶴岡中央     齋藤 幸弘 [2]      山 形・鶴岡中央                       1:44:59 ( 18) 
                  後藤 正樹   ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ            
  20    1   32:13 酒田東       髙橋 拓也 [2]      山 形・酒田東                         1:44:41 ( 17) 
                  大澤  勉   ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ             
  21   17   32:58 山形市立商業 太田 貴宏 [2]      山 形・山形商                         1:53:28 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ             
  22   18   33:35 寒河江工業   安食 一成 [2]      山 形・寒河江工                       1:51:51 ( 21) 
                  髙橋 直人   ｱｼﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ           
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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[   8:53]                                                                

 
 
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   10    9:26 米沢中央     村田 大将 [3]      山 形・米沢中央                       1:43:52 (  2) 
                  澤田 賢一   ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ            
   2    3    9:42 酒田南       伊藤 大輔 [1]      山 形・酒田南                         1:46:03 (  5) 
                  阿部  亮   ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ            
   3   21    9:45 東海大学山形 中村 和誠 [3]      山 形・東海大山形                     1:42:22 (  1) 
                  田宮  健   ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ           
   4   14    9:48 山形南       石山 博一 [1]      山 形・山形南                         1:49:06 (  7) 
                  門脇 朋広   ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ           
   5   16    9:51 山形中央     渡辺 昂太 [3]      山 形・山形中央                       1:44:14 (  3) 
                  阿部  孝   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ            
   6    6   10:05 米沢工業     大滝  侃 [2]      山 形・米沢工                         1:44:43 (  4) 
                  白石 栄治   ｵｵﾀｷ ﾂﾖｼ             
   7    4   10:15 鶴岡工業     小林  奨 [2]      山 形・鶴岡工                         1:47:17 (  6) 
                  藤田 雅彦   ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ            
   8   12   10:29 北村山       有路 圭佑 [1]      山 形・北村山                         1:49:38 (  8) 
                  叶内 公章   ｱﾘｼﾞ ｹｲｽｹ            
   9   20   10:37 日本大学山形 遠藤 義之 [1]      山 形・日大山形                       1:50:04 (  9) 
                  村田  亨   ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ           
  10   11   10:44 新庄神室産業 佐藤 将太 [2]      山 形・神室産業                       1:53:48 ( 15) 
                  後藤  肇   ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ             
  11    9   10:48 九里学園     齋藤 圭佑 [3]      山 形・九里学園                       1:52:42 ( 12) 
                  本田 米子   ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ            
  12   19   10:50 上山明新館   吉田  智 [1]      山 形・上山明新館                     1:50:48 ( 10) 
                  佐藤  学   ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ             
  12   22   10:50 村山混成     武田 和也 [3]      山 形・山形電波工                     1:54:40 ( 16) 
                  角田 龍亮   ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ            
  14    5   11:15 鶴岡中央     秋野 忠彦 [1]      山 形・鶴岡中央                       1:56:14 ( 17) 
                  後藤 正樹   ｱｷﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ            
  15    2   11:24 酒田工業     齋藤 利範 [2]      山 形・酒田工                         1:52:54 ( 13) 
                  梁瀬  誠   ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ            
  16    7   11:30 高 畠       神野 亮平 [2]      山 形・高 畠                         1:51:14 ( 11) 
                  蛯名 恵介   ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾍｲ            
  17   15   11:34 山形工業     保刈 良太 [1]      山 形・山形工                         1:57:49 ( 19) 
                  大泉 智弘   ﾎｶﾞﾘ ﾘｮｳﾀ            
  18    8   11:42 長 井       舩山 聡太 [1]      山 形・長 井                         1:53:19 ( 14) 
                  佐藤 剛郎   ﾌﾅﾔﾏ ｿｳﾀ             
  19    1   12:00 酒田東       土門 洋祐 [1]      山 形・酒田東                         1:56:41 ( 18) 
                  大澤  勉   ﾄﾞﾓﾝ ﾖｳｽｹ            
  20   13   12:40 山形東       赤塚 亮太 [1]      山 形・山形東                         1:57:55 ( 20) 
                  鬼海 博行   ｱｶﾂｶ ﾘｮｳﾀ            
  21   17   12:45 山形市立商業 高橋  孟 [2]      山 形・山形商                         2:06:13 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ             
  22   18   13:02 寒河江工業   江川 遼太 [1]      山 形・寒河江工                       2:04:53 ( 21) 
                  髙橋 直人   ｴｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ            
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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[  15:47]                                           

 
 
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   21   15:42 東海大学山形 竹内 竜真 [1]      山 形・東海大山形           NSR       1:58:04 (  1) 
                  田宮  健   ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ            
   2   10   15:48 米沢中央     松元  航 [1]      山 形・米沢中央                       1:59:40 (  2) 
                  澤田 賢一   ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ             
   3   16   16:17 山形中央     木野 安騎史[1]      山 形・山形中央                       2:00:31 (  3) 
                  阿部  孝   ｷﾉ ｱｷﾌﾐ              
   4    3   16:35 酒田南       佐藤  隼 [1]      山 形・酒田南                         2:02:38 (  5) 
                  阿部  亮   ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ             
   5    6   17:01 米沢工業     佐々木 翔 [2]      山 形・米沢工                         2:01:44 (  4) 
                  白石 栄治   ｻｻｷ ｼｮｳ              
   6   19   17:05 上山明新館   後藤  駿 [1]      山 形・上山明新館                     2:07:53 (  9) 
                  佐藤  学   ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝ             
   7    4   17:10 鶴岡工業     松田 晃文 [3]      山 形・鶴岡工                         2:04:27 (  6) 
                  藤田 雅彦   ﾏﾂﾀ ｱｷﾌﾐ             
   8    2   17:22 酒田工業     阿曽 伸行 [2]      山 形・酒田工                         2:10:16 ( 13) 
                  梁瀬  誠   ｱｿ ﾉﾌﾞﾕｷ             
   9    9   17:33 九里学園     佐藤 広樹 [1]      山 形・九里学園                       2:10:15 ( 12) 
                  本田 米子   ｻﾄｳ ﾋﾛｷ              
  10   14   17:35 山形南       斉藤  颯 [1]      山 形・山形南                         2:06:41 (  7) 
                  門脇 朋広   ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ             
  11   12   17:43 北村山       大場 絋平 [2]      山 形・北村山                         2:07:21 (  8) 
                  叶内 公章   ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ            
  12   11   17:46 新庄神室産業 伊藤 拓也 [2]      山 形・神室産業                       2:11:34 ( 14) 
                  後藤  肇   ｲﾄｳ ﾀｸﾔ              
  13    1   17:47 酒田東       佐々木 優翔[2]      山 形・酒田東                         2:14:28 ( 17) 
                  大澤  勉   ｻｻｷ ﾕｳｼｮｳ            
  14   22   18:19 村山混成     尾形 国士 [1]      山 形・山形電波工                     2:12:59 ( 16) 
                  角田 龍亮   ｵｶﾞﾀ ｺｸｼ             
  15   20   18:20 日本大学山形 小林 武史 [1]      山 形・日大山形                       2:08:24 ( 10) 
                  村田  亨   ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ            
  16    5   18:38 鶴岡中央     佐藤 航輝 [1]      山 形・鶴岡中央                       2:14:52 ( 18) 
                  後藤 正樹   ｻﾄｳ ｺｳｷ              
  17    7   18:55 高 畠       鈴木 雄也 [2]      山 形・高 畠                         2:10:09 ( 11) 
                  蛯名 恵介   ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ             
  18   13   19:00 山形東       松井  傑 [1]      山 形・山形東                         2:16:55 ( 19) 
                  鬼海 博行   ﾏﾂｲ ｽｸﾞﾙ             
  19   15   19:16 山形工業     齋藤  哲 [1]      山 形・山形工                         2:17:05 ( 20) 
                  大泉 智弘   ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ             
  20    8   19:24 長 井       佐藤 神武 [1]      山 形・長 井                         2:12:43 ( 15) 
                  佐藤 剛郎   ｻﾄｳ ｼﾞﾝﾑ             
  21   17   19:45 山形市立商業 伊藤  将 [1]      山 形・山形商                         2:25:58 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ｲﾄｳ ﾏｻﾙ              
  22   18   20:01 寒河江工業   川越 充裕 [2]      山 形・寒河江工                       2:24:54 ( 21) 
                  髙橋 直人   ｶﾜｺﾞｴ ｱﾂﾋﾛ           
                                                                      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   21   15:32 東海大学山形 森谷 修平 [2]      山 形・東海大山形           NSR       2:13:36 (  1) 
                  田宮  健   ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ            
   2   10   15:54 米沢中央     加地 史明 [3]      山 形・米沢中央                       2:15:34 (  2) 
                  澤田 賢一   ｶｼﾞ ﾌﾐｱｷ             
   3    6   16:09 米沢工業     柘植 俊成 [2]      山 形・米沢工                         2:17:53 (  4) 
                  白石 栄治   ﾂｹﾞ ﾄｼﾅﾘ             
   4    3   16:18 酒田南       橘  裕気 [1]      山 形・酒田南                         2:18:56 (  5) 
                  阿部  亮   ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ            
   5   16   16:23 山形中央     菅野 智也 [3]      山 形・山形中央                       2:16:54 (  3) 
                  阿部  孝   ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ              
   6    4   16:46 鶴岡工業     渡部  諒 [3]      山 形・鶴岡工                         2:21:13 (  6) 
                  藤田 雅彦   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ            
   7   19   16:58 上山明新館   菅沼 海咲 [1]      山 形・上山明新館                     2:24:51 (  9) 
                  佐藤  学   ｽｶﾞﾇﾏ ﾐｻｷ            
   8   12   17:03 北村山       小沼  翔 [3]      山 形・北村山                         2:24:24 (  8) 
                  叶内 公章   ｺﾇﾏ ｼｮｳ              
   9    5   17:12 鶴岡中央     上村 優太 [3]      山 形・鶴岡中央                       2:32:04 ( 17) 
                  後藤 正樹   ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ             
  10   14   17:13 山形南       推名 正樹 [1]      山 形・山形南                         2:23:54 (  7) 
                  門脇 朋広   ｽｲﾅ ﾏｻｷ              
  11   11   17:17 新庄神室産業 三嶋 隆之 [2]      山 形・神室産業                       2:28:51 ( 13) 
                  後藤  肇   ﾐｼﾏ ﾀｶﾕｷ             
  12   20   17:19 日本大学山形 原田 祥平 [2]      山 形・日大山形                       2:25:43 ( 10) 
                  村田  亨   ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ           
  13    9   17:28 九里学園     安部 力矢 [2]      山 形・九里学園                       2:27:43 ( 11) 
                  本田 米子   ｱﾍﾞ ﾘｷﾔ              
  14    2   17:45 酒田工業     小野寺 和祥[3]      山 形・酒田工                         2:28:01 ( 12) 
                  梁瀬  誠   ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｻ           
  15   22   17:50 村山混成     髙橋 翔汰 [2]      山 形・天 童                         2:30:49 ( 15) 
                  角田 龍亮   ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ            
  16   13   17:54 山形東       千葉 優人 [1]      山 形・山形東                         2:34:49 ( 19) 
                  鬼海 博行   ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ              
  17   15   18:08 山形工業     秋葉 一樹 [1]      山 形・山形工                         2:35:13 ( 20) 
                  大泉 智弘   ｱｷﾊﾞ ｶｽﾞｷ            
  18    7   18:45 高 畠       新江 研二 [1]      山 形・高 畠                         2:28:54 ( 14) 
                  蛯名 恵介   ｱﾗｴ ｹﾝｼﾞ             
  19    8   18:51 長 井       紺野 天地 [1]      山 形・長 井                         2:31:34 ( 16) 
                  佐藤 剛郎   ｺﾝﾉ ﾃﾝﾁ              
  20    1   19:09 酒田東       池田 義貴 [1]      山 形・酒田東                         2:33:37 ( 18) 
                  大澤  勉   ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ            
  21   17   20:01 山形市立商業 東海林 勇輝[2]      山 形・山形商                         2:45:59 ( 22) 
                  佐藤 潤一   ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｷ           
  22   18   20:05 寒河江工業   市村 将平 [2]      山 形・寒河江工                       2:44:59 ( 21) 
                  髙橋 直人   ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ           
                                                                      NSR:区間新記録 New Sect. Record 
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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   18   20:45 山形城北     山川 美里 [3]      山 形・山形城北                         20:45 (  1) 
                  吉田  進   ﾔﾏｶﾜ ﾐｻﾄ             
   2   17   21:23 上山明新館   萩生田 千紗[2]      山 形・上山明新館                       21:23 (  2) 
                  佐藤  学   ﾊｷﾞｳﾀﾞ ﾁｻ            
   3    9   21:51 米沢中央     須藤 千聖 [3]      山 形・米沢中央                         21:51 (  3) 
                  澤田 賢一   ｽﾄｳ ﾁｻﾄ              
   4   20   22:13 東海大学山形 佐藤 智夏 [3]      山 形・東海大山形                       22:13 (  4) 
                  小俣 富一   ｻﾄｳ ﾁｶ               
   5    5   22:57 米沢興譲館   小林 愛実 [1]      山 形・米沢興譲館                       22:57 (  5) 
                  後藤 大助   ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ            
   6   21   23:01 酒田高校選抜 石黒 杏奈 [2]      山 形・酒田商                           23:01 (  6) 
                  髙橋 正知   ｲｼｸﾞﾛ ｱﾝﾅ            
   7   13   23:07 山形北       斉藤 道子 [1]      山 形・山形北                           23:07 (  7) 
                  五十嵐 徹   ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ             
   8   19   23:16 山本学園     菅原 美紗貴[3]      山 形・山本学園                         23:16 (  8) 
                  関  義人   ｽｶﾞﾊﾗ ﾐｻｷ            
   9   12   23:27 山形西       小泉 千尋 [1]      山 形・山形西                           23:27 (  9) 
                  髙橋 邦男   ｺｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ            
  10    3   23:36 鶴岡南       小細澤 葉月[1]      山 形・鶴岡南                           23:36 ( 10) 
                  池田 正敏   ｺﾎﾞｿｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ         
  11    7   23:43 長 井       工藤 真由 [2]      山 形・長 井                           23:43 ( 11) 
                  佐藤 剛郎   ｸﾄﾞｳ ﾏﾕ              
  12    1   23:44 酒田東       池田 理紗 [1]      山 形・酒田東                           23:44 ( 12) 
                  大澤  勉   ｲｹﾀﾞ ﾘｻ              
  13   16   23:49 山 辺       髙橋  舞 [1]      山 形・山 辺                           23:49 ( 13) 
                  佐藤  吉   ﾀｶﾊｼ ﾏｲ              
  14   14   23:50 山形市立商業 菖蒲 美咲 [2]      山 形・山形商                           23:50 ( 14) 
                  佐藤 潤一   ｱﾔﾒ ﾐｻｷ              
  15   11   23:56 新庄神室産業 髙橋 麻希 [2]      山 形・神室産業                         23:56 ( 15) 
                  後藤  肇   ﾀｶﾊｼ ﾏｷ              
  16    4   24:05 鶴岡北       難波 知里 [1]      山 形・鶴岡北                           24:05 ( 16) 
                  押井 真吾   ﾅﾝﾊﾞ ﾁｻﾄ             
  17    2   24:11 酒田南       水落 玲奈 [1]      山 形・酒田南                           24:11 ( 17) 
                  酒井  聖   ﾐｽﾞｵﾁ ﾚｲﾅ            
  18   15   24:50 天 童       細矢  咲 [2]      山 形・天 童                           24:50 ( 18) 
                  今野 光人   ﾎｿﾔ ｻｷ               
  19    6   25:06 高 畠       佐藤 琢美 [1]      山 形・高 畠                           25:06 ( 19) 
                  井家 勝己   ｻﾄｳ ﾀｸﾐ              
  20    8   26:42 南 陽       高梨 千里 [3]      山 形・南 陽                           26:42 ( 20) 
                  石垣 浩一朗 ﾀｶﾅｼ ﾁｻﾄ             
  21   10   28:16 楯 岡       狩野 温子 [2]      山 形・楯 岡                           28:16 ( 21) 
                  遠藤  久   ｶﾉ ｱﾂｺ               
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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   18   13:28 山形城北     大江 茉莉香[3]      山 形・山形城北                         34:13 (  1) 
                  吉田  進   ｵｵｴ ﾏﾘｶ              
   2   20   14:19 東海大学山形 佐藤 和香 [3]      山 形・東海大山形                       36:32 (  4) 
                  小俣 富一   ｻﾄｳ ﾜｶ               
   3    9   14:26 米沢中央     鈴木 杏美 [3]      山 形・米沢中央                         36:17 (  3) 
                  澤田 賢一   ｽｽﾞｷ ｱｽﾞﾐ            
   4   17   14:44 上山明新館   中原 真央 [2]      山 形・上山明新館                       36:07 (  2) 
                  佐藤  学   ﾅｶﾊﾗ ﾏｵ              
   5   13   14:56 山形北       阿部 萌里 [1]      山 形・山形北                           38:03 (  5) 
                  五十嵐 徹   ｱﾍﾞ ﾓｴﾘ              
   6   12   15:25 山形西       星 紗也香 [1]      山 形・山形西                           38:52 (  6) 
                  髙橋 邦男   ﾎｼ ｻﾔｶ               
   7    4   15:41 鶴岡北       池田  響 [2]      山 形・鶴岡北                           39:46 ( 11) 
                  押井 真吾   ｲｹﾀﾞ ｷｮｳ             
   8   14   15:44 山形市立商業 今野 真理子[3]      山 形・山形商                           39:34 (  8) 
                  佐藤 潤一   ｺﾝﾉ ﾏﾘｺ              
   9   16   15:54 山 辺       鈴木 理紗 [1]      山 形・山 辺                           39:43 ( 10) 
                  佐藤  吉   ｽｽﾞｷ ﾘｻ              
  10   15   16:04 天 童       阿部 美咲 [2]      山 形・天 童                           40:54 ( 16) 
                  今野 光人   ｱﾍﾞ ﾐｻｷ              
  11    2   16:07 酒田南       帯谷  望 [1]      山 形・酒田南                           40:18 ( 14) 
                  酒井  聖   ｵﾋﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ            
  12    1   16:12 酒田東       兵藤  渚 [1]      山 形・酒田東                           39:56 ( 12) 
                  大澤  勉   ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ          
  13   21   16:21 酒田高校選抜 池田 結翔梨[2]      山 形・酒田北                           39:22 (  7) 
                  髙橋 正知   ｲｹﾀﾞ ﾕｶﾘ             
  14    3   16:36 鶴岡南       菅原 瑞希 [2]      山 形・鶴岡南                           40:12 ( 13) 
                  池田 正敏   ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ           
  15    5   16:44 米沢興譲館   荒川 ゆり [2]      山 形・米沢興譲館                       39:41 (  9) 
                  後藤 大助   ｱﾗｶﾜ ﾕﾘ              
  16   10   17:06 楯 岡       伊藤 茂世 [2]      山 形・楯 岡                           45:22 ( 20) 
                  遠藤  久   ｲﾄｳ ｼｹﾞﾖ             
  17   19   17:27 山本学園     金原 奈津美[2]      山 形・山本学園                         40:43 ( 15) 
                  関  義人   ｶﾈﾊﾗ ﾅﾂﾐ             
  18    7   18:03 長 井       男鹿 眞樹 [1]      山 形・長 井                           41:46 ( 17) 
                  佐藤 剛郎   ｵｼﾞｶ ﾏｷ              
  19    6   18:48 高 畠       菊地 空美 [1]      山 形・高 畠                           43:54 ( 19) 
                  井家 勝己   ｷｸﾁ ｸﾐ               
  20    8   18:56 南 陽       小杉 法子 [2]      山 形・南 陽                           45:38 ( 21) 
                  石垣 浩一朗 ｺｽｷﾞ ﾉﾘｺ             
  21   11   18:59 新庄神室産業 小野 未来 [3]      山 形・神室産業                         42:55 ( 18) 
                  後藤  肇   ｵﾉ ﾐｸ                
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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   18   10:03 山形城北     信夫 香織 [3]      山 形・山形城北                         44:16 (  1) 
                  吉田  進   ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾘ             
   2   17   11:01 上山明新館   深瀬 真菜 [1]      山 形・上山明新館                       47:08 (  2) 
                  佐藤  学   ﾌｶｾ ﾏﾅ               
   3    9   11:22 米沢中央     鹿俣 舞夕 [1]      山 形・米沢中央                         47:39 (  3) 
                  澤田 賢一   ｶﾉﾏﾀ ﾏﾕ              
   4   20   11:25 東海大学山形 梁瀬 夏美 [2]      山 形・東海大山形                       47:57 (  4) 
                  小俣 富一   ﾔﾅｾ ﾅﾂﾐ              
   5   13   11:38 山形北       須藤  綾 [1]      山 形・山形北                           49:41 (  5) 
                  五十嵐 徹   ｽﾄｳ ｱﾔ               
   6   12   11:45 山形西       小澤 衣里 [2]      山 形・山形西                           50:37 (  6) 
                  髙橋 邦男   ｵｻﾞﾜ ｴﾘ              
   7    1   11:48 酒田東       佐藤  梓 [1]      山 形・酒田東                           51:44 (  8) 
                  大澤  勉   ｻﾄｳ ｱｽﾞｻ             
   8   16   11:49 山 辺       高橋 佳那江[1]      山 形・山 辺                           51:32 (  7) 
                  佐藤  吉   ﾀｶﾊｼ ｶﾅｴ             
   9    2   11:54 酒田南       佐藤 千沙都[1]      山 形・酒田南                           52:12 ( 11) 
                  酒井  聖   ｻﾄｳ ﾁｻﾄ              
   9   11   11:54 新庄神室産業 黒坂 奈七 [2]      山 形・神室産業                         54:49 ( 17) 
                  後藤  肇   ｸﾛｻｶ ﾅﾅ              
  11    3   11:58 鶴岡南       鈴木 惟香 [2]      山 形・鶴岡南                           52:10 ( 10) 
                  池田 正敏   ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ             
  12    4   12:04 鶴岡北       阿部 実和 [1]      山 形・鶴岡北                           51:50 (  9) 
                  押井 真吾   ｱﾍﾞ ﾐﾜ               
  13   15   12:32 天 童       兼子 愛子 [2]      山 形・天 童                           53:26 ( 15) 
                  今野 光人   ｶﾈｺ ｱｲｺ              
  14   14   12:41 山形市立商業 近藤 博香 [3]      山 形・山形商                           52:15 ( 12) 
                  佐藤 潤一   ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶ            
  15   10   12:42 楯 岡       渡辺 千晶 [1]      山 形・楯 岡                           58:04 ( 19) 
                  遠藤  久   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｱｷ            
  16   19   12:57 山本学園     太田 千尋 [3]      山 形・山本学園                         53:40 ( 16) 
                  関  義人   ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ              
  17    7   13:16 長 井       鈴木 乃里子[1]      山 形・長 井                           55:02 ( 18) 
                  佐藤 剛郎   ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ             
  18   21   13:29 酒田高校選抜 後藤 ひかり[2]      山 形・酒田商                           52:51 ( 13) 
                  髙橋 正知   ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾘ             
  19    5   13:31 米沢興譲館   大池 響子 [1]      山 形・米沢興譲館                       53:12 ( 14) 
                  後藤 大助   ｵｵｲｹ ｷｮｳｺ            
  20    8   13:34 南 陽       中村 友紀 [2]      山 形・南 陽                           59:12 ( 21) 
                  石垣 浩一朗 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ              
  21    6   14:53 高 畠       安藤 友恵 [2]      山 形・高 畠                           58:47 ( 20) 
                  井家 勝己   ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｴ            
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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[  10:21]                                                                

 
 
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   18   10:12 山形城北     遠藤  咲 [2]      山 形・山形城北             NSR         54:28 (  1) 
                  吉田  進   ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ             
   2   17   10:50 上山明新館   佐藤 史織 [2]      山 形・上山明新館                       57:58 (  2) 
                  佐藤  学   ｻﾄｳ ｼｵﾘ              
   3    9   11:18 米沢中央     海老名 穂 [1]      山 形・米沢中央                         58:57 (  3) 
                  澤田 賢一   ｴﾋﾞﾅ ﾐﾉﾘ             
   4   20   11:24 東海大学山形 横山 千穂 [2]      山 形・東海大山形                       59:21 (  4) 
                  小俣 富一   ﾖｺﾔﾏ ﾁﾎ              
   5   21   11:27 酒田高校選抜 石川 沙耶 [1]      山 形・酒田中央                       1:04:18 ( 10) 
                  髙橋 正知   ｲｼｶﾜ ｻﾔ              
   6   12   11:31 山形西       秋葉 小百合[2]      山 形・山形西                         1:02:08 (  6) 
                  髙橋 邦男   ｱｷﾊﾞ ｻﾕﾘ             
   7   14   11:35 山形市立商業 吉田 里紗 [2]      山 形・山形商                         1:03:50 (  8) 
                  佐藤 潤一   ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ              
   8   13   11:42 山形北       原田 初美 [1]      山 形・山形北                         1:01:23 (  5) 
                  五十嵐 徹   ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾂﾐ             
   9   16   11:54 山 辺       斎藤 怜美 [3]      山 形・山 辺                         1:03:26 (  7) 
                  佐藤  吉   ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ             
  10    1   12:07 酒田東       渋谷 晴海 [2]      山 形・酒田東                         1:03:51 (  9) 
                  大澤  勉   ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ             
  11    2   12:23 酒田南       篠原  葵 [2]      山 形・酒田南                         1:04:35 ( 11) 
                  酒井  聖   ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ             
  12    5   12:26 米沢興譲館   平中 絢子 [1]      山 形・米沢興譲館                     1:05:38 ( 14) 
                  後藤 大助   ﾋﾗﾅｶ ｱﾔｺ             
  13    3   12:27 鶴岡南       五十嵐 汀 [1]      山 形・鶴岡南                         1:04:37 ( 12) 
                  池田 正敏   ｲｶﾞﾗｼ ﾃｲ             
  14   10   12:43 楯 岡       大山 綾奈 [2]      山 形・楯 岡                         1:10:47 ( 19) 
                  遠藤  久   ｵｵﾔﾏ ｱﾔﾅ             
  14   19   12:43 山本学園     太田 早紀 [2]      山 形・山本学園                       1:06:23 ( 15) 
                  関  義人   ｵｵﾀ ｻｷ               
  16    4   13:05 鶴岡北       今野 夏希 [1]      山 形・鶴岡北                         1:04:55 ( 13) 
                  押井 真吾   ｺﾝﾉ ﾅﾂｷ              
  17   11   13:07 新庄神室産業 津藤  恵 [2]      山 形・神室産業                       1:07:56 ( 17) 
                  後藤  肇   ﾂﾄｳ ﾒｸﾞﾐ             
  18   15   13:17 天 童       須藤 愛美 [1]      山 形・天 童                         1:06:43 ( 16) 
                  今野 光人   ｽﾄｳ ﾏﾅﾐ              
  19    8   14:08 南 陽       島津 亜紀 [3]      山 形・南 陽                         1:13:20 ( 20) 
                  石垣 浩一朗 ｼﾏﾂ ｱｷ               
  20    7   14:29 長 井       結城 もえ [1]      山 形・長 井                         1:09:31 ( 18) 
                  佐藤 剛郎   ﾕｳｷ ﾓｴ               
  21    6   14:41 高 畠       松原 未奈 [1]      山 形・高 畠                         1:13:28 ( 21) 
                  井家 勝己   ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾅ             
                                                                      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   18   17:27 山形城北     井上 まどか[1]      山 形・山形城北                       1:11:55 (  1) 
                  吉田  進   ｲﾉｳｴ ﾏﾄﾞｶ            
   2    9   17:40 米沢中央     鈴木 美貴 [3]      山 形・米沢中央                       1:16:37 (  2) 
                  澤田 賢一   ｽｽﾞｷ ﾐｷ              
   3   20   17:58 東海大学山形 今野  藍 [2]      山 形・東海大山形                     1:17:19 (  4) 
                  小俣 富一   ｺﾝﾉ ｱｲ               
   4   17   18:49 上山明新館   國井 香菜 [2]      山 形・上山明新館                     1:16:47 (  3) 
                  佐藤  学   ｸﾆｲ ｶﾅ               
   5   13   18:54 山形北       小関 初実 [2]      山 形・山形北                         1:20:17 (  5) 
                  五十嵐 徹   ｺｾｷ ﾊﾂﾐ              
   6   16   19:15 山 辺       川口 愛祐美[2]      山 形・山 辺                         1:22:41 (  7) 
                  佐藤  吉   ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ            
   7   14   19:44 山形市立商業 川合 千穂 [2]      山 形・山形商                         1:23:34 (  8) 
                  佐藤 潤一   ｶﾜｲ ﾁﾎ               
   8   12   19:50 山形西       佐藤 聖香 [1]      山 形・山形西                         1:21:58 (  6) 
                  髙橋 邦男   ｻﾄｳ ｷﾖｶ              
   9    4   19:54 鶴岡北       阿部 希望 [2]      山 形・鶴岡北                         1:24:49 ( 11) 
                  押井 真吾   ｱﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ             
  10    1   20:16 酒田東       髙橋  栞 [1]      山 形・酒田東                         1:24:07 (  9) 
                  大澤  勉   ﾀｶﾊｼ ｼｵﾘ             
  11    7   20:21 長 井       佐藤 愛美 [1]      山 形・長 井                         1:29:52 ( 18) 
                  佐藤 剛郎   ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ              
  12   21   20:24 酒田高校選抜 池田 千尋 [3]      山 形・酒田中央                       1:24:42 ( 10) 
                  髙橋 正知   ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ             
  13   15   20:31 天 童       石山 奈央 [1]      山 形・天 童                         1:27:14 ( 14) 
                  今野 光人   ｲｼﾔﾏ ﾅｵ              
  14    2   20:33 酒田南       遠田 瑞希 [1]      山 形・酒田南                         1:25:08 ( 12) 
                  酒井  聖   ｴﾝﾀ ﾐｽﾞｷ             
  15    3   21:09 鶴岡南       小林 紘子 [2]      山 形・鶴岡南                         1:25:46 ( 13) 
                  池田 正敏   ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ            
  16   11   21:12 新庄神室産業 髙橋 夏実 [2]      山 形・神室産業                       1:29:08 ( 17) 
                  後藤  肇   ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ             
  17    6   21:29 高 畠       嶋貫 華絵 [1]      山 形・高 畠                         1:34:57 ( 20) 
                  井家 勝己   ｼﾏﾇｷ ﾊﾅｴ             
  18   10   21:54 楯 岡       佐藤 成美 [2]      山 形・楯 岡                         1:32:41 ( 19) 
                  遠藤  久   ｻﾄｳ ﾅﾙﾐ              
  19    5   21:55 米沢興譲館   情野  葵 [3]      山 形・米沢興譲館                     1:27:33 ( 15) 
                  後藤 大助   ｾｲﾉ ｱｵｲ              
  20   19   22:03 山本学園     遠藤 泉輝 [3]      山 形・山本学園                       1:28:26 ( 16) 
                  関  義人   ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ           
  21    8   22:06 南 陽       安部  栞 [1]      山 形・南 陽                         1:35:26 ( 21) 
                  石垣 浩一朗 ｱﾍﾞ ｼｵﾘ              
 


