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日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

 9:00 晴れ 23.5℃ 83% 南西 1.6m/s

10:00 晴れ 23.0℃ 83% 南西 1.4m/s

11:00 曇り 23.0℃ 83% 西南西 0.5m/s

12:00 曇り 24.0℃ 83% 北北西 0.4m/s

13:00 曇り 23.0℃ 83% 南東 0.4m/s

14:00 曇り 23.0℃ 91% 南南東 0.4m/s

8月 2日 競技場



第４回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
　兼第12回　山形県ジュニア駅伝競走大会

平成21年8月2日　
山形陸上競技協会　

区間賞（男子）

氏　　名 所　　　属 記　録 備　考

第１区 　本多　将貴　２ 東和ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・東和中 １０：１０

第２区 　安藤　　駿　６ 秋田陸協・上小阿仁小 ６：３９

第３区 　須貝　俊太郎　３ 鶴岡市・鶴岡四中 ９：４１ 区間新

第４区 　佐久間　幸希　６ 東和ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・北戸沢小 ６：４６

第５区 　佐々木　彬弘　２ 秋田陸協・秋大附属中 ９：５３

区間新記録（男子）

氏　名 所　属 記　録 前記録

第３区 　須貝　俊太郎　３ 鶴岡市・鶴岡四中 ９：４１  9:47

第３区 　三笠　慧吾　３ 酒田市・鳥海中 ９：４４  9:47



第４回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
　兼第12回　山形県ジュニア駅伝競走大会

平成21年8月2日　
山形陸上競技協会　

大会新記録（女子）

チーム 記　録 前記録

米沢市 ４８：１１ 49:29

区間賞（女子）

氏　名 所　属 記　録 備　考

第１区 　小林　文香　３ 米沢市・米沢五中 １１：０９ 区間新

第２区 　大滝　美晴　６ 鶴岡市・朝暘三小 ７：０８

第３区 　古瀬　絢菜　１ 尾花沢市・尾花沢中 １０：５９

第４区 　吉住　桃花　６ 鶴岡市・朝暘五小 ７：１２

第５区 　遠藤　花琳　１ 米沢市・米沢三中 １０：４９ 区間新

区間新記録（女子）

氏　名 所　属 記　録 前記録

第１区 　小林　文香　３ 米沢市・米沢五中 １１：０９ 11:41

第１区 　木村　芙有加３ 上山市・上山南中 １１：１９ 11:41

第５区 　遠藤　花琳　１ 米沢市・米沢三中 １０：４９ 10:56

大会新記録（県内大会女子）

チーム 記　録 前記録

米沢市 ４８：１１ 48:39

区間新記録（県内大会女子）

氏　名 所　属 記　録 前記録

第１区 　小林　文香　３ 米沢市・米沢五中 １１：０９ 11:25

第１区 　木村　芙有加３ 上山市・上山南中 １１：１９ 11:25



男子 全国  ジュニア駅伝男子全国大会 2009年 8月 2日 13時35分 スタート

大会記録          43:58  　秋田陸協（秋田）　      第３回 2008.8.3
総合成績

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     1     44:16 山形市      
            
            

小関　一輝　３    
ｺｾｷ ｶｽﾞｷ          

山形十中      
(  5)    10:22
(  5)    10:22

竹田　駿平　６    
ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ       

みはらしの丘小
(  4)    06:50
(  2)    17:12

伊藤　健太　３    
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ           
山形四中      
(  3)    10:00
(  1)    27:12

岡崎　廉士　６    
ｵｶｻﾞｷ ﾚﾝｼ         
蔵王一小      
(  5)    07:01
(  3)    34:13

吉田　明広　３    
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ         
山形十中      
(  4)    10:03
(  1)    44:16

    2     4     44:34 酒田市      
            
            

工藤　天輝　３    
ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ          

八幡中        
( 13)    10:42
( 13)    10:42

伊藤　平　５    
ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ          

八幡小        
(  3)    06:49
(  5)    17:31

三笠　慧吾　３    
ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ          
鳥海中        
(  2) *  09:44
(  2)    27:15

冨樫　和樹　６    
ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ         
十坂小        
(  2)    06:57
(  2)    34:12

今井　滉二　２    
ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ          
酒田六中      
(  8)    10:22
(  2)    44:34

    3     2     44:40 米沢市      
            
            

長沼　大智　１    
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ        

米沢四中      
(  2)    10:12
(  2)    10:12

熊谷　哲志　５    
ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂｼ         

西部小        
(  8)    07:07
(  3)    17:19

西京　　毅　３    
ｻｲｷｮｳ ﾀｹｼ         
米沢五中      
(  5)    10:06
(  3)    27:25

黒田　　賢　５    
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ          
窪田小        
(  3)    07:00
(  4)    34:25

情野　　神　３    
ｾｲﾉ ｼﾞﾝ           
米沢ニ中      
(  6)    10:15
(  3)    44:40

    4    52     45:00 東和RC      
福　島      
            

本多　将貴　２    
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ          

東和中        
(  1)    10:10
(  1)    10:10

佐久間菜月　６    
ｻｸﾏ ﾅﾂｷ           

北戸沢小      
(  2)    06:46
(  1)    16:56

武藤　駿介　３    
ﾑﾄｳ ｼｭﾝｽｹ         
東和中        
( 12)    10:30
(  4)    27:26

佐久間幸希　６    
ｻｸﾏ ｺｳｷ           
北戸沢小      
(  1)    06:46
(  1)    34:12

本多　一毅　２    
ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ         
東和中        
( 20)    10:48
(  4)    45:00

    5     7     45:07 上山市      
            
            

酒井　　光　３    
ｻｶｲ ﾋｶﾙ           

上山南中      
( 11)    10:37
( 11)    10:37

會田　健人　６    
ｱｲﾀ ﾀｹﾋﾄ          

上山小        
(  6)    06:55
(  6)    17:32

渡邉　　貴　２    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ         
上山北中      
(  8)    10:26
(  7)    27:58

會田　誠人　６    
ｱｲﾀ ﾏｻﾋﾄ          
上山小        
(  9)    07:12
(  7)    35:10

佐々木健太　３    
ｻｻｷ ｹﾝﾀ           
上山北中      
(  2)    09:57
(  5)    45:07

    6    51     45:17 秋田陸協    
秋　田      
            

松尾　健太　３    
ﾏﾂｵ ｹﾝﾀ           

鷹巣中        
( 30)    11:38
( 30)    11:38

安藤　　駿　６    
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ         

上小阿仁小    
(  1)    06:39
( 17)    18:17

佐藤　太一　３    
ｻﾄｳ ﾀｲﾁ           
阿仁中        
(  4)    10:01
(  9)    28:18

藤谷　優晃　６    
ﾌｼﾞﾔ ﾋﾛｱｷ         
秋ノ宮小      
(  7)    07:06
( 10)    35:24

佐々木彬弘　２    
ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ          
秋大附属中    
(  1)    09:53
(  6)    45:17

    7    10     45:34 天童市      
            
            

須藤　　拓　３    
ｽﾄｳ ﾋﾗｸ           

天童四中      
( 19)    11:00
( 19)    11:00

黒田　将也　６    
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾔ          

天童北部小    
(  5)    06:52
( 11)    17:52

早坂　洸輝　２    
ﾊﾔｻｶ ｺｳｷ          
天童一中      
( 14)    10:32
( 10)    28:24

結城　璃工　６    
ﾕｳｷ ﾘｸ            
蔵増小        
(  3)    07:00
(  9)    35:24

高木　智規　３    
ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｷ          
天童一中      
(  5)    10:10
(  7)    45:34

    8    11     45:38 東根市      
            
            

吉田　　楓　３    
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ         

東根二中      
(  3)    10:13
(  3)    10:13

荒井　雄哉　５    
ｱﾗｲ ﾕｳﾔ           

神町小        
( 22)    07:22
(  7)    17:35

佐々木祐也　３    
ｻｻｷ ﾕｳﾔ           
神町中        
(  6)    10:07
(  5)    27:42

菊池　　崚　６    
ｷｸﾁ ﾘｮｳ           
長瀞小        
( 14)    07:25
(  5)    35:07

荒井　大輝　２    
ｱﾗｲ ﾋﾛｷ           
神町中        
( 13)    10:31
(  8)    45:38

    9     3     45:42 鶴岡市      
            
            

工藤　亘太　３    
ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ          

藤島中        
( 22)    11:14
( 22)    11:14

加藤　広太　６    
ｶﾄｳ ｺｳﾀ           

朝暘六小      
(  8)    07:07
( 19)    18:21

須貝俊太郎　３    
ｽｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ       
鶴岡四中      
(  1) *  09:41
(  8)    28:02

齋藤　優輔　６    
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ         
藤島小        
( 10)    07:13
(  8)    35:15

齋藤　野駆　３    
ｻｲﾄｳ ﾔｸ           
鶴岡四中      
( 12)    10:27
(  9)    45:42

   10     5     45:57 新庄市      
            
            

矢口　　頌　３    
ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳ          

日新中        
(  4)    10:20
(  4)    10:20

丹　　宏介　６    
ﾀﾝ ｺｳｽｹ           

泉田小        
(  7)    07:01
(  4)    17:21

小林　　駿　３    
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ         
明倫中        
( 15)    10:34
(  6)    27:55

髙橋　草太　６    
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ          
沼田小        
( 10)    07:13
(  6)    35:08

佐々木　啓　３    
ｻｻｷ ｹｲ            
日新中        
( 21)    10:49
( 10)    45:57

   11     6     46:06 寒河江市    
            
            

相澤　直也　３    
ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ         

陵南中        
( 10)    10:33
( 10)    10:33

武田　和樹　６    
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ         

高松小        
( 13)    07:15
( 10)    17:48

荒木　瞭一　３    
ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ         
陵東中        
( 18)    10:40
( 11)    28:28

荒木　俊太　６    
ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ          
西根小        
(  6)    07:02
( 11)    35:30

伊藤　　駿　２    
ｲﾄｳ ｼｭﾝ           
陵西中        
( 16)    10:36
( 11)    46:06

   12    14     46:07 山辺町      
            
            

多田　俊樹　３    
ﾀﾀﾞ ﾄｼｷ           

山辺中        
(  6)    10:24
(  6)    10:24

大場　啓史　６    
ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ          

山辺小        
( 22)    07:22
(  9)    17:46

渡邉　賢悟　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ        
山辺中        
( 23)    10:49
( 14)    28:35

元木　　公　６    
ﾓﾄｷ ｺｳ            
山辺小        
( 17)    07:34
( 14)    36:09

本間　涼介　３    
ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ         
山辺中        
(  3)    09:58
( 12)    46:07

   13    12     46:08 尾花沢市    
            
            

星川　　聖　３    
ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ         

福原中        
(  9)    10:30
(  9)    10:30

武田　将樹　５    
ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｷ         

尾花沢小      
( 25)    07:32
( 14)    18:02

高橋　大貴　３    
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ         
宮沢中        
( 15)    10:34
( 15)    28:36

本間　　渉　６    
ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ           
福原中部小    
(  7)    07:06
( 12)    35:42

有路　拓実　３    
ｱﾘｼﾞ ﾀｸﾐ          
常盤中        
( 11)    10:26
( 13)    46:08

   14    31     47:09 白鷹町      
            
            

高野　　光　３    
ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ           

白鷹西中      
(  8)    10:29
(  8)    10:29

竹田　裕道　６    
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ         

鷹山小        
( 25)    07:32
( 13)    18:01

佐藤　剛士　３    
ｻﾄｳ ｺﾞｳｼ          
白鷹西中      
( 13)    10:31
( 12)    28:32

高野　　翼　６    
ﾀｶﾉ ﾂﾊﾞｻ          
鮎貝小        
( 18)    07:38
( 15)    36:10

遠藤　史也　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ         
白鷹西中      
( 25)    10:59
( 14)    47:09

   15    16     47:15 河北町      
            
            

布施　学人　３    
ﾌｾ ﾏﾅﾄ            

河北中        
( 16)    10:52
( 16)    10:52

槇　　　亨　６    
ﾏｷ ﾄｵﾙ            

谷地中部小    
(  8)    07:07
( 12)    17:59

石垣　和哉　３    
ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ        
河北中        
( 28)    11:03
( 18)    29:02

高橋　瑠依　６    
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ           
谷地中部小    
( 13)    07:21
( 16)    36:23

渡辺　克真　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏ         
河北中        
( 22)    10:52
( 15)    47:15

   16    27     47:16 戸沢村      
            
            

古澤　　徹　３    
ﾌﾙｻﾜ ﾃﾂ           

戸沢中        
(  7)    10:27
(  7)    10:27

西嶋　英倫　６    
ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ       

古口小        
( 16)    07:17
(  8)    17:44

田中　晃浩　３    
ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ          
角川中        
( 25)    10:50
( 13)    28:34

小屋　嘉毅　６    
ｺﾔ ｶｽﾞｷ           
神田小        
( 16)    07:30
( 13)    36:04

佐藤　一也　３    
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ          
戸沢中        
( 28)    11:12
( 16)    47:16

   17    53     47:18 伊達市駅伝TM
福　島      
            

狩野　竜樹　３    
ｶﾘﾉ ﾘｭｳｷ          

桃陵中        
( 20)    11:03
( 20)    11:03

筱生　　遼　６    
ｼﾉﾌﾞ ﾘｮｳ          

上保原小      
( 17)    07:19
( 20)    18:22

佐藤　智也　３    
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ           
伊達中        
(  7)    10:23
( 16)    28:45

佐藤　隆一　６    
ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ         
上保原小      
( 31)    08:09
( 18)    36:54

山田　拓海　２    
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ          
松陽中        
( 10)    10:24
( 17)    47:18

   18    28     47:22 高畠町      
            
            

加地槙之介　３    
ｶｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ         

高畠三中      
( 17)    10:54
( 17)    10:54

小川　悟史　６    
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ          

糠野目小      
( 24)    07:26
( 18)    18:20

大浦　裕太　３    
ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ          
高畠二中      
(  9)    10:28
( 17)    28:48

佐々木　優　６    
ｻｻｷ ﾕｳ            
高畠小        
( 35)    08:17
( 19)    37:05

吉田　周平　２    
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ        
高畠四中      
(  7)    10:17
( 18)    47:22

   19     9     47:31 長井市      
            
            

加藤　　拓　３    
ｶﾄｳ ﾋﾛｼ           

長井北中      
( 26)    11:33
( 26)    11:33

安達　大悟　６    
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ        

致芳小        
( 13)    07:15
( 24)    18:48

梅津　紘仁　３    
ｳﾒﾂ ﾋﾛﾄ           
長井南中      
( 20)    10:45
( 23)    29:33

石塚　洸希　６    
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｷ         
致芳小        
( 12)    07:16
( 17)    36:49

遠藤　健史　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ         
長井南中      
( 17)    10:42
( 19)    47:31

   20    22     47:38 最上町      
            
            

髙橋　尚敬　３    
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ         

最上中        
( 12)    10:41
( 12)    10:41

菅嶋　健斗　６    
ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ        

大堀小        
( 30)    07:35
( 16)    18:16

渋井　洋佑　３    
ｼﾌﾞｲ ﾖｳｽｹ         
最上中        
( 25)    10:50
( 19)    29:06

生亀　幸輝　４    
ｲｷｶﾒ ｺｳｷ          
向町小        
( 31)    08:09
( 23)    37:15

大場　郭生　３    
ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｷ          
最上中        
(  9)    10:23
( 20)    47:38

*…区間新記録



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   21    34     47:52 庄内町      
            
            

上野　聖哉　２    
ｳｴﾉ ﾏｻﾔ           

余目中        
( 18)    10:59
( 18)    10:59

齋藤　成哉　６    
ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ          

立川小        
( 12)    07:12
( 15)    18:11

佐藤　　拓　３    
ｻﾄｳ ﾀｸ            
余目中        
( 31)    11:08
( 21)    29:19

上野　望夢　６    
ｳｴﾉ ﾉｿﾞﾑ          
立川小        
( 26)    07:51
( 20)    37:10

大滝　哲平　３    
ｵｵﾀｷ ﾃｯﾍﾟｲ        
余目中        
( 17)    10:42
( 21)    47:52

   22    21     47:55 金山町      
            
            

藤山　　響　３    
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ        

金山中        
( 23)    11:21
( 23)    11:21

今井　祐輝　６    
ｲﾏｲ ﾕｳｷ           

明安小        
( 36)    07:48
( 30)    19:09

小沼　正樹　３    
ｺﾇﾏ ﾏｻｷ           
金山中        
( 11)    10:29
( 26)    29:38

高橋　翔太　６    
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ         
金山小        
( 21)    07:42
( 27)    37:20

三上　太貴　３    
ﾐｶﾐ ﾀｲｷ           
金山中        
( 15)    10:35
( 22)    47:55

   23     8     48:02 村山市      
            
            

髙橋　尚之　３    
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ         

葉山中        
( 15)    10:51
( 15)    10:51

板垣　天汰　６    
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ         

楯岡小        
( 25)    07:32
( 21)    18:23

結城　尚也　３    
ﾕｳｷ ﾅｵﾔ           
楯岡中        
( 22)    10:46
( 20)    29:09

井上　尚哉　６    
ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ          
楯岡小        
( 30)    08:08
( 25)    37:17

大地　優人　３    
ｵｵﾁ ﾕｳﾄ           
葉山中        
( 19)    10:45
( 23)    48:02

   24    15     48:18 中山町      
            
            

多田　拓矢　３    
ﾀﾀﾞ ﾀｸﾔ           

中山中        
( 35)    11:57
( 35)    11:57

多田　有希　６    
ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ           

長崎小        
( 11)    07:09
( 28)    19:06

高橋　雄大　２    
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ        
中山中        
(  9)    10:28
( 24)    29:34

柏倉　元太　４    
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ       
長崎小        
( 18)    07:38
( 21)    37:12

鎌上　拓治　３    
ｶﾏｶﾐ ﾀｸｼﾞ         
中山中        
( 26)    11:06
( 24)    48:18

   25    13     48:23 南陽市      
            
            

青木　鴻斗　２    
ｱｵｷ ﾋﾛﾄ           

沖郷中        
( 21)    11:12
( 21)    11:12

大津　吉信　６    
ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ         

漆山小        
( 25)    07:32
( 23)    18:44

竹田　大輝　３    
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ          
沖郷中        
( 20)    10:45
( 22)    29:29

岡　　拓也　６    
ｵｶ ﾀｸﾔ            
宮内小        
( 23)    07:47
( 24)    37:16

渡部　聖太　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ        
梨郷中        
( 27)    11:07
( 25)    48:23

   26    30     48:27 小国町      
            
            

安部　斗夢　３    
ｱﾍﾞ ﾄﾑ            

小国中        
( 14)    10:45
( 14)    10:45

木村　哲也　６    
ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ           

小国小        
( 32)    07:40
( 22)    18:25

舟山　朋亮　３    
ﾌﾅﾔﾏ ﾄﾓｱｷ         
小国中        
( 33)    11:15
( 27)    29:40

伊藤　貴彦　６    
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ          
小国小        
( 25)    07:49
( 28)    37:29

中津川遥也　２    
ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ        
小国中        
( 23)    10:58
( 26)    48:27

   27    24     48:27 真室川町    
            
            

藤川　　巽　３    
ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾂﾐ         

真室川中      
( 28)    11:34
( 28)    11:34

笹原　　佑　６    
ｻｻﾊﾗ ﾕｳ           

真室川小      
( 25)    07:32
( 29)    19:06

佐々木遥平　３    
ｻｻｷ ﾖｳﾍｲ          
真室川中      
( 17)    10:38
( 28)    29:44

西田　裕志　５    
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｼ          
安楽城小      
( 33)    08:12
( 29)    37:56

斎藤　勇磨　２    
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ          
真室川中      
( 13)    10:31
( 27)    48:27

   28    35     48:38 遊佐町      
            
            

谷地　宏康　２    
ﾔﾁ ﾋﾛﾔｽ           

遊佐中        
( 33)    11:48
( 33)    11:48

佐藤　晴基　６    
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ           

吹浦小        
( 13)    07:15
( 27)    19:03

畠中　勇気　３    
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ          
遊佐中        
( 19)    10:42
( 29)    29:45

高橋　　泰　６    
ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ          
吹浦小        
( 15)    07:28
( 22)    37:13

土門　洸太　２    
ﾄﾞﾓﾝ ｺｳﾀ          
遊佐中        
( 29)    11:25
( 28)    48:38

   29    19     49:04 大江町      
            
            

林　　　輝　３    
ﾊﾔｼ ｱｷﾗ           

大江中        
( 24)    11:29
( 24)    11:29

阿部　　海　６    
ｱﾍﾞ ｶｲ            

左沢小        
( 18)    07:20
( 25)    18:49

田宮　　駿　３    
ﾀﾐﾔ ｼｭﾝ           
大江中        
( 23)    10:49
( 25)    29:38

柴田　瑠彗　５    
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｽｲ        
左沢小        
( 20)    07:40
( 26)    37:18

菊地　将史　１    
ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ          
大江中        
( 33)    11:46
( 29)    49:04

   30    26     49:39 鮭川村      
            
            

矢口　大貴　３    
ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ         

鮭川中        
( 29)    11:37
( 29)    11:37

高橋　匡衡　６    
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ         

大豊小        
( 18)    07:20
( 26)    18:57

荒木　綾介　２    
ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ         
鮭川中        
( 30)    11:06
( 30)    30:03

斎藤　天晴　６    
ｻｲﾄｳ ﾃﾝｾｲ         
牛潜小        
( 29)    07:58
( 30)    38:01

斉藤　拓也　３    
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ          
鮭川中        
( 31)    11:38
( 30)    49:39

   31    23     50:03 舟形町      
            
            

伊藤　志乃　２    
ｲﾄｳ ｼﾉ            

舟形中        
( 34)    11:53
( 34)    11:53

浅沼　凱斗　５    
ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ          

舟形小        
( 20)    07:21
( 32)    19:14

大鳥　由来　３    
ｵｵﾄﾘ ﾕﾗ           
舟形中        
( 29)    11:05
( 32)    30:19

石川　智貴　６    
ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ          
長沢小        
( 28)    07:54
( 32)    38:13

八鍬　　翔　３    
ﾔｸﾜ ｼｮｳ           
舟形中        
( 34)    11:50
( 31)    50:03

   32    29     50:22 川西町      
            
            

長澤　拓斗　３    
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾄ         

川西二中      
( 36)    12:18
( 36)    12:18

寒河江璃矩　６    
ｻｶﾞｴ ﾘｸ           

中郡小        
( 20)    07:21
( 35)    19:39

長澤　　颯　１    
ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ         
川西二中      
( 35)    11:33
( 35)    31:12

本間　崚介　６    
ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ         
玉庭小        
( 33)    08:12
( 35)    39:24

島貫　　俊　１    
ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ          
川西二中      
( 23)    10:58
( 32)    50:22

   33    18     50:50 朝日町      
            
            

浅井　翔太　２    
ｱｻｲ ｼｮｳﾀ          

朝日中        
( 32)    11:39
( 32)    11:39

濱田　稜十　６    
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾄ         

大谷小        
( 33)    07:46
( 34)    19:25

伊藤　太樹　１    
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ          
朝日中        
( 27)    10:55
( 33)    30:20

大竹　克典　５    
ｵｵﾀｹ ｶﾂﾉﾘ         
宮宿小        
( 37)    09:02
( 34)    39:22

阿部　　駿　３    
ｱﾍﾞ ｼｭﾝ           
朝日中        
( 30)    11:28
( 33)    50:50

   34    20     51:14 大石田町    
            
            

小玉　尚輝　２    
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵｷ          

大石田一中    
( 27)    11:33
( 27)    11:33

小玉　祥太　６    
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ         

横山小        
( 37)    08:14
( 36)    19:47

寺崎　　凌　１    
ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ          
大石田一中    
( 37)    11:51
( 37)    31:38

遠藤　皇太　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ         
横山小        
( 27)    07:53
( 37)    39:31

加藤　孝征　２    
ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ          
大石田一中    
( 32)    11:43
( 34)    51:14

   35    17     51:31 西川町      
            
            

荒木　承太　３    
ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ          

西川中        
( 25)    11:32
( 25)    11:32

安孫子　晟　６    
ｱﾋﾞｺ ｼﾞｮｳ         

睦合小        
( 31)    07:38
( 31)    19:10

原田　充稀　２    
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂｷ          
西川中        
( 32)    11:09
( 31)    30:19

菅野　龍樹　６    
ｶﾝﾉ ﾘｭｳｷ          
西山小        
( 22)    07:44
( 31)    38:03

設楽新之介　３    
ｼﾀﾗ ｼﾝﾉｽｹ         
西川中        
( 37)    13:28
( 35)    51:31

   36    32     51:34 飯豊町      
            
            

舟山幸太朗　３    
ﾌﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ        

飯豊中        
( 37)    12:20
( 37)    12:20

高橋　　圭　６    
ﾀｶﾊｼ ｹｲ           

飯豊一小      
( 35)    07:47
( 37)    20:07

茂木　源尚　３    
ﾓｷﾞ ｹﾞﾝｼｮｳ        
飯豊中        
( 34)    11:20
( 36)    31:27

鈴木　涼志　６    
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ        
飯豊二小      
( 24)    07:48
( 33)    39:15

伊藤　健太　３    
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ           
飯豊中        
( 36)    12:19
( 36)    51:34

   37    25     51:44 大蔵村      
            
            

鈴木　望夢　２    
ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾑ         

大蔵中        
( 31)    11:39
( 31)    11:39

佐藤　大亮　５    
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ         

大蔵小        
( 33)    07:46
( 33)    19:25

伊藤　隆聖　２    
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ         
大蔵中        
( 36)    11:44
( 34)    31:09

柿崎　陵児　６    
ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ       
大蔵小        
( 36)    08:21
( 36)    39:30

高山　　凌　２    
ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ          
大蔵中        
( 35)    12:14
( 37)    51:44

齋藤　真也      
山辺中　2nd     

  10:00

木村　大周      
花輪北小3rd     

  06:16

大沼　尚弘      
藤島中　1st     

  09:47

兎澤　航平      
平元小　3rd     

  06:43

長瀬悠人(中山中)
小玉健太(宮川中)

  09:51



女子 全国  ジュニア駅伝女子全国大会 2009年 8月 2日 12時30分 スタート

大会記録          49:29  　米沢市　（山形）  　    第３回 2008.8.3
総合成績

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     2     48:11
NGR 

米沢市      
            
            

小林　文香　３    
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ         

米沢五中      
(  1) *  11:09
(  1)    11:09

梅津　春香　６    
ｳﾒﾂ ﾊﾙｶ           

西部小        
(  5)    07:25
(  1)    18:34

内山真理子　２    
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ          
米沢四中      
(  4)    11:12
(  1)    29:46

原田　咲雪　６    
ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ          
西部小        
(  6)    07:36
(  1)    37:22

遠藤　花琳　１    
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ         
米沢三中      
(  1) *  10:49
(  1)    48:11

    2    11     49:41 東根市      
            
            

深瀬　菜緒　３    
ﾌｶｾ ﾅｵ            

東根一中      
(  4)    11:58
(  4)    11:58

佐藤　玲美　６    
ｻﾄｳ ﾚｲﾐ           

大富小        
( 11)    07:38
(  6)    19:36

本間　未来　２    
ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ           
東根一中      
(  2)    11:02
(  4)    30:38

矢口こはる　６    
ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ          
東根中部小    
( 12)    07:55
(  4)    38:33

加藤多紀子　３    
ｶﾄｳ ﾀｷｺ           
東根一中      
(  2)    11:08
(  2)    49:41

    3    51     49:49 秋田陸協    
秋　田      
            

佐藤　彩乃　３    
ｻﾄｳ ｱﾔﾉ           

合川中        
( 13)    12:29
( 13)    12:29

藤田菜々瀬　６    
ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅｾ          

合川東小      
(  3)    07:17
(  7)    19:46

平川　百佳　３    
ﾋﾗｶﾜ ﾓﾓｶ          
二ツ井中      
(  5)    11:25
(  5)    31:11

花田　　萌　６    
ﾊﾅﾀ ﾒｸﾞﾐ          
合川東小      
(  3)    07:23
(  5)    38:34

橋本　望佳　２    
ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ           
桜中          
(  3)    11:15
(  3)    49:49

    4    10     50:18 天童市      
            
            

鎌田　靖菜　１    
ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ           

天童三中      
(  6)    12:01
(  6)    12:01

遠藤　杏文　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾔ        

成生小        
(  7)    07:31
(  5)    19:32

山本　真子　２    
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ           
天童一中      
( 15)    12:12
(  7)    31:44

鎌田　澪里　５    
ｶﾏﾀ ﾐｵﾘ           
長岡小        
(  2)    07:13
(  6)    38:57

清野　　陽　１    
ｾｲﾉ ｱｶﾘ           
天童四中      
(  4)    11:21
(  4)    50:18

    5    35     50:21 遊佐町      
            
            

大谷　美優　２    
ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ           

遊佐中        
(  7)    12:03
(  7)    12:03

石垣　加代　５    
ｲｼﾞｶﾞｷ ｶﾖ         

稲川小        
(  4)    07:22
(  4)    19:25

今野　史織　２    
ｺﾝﾉ ｼｵﾘ           
遊佐中        
(  3)    11:09
(  3)    30:34

坪池　奈津　６    
ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ          
吹浦小        
( 13)    07:57
(  3)    38:31

小野寺璃真　３    
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾏ          
遊佐中        
( 11)    11:50
(  5)    50:21

    6    34     50:48 庄内町      
            
            

稲田　彩香　３    
ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ          

余目中        
(  3)    11:45
(  3)    11:45

門脇　実紅　６    
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｸ          

余目二小      
(  9)    07:34
(  3)    19:19

齋藤　美咲　２    
ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ          
余目中        
( 13)    12:07
(  6)    31:26

稲田　　唯　６    
ｲﾅﾀﾞ ﾕｲ           
余目二小      
(  5)    07:34
(  7)    39:00

齋藤　真衣　３    
ｻｲﾄｳ ﾏｲ           
余目中        
(  9)    11:48
(  6)    50:48

    7     7     50:52 上山市      
            
            

木村芙有加　３    
ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ           

上山南中      
(  2) *  11:19
(  2)    11:19

鈴木　　彩　６    
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ          

南小          
(  6)    07:29
(  2)    18:48

工藤　理沙　３    
ｸﾄﾞｳ ﾘｻ           
上山北中      
(  8)    11:44
(  2)    30:32

宇野　花紀　５    
ｳﾉ ﾊﾅｷ            
南小          
( 11)    07:53
(  2)    38:25

小口　優花　３    
ｺｸﾞﾁ ﾕｶ           
上山南中      
( 18)    12:27
(  7)    50:52

    8     4     50:58 酒田市      
            
            

池田　裕香　２    
ｲｹﾀﾞ ﾕｶ           

酒田六中      
( 24)    12:59
( 24)    12:59

菊地　佳葉　６    
ｷｸﾁ ｶﾖ            

十坂小        
(  2)    07:09
(  9)    20:08

平山　絵梨　３    
ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ           
酒田六中      
(  9)    11:45
( 10)    31:53

石垣　歌織　６    
ｲｼｶﾞｷ ｶｵﾘ         
松陵小        
(  7)    07:38
(  9)    39:31

佐藤　真保　３    
ｻﾄｳ ﾏﾎ            
八幡中        
(  5)    11:27
(  8)    50:58

    9     3     50:59 鶴岡市      
            
            

石塚　志保　２    
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾎ          

豊浦中        
( 26)    13:11
( 26)    13:11

大滝　美晴　６    
ｵｵﾀｷ ﾐﾊﾙ          

朝暘三小      
(  1)    07:08
( 12)    20:19

坂井　　遥　３    
ｻｶｲ ﾊﾙｶ           
鶴岡四中      
(  6)    11:30
(  8)    31:49

吉住　桃花　６    
ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ         
朝暘五小      
(  1)    07:12
(  8)    39:01

三浦　　佳　１    
ﾐｳﾗ ｹｲ            
鶴岡四中      
( 12)    11:58
(  9)    50:59

   10    16     52:01 河北町      
            
            

今田　美緒　３    
ｺﾝﾀ ﾐｵ            

河北中        
( 11)    12:27
( 11)    12:27

五十嵐梨菜　５    
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ          

谷地中部小    
( 14)    07:48
( 10)    20:15

齋藤　玲子　３    
ｻﾄｳ ﾚｲｺ           
河北中        
( 10)    11:50
( 11)    32:05

小玉　　和　６    
ｺﾀﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ         
谷地中部小    
( 17)    08:11
( 11)    40:16

阿部　若咲　１    
ｱﾍﾞ ﾜｶｻ           
河北中        
(  8)    11:45
( 10)    52:01

   11    12     52:10 尾花沢市    
            
            

原田千絵美　３    
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴﾐ          

宮沢中        
( 23)    12:58
( 23)    12:58

田村　　希　６    
ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ          

玉野小        
( 15)    07:53
( 21)    20:51

古瀬　絢菜　１    
ﾌﾙｾ ｱﾔﾅ           
尾花沢中      
(  1)    10:59
(  9)    31:50

西尾　千咲　５    
ﾆｼｵ ﾁｻ            
尾花沢小      
( 19)    08:13
( 10)    40:03

草刈　　円　３    
ｸｻｶﾘ ﾂﾌﾞﾗ         
常盤中        
( 13)    12:07
( 11)    52:10

   12     1     52:17 山形市      
            
            

石川　理恵　３    
ｲｼｶﾜ ﾘｴ           

山大附中      
(  5)    12:00
(  5)    12:00

高橋　里美　６    
ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ          

南小          
( 19)    08:00
(  8)    20:00

漆山　想代　３    
ｳﾙｼﾔﾏ ｿﾖ          
山形十中      
( 16)    12:16
( 12)    32:16

大宮みすず　６    
ｵｵﾐﾔ ﾐｽｽﾞ         
鈴川小        
( 18)    08:12
( 12)    40:28

鈴木　里菜　２    
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ           
山形九中      
( 10)    11:49
( 12)    52:17

   13    13     52:30 南陽市      
            
            

樋口小百合　２    
ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ          

赤湯中        
( 22)    12:56
( 22)    12:56

佐藤　可奈　６    
ｻﾄｳ ｶﾅ            

赤湯小        
( 21)    08:09
( 23)    21:05

鈴木　洸子　３    
ｽｽﾞｷ ｺｳｺ          
宮内中        
( 13)    12:07
( 19)    33:12

中村　恭子　６    
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ         
中川小        
(  8)    07:47
( 16)    40:59

加藤　心琴　２    
ｶﾄｳ ﾐｺﾄ           
赤湯中        
(  6)    11:31
( 13)    52:30

   14    22     52:46 最上町      
            
            

阿部　優紀　２    
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ           

最上中        
( 10)    12:23
( 10)    12:23

保科　裕華　４    
ﾎｼﾅ ﾕｳｶ           

向町小        
( 16)    07:54
( 11)    20:17

二戸　葉月　２    
ﾆﾄ ﾊｽﾞｷ           
最上中        
( 12)    12:05
( 13)    32:22

古関　梨奈　６    
ｺｾｷ ﾘﾅ            
大堀小        
( 15)    08:08
( 14)    40:30

石山穂菜美　３    
ｲｼﾔﾏ ﾎﾅﾐ          
最上中        
( 15)    12:16
( 14)    52:46

   15    52     53:00 東和ＲＣ    
福　島      
            

菅野　美咲　２    
ｽｹﾞﾉ ﾐｻｷ          

東和中        
( 20)    12:48
( 20)    12:48

和田　歩佳　５    
ﾜﾀﾞ ｱﾕｶ           

木幡二小      
(  8)    07:32
( 13)    20:20

菅野　愛理　２    
ｽｹﾞﾉ ｱｲﾘ          
東和中        
( 19)    12:38
( 16)    32:58

高橋　未来　６    
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ           
針道小        
(  4)    07:31
( 13)    40:29

菅野絵梨花　２    
ｽｹﾞﾉ ｴﾘｶ          
東和中        
( 19)    12:31
( 15)    53:00

   16     8     53:12 村山市      
            
            

井上　星香　２    
ｲﾉｳｴ ｾｲｶ          

楯岡中        
(  8)    12:17
(  8)    12:17

齋藤　香純　５    
ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ          

楯岡小        
( 28)    08:21
( 17)    20:38

藤川　　悠　２    
ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳ          
楯岡中        
( 11)    11:53
( 14)    32:31

佐藤万希子　６    
ｻﾄｳ ﾏｷｺ           
袖崎小        
( 24)    08:30
( 17)    41:01

齊藤　　栞　３    
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ          
楯岡中        
( 14)    12:11
( 16)    53:12

   17     6     53:22 寒河江市    
            
            

小倉伊万里　３    
ｵｸﾞﾗ ｲﾏﾘ          

陵東中        
( 18)    12:44
( 18)    12:44

布川　怜菜　６    
ﾇﾉｶﾜ ﾚﾅ           

寒河江中部小  
( 10)    07:37
( 14)    20:21

大泉　　南　２    
ｵｵｲｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ        
陵南中        
( 21)    12:42
( 17)    33:03

大泉　　彩　５    
ｵｵｲｽﾞﾐ ｱﾔ         
柴橋小        
(  8)    07:47
( 15)    40:50

大沼　　希　２    
ｵｵﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ         
陵東中        
( 20)    12:32
( 17)    53:22

   18     9     53:54 長井市      
            
            

秦　　七海　３    
ﾊﾀ ﾅﾅﾐ            

長井南中      
( 15)    12:39
( 15)    12:39

村上　　舞　５    
ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ           

長井小        
( 29)    08:23
( 22)    21:02

梅津　望美　２    
ｳﾒﾂ ﾉｿﾞﾐ          
長井南中      
(  7)    11:39
( 15)    32:41

鈴木　麻衣　５    
ｽｽﾞｷ ﾏｲ           
豊田小        
( 33)    08:50
( 19)    41:31

土谷　萌奈　３    
ﾂﾁﾔ ﾓﾅ            
長井南中      
( 17)    12:23
( 18)    53:54

   19    24     54:00 真室川町    
            
            

松沢　佳菜　２    
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅ          

真室川中      
( 27)    13:15
( 27)    13:15

五十嵐美鈴　６    
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ        

真室川小      
( 17)    07:57
( 25)    21:12

斎藤　里穂　３    
ｻｲﾄｳ ﾘﾎ           
真室川中      
( 17)    12:23
( 21)    33:35

小野　和紗　６    
ｵﾉ ｶｽﾞｻ           
真室川小      
( 14)    08:03
( 20)    41:38

田中美奈海　１    
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ           
真室川中      
( 16)    12:22
( 19)    54:00

   20    29     54:36 川西町      
            
            

菊地　真琴　１    
ｷｸﾁ ﾏｺﾄ           

川西一中      
(  9)    12:22
(  9)    12:22

平間　　遥　６    
ﾋﾗﾏ ﾊﾙｶ           

中郡小        
( 26)    08:19
( 18)    20:41

金子明日美　１    
ｶﾈｺ ｱｽﾐ           
川西一中      
( 28)    13:23
( 24)    34:04

高橋　菜恵　５    
ﾀｶﾊｼ ｻｴ           
小松小        
( 34)    08:55
( 25)    42:59

大河原綾乃　１    
ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ         
川西一中      
(  7)    11:37
( 20)    54:36

*…区間新記録
凡例: NGR: 大会新記録



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   21    27     54:45 戸沢村      
            
            

佐藤　朱音　１    
ｻﾄｳ ｱｶﾈ           

戸沢中        
( 16)    12:41
( 16)    12:41

齋藤　詩織　６    
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ          

角川小        
( 12)    07:40
( 15)    20:21

早坂　恵莉　２    
ﾊﾔｻｶ ｴﾘ           
角川中        
( 22)    12:51
( 18)    33:12

大山佳菜子　６    
ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ          
角川小        
( 10)    07:51
( 18)    41:03

佐々木実周　３    
ｻｻｷ ﾐﾁｶ           
角川中        
( 28)    13:42
( 21)    54:45

   22    31     55:08 白鷹町      
            
            

広川　夕季　１    
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ          

白鷹東中      
( 12)    12:28
( 12)    12:28

梅津　桐里　６    
ｳﾒﾂ ｷﾘ            

東根小        
( 25)    08:14
( 20)    20:42

岡部　　楓　３    
ｵｶﾒ ｶｴﾃﾞ          
白鷹西中      
( 23)    12:55
( 22)    33:37

梅津　香穂　６    
ｳﾒﾂ ｶﾎ            
東根小        
( 27)    08:39
( 23)    42:16

大滝　碧菜　１    
ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ          
白鷹西中      
( 21)    12:52
( 22)    55:08

   23    18     55:09 朝日町      
            
            

白田恵里華　１    
ｼﾗﾀ ｴﾘｶ           

朝日中        
( 14)    12:34
( 14)    12:34

渡辺　圭織　５    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ         

宮宿小        
( 32)    08:32
( 24)    21:06

志藤向日葵　２    
ｼﾄｳ ﾋﾏﾜﾘ          
朝日中        
( 18)    12:27
( 20)    33:33

清水ありさ　６    
ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ          
宮宿小        
( 28)    08:40
( 22)    42:13

白田　紗己　３    
ｼﾗﾀ ｻｷ            
朝日中        
( 23)    12:56
( 23)    55:09

   24    26     55:16 鮭川村      
            
            

八鍬あゆみ　１    
ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ           

鮭川中        
( 19)    12:46
( 19)    12:46

水戸ひなの　６    
ﾐﾄ ﾋﾅﾉ            

曲川小        
( 13)    07:43
( 16)    20:29

土田　美華　３    
ﾂﾁﾀﾞ ﾐｶ           
鮭川中        
( 28)    13:23
( 23)    33:52

井上　瑠菜　６    
ｲﾉｳｴ ﾙﾅ           
大豊小        
( 20)    08:14
( 21)    42:06

髙橋　ふみ　２    
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ           
鮭川中        
( 26)    13:10
( 24)    55:16

   25    21     55:23 金山町      
            
            

長倉　　冴　２    
ﾅｶﾞｸﾗ ｻｴ          

金山中        
( 17)    12:44
( 17)    12:44

柴田　玲奈　６    
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ          

有屋小        
( 18)    07:58
( 19)    20:42

五十嵐瑛美　３    
ｲｶﾞﾗｼ ｴﾐ          
金山中        
( 31)    13:34
( 25)    34:16

岸　紗也夏　６    
ｷｼ ｻﾔｶ            
明安小        
( 20)    08:14
( 24)    42:30

岸　由羽那　２    
ｷｼ ﾕｳﾅ            
金山中        
( 22)    12:53
( 25)    55:23

   26     5     56:09 新庄市      
            
            

小野　茉倫　３    
ｵﾉ ﾏﾘﾝ            

萩野中        
( 25)    13:04
( 25)    13:04

青木　桃香　５    
ｱｵｷ ﾓﾓｶ           

昭和小        
( 21)    08:09
( 26)    21:13

佐藤　咲希　１    
ｻﾄｳ ｻｷ            
萩野中        
( 26)    13:08
( 26)    34:21

伊藤満里奈　６    
ｲﾄｳ ﾏﾘﾅ           
昭和小        
( 32)    08:43
( 26)    43:04

高橋　沙弥　３    
ﾀｶﾊｼ ｻﾔ           
明倫中        
( 25)    13:05
( 26)    56:09

   27    28     57:30 高畠町      
            
            

安達　志音　１    
ｱﾀﾞﾁ ｼｵﾝ          

高畠一中      
( 30)    14:09
( 30)    14:09

安部　優佳　６    
ｱﾍﾞ ﾕｳｶ           

高畠小        
( 23)    08:10
( 30)    22:19

井上明日香　３    
ｲﾉｳｴ ｱｽｶ          
高畠二中      
( 30)    13:25
( 29)    35:44

佐藤　一葉　６    
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊ          
高畠小        
( 25)    08:32
( 29)    44:16

佐藤　涼風　１    
ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ          
高畠三中      
( 27)    13:14
( 27)    57:30

   28    14     57:34 山辺町      
            
            

舩山　千春　３    
ﾌﾅﾔﾏ ﾁﾊﾙ          

山辺中        
( 21)    12:53
( 21)    12:53

村山　祐海　５    
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾐ          

相模小        
( 35)    08:53
( 27)    21:46

竹田　美遥　２    
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾙ          
山辺中        
( 24)    13:00
( 27)    34:46

齋藤　光恵　５    
ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ          
山辺小        
( 30)    08:41
( 28)    43:27

下山　千尋　３    
ｼﾓﾔﾏ ﾁﾋﾛ          
山辺中        
( 31)    14:07
( 28)    57:34

   29    20     57:58 大石田町    
            
            

石川　莉緒　１    
ｲｼｶﾜ ﾘｵ           

大石田一中    
( 32)    14:29
( 32)    14:29

西村　優花　６    
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ           

大石田小      
( 20)    08:01
( 31)    22:30

阿部　優貴　２    
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ           
亀井田中      
( 20)    12:40
( 28)    35:10

阿部　有紗　６    
ｱﾍﾞ ｱﾘｻ           
横山小        
( 15)    08:08
( 27)    43:18

鈴木菜都美　２    
ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ          
亀井田中      
( 35)    14:40
( 29)    57:58

   30    23     58:20 舟形町      
            
            

阿部　芹茄　３    
ｱﾍﾞ ｾﾘｶ           

舟形中        
( 31)    14:15
( 31)    14:15

磯谷　瑠香　６    
ｲｿﾔ ﾙｶ            

舟形小        
( 31)    08:28
( 32)    22:43

渡邉　祐未　１    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ          
舟形中        
( 34)    13:53
( 33)    36:36

髙橋　春菜　５    
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ          
長沢小        
( 28)    08:40
( 32)    45:16

仲川恵梨花　１    
ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾘｶ         
舟形中        
( 24)    13:04
( 30)    58:20

   31    19     58:49 大江町      
            
            

大泉　詩織　３    
ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｵﾘ        

大江中        
( 33)    14:52
( 33)    14:52

清野　百華　６    
ｾｲﾉ ﾓﾓｶ           

左沢小        
( 24)    08:12
( 33)    23:04

富樫　風香　１    
ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ          
大江中        
( 27)    13:21
( 32)    36:25

杉沼佳奈重　６    
ｽｷﾞﾇﾏ ｶﾅｴ         
左沢小        
( 22)    08:26
( 31)    44:51

渡邉　麻由　２    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ          
大江中        
( 29)    13:58
( 31)    58:49

   32    25     59:08 大蔵村      
            
            

加藤　春香　２    
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ           

大蔵中        
( 28)    13:16
( 28)    13:16

矢口　真帆　６    
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ           

大蔵小        
( 34)    08:43
( 28)    21:59

佐藤恵利那　２    
ｻﾄｳ ｴﾘﾅ           
大蔵中        
( 36)    14:10
( 31)    36:09

佐藤　真生　５    
ｻﾄｳ ﾏｵ            
大蔵小        
( 31)    08:42
( 30)    44:51

笹原日芙美　２    
ｻｻﾊﾗ ﾋﾌﾐ          
大蔵中        
( 33)    14:17
( 32)    59:08

   33    15     59:15 中山町      
            
            

森谷　美香　２    
ﾓﾘﾔ ﾊﾙｶ           

中山中        
( 29)    13:20
( 29)    13:20

伊藤　有希　６    
ｲﾄｳ ﾕｷ            

豊田小        
( 36)    08:56
( 29)    22:16

神尾　菜摘　１    
ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ           
中山中        
( 33)    13:45
( 30)    36:01

高橋　萌久　６    
ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞ          
長崎小        
( 36)    09:16
( 33)    45:17

堀　夏奈美　２    
ﾎﾘ ｶﾅﾐ            
中山中        
( 29)    13:58
( 33)    59:15

   34    32     59:40 飯豊町      
            
            

小松　　萌　２    
ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ          

飯豊中        
( 35)    15:21
( 35)    15:21

小川さおり　５    
ｵｶﾞﾜ ｻｵﾘ          

飯豊二小      
( 26)    08:19
( 35)    23:40

高橋　茉優　２    
ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ           
飯豊中        
( 24)    13:00
( 34)    36:40

伊藤　百花　６    
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ           
飯豊一小      
( 26)    08:37
( 34)    45:17

渡部　華菜　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ          
飯豊中        
( 34)    14:23
( 34)    59:40

   35    17   1:00:27 西川町      
            
            

菅野　玲菜　１    
ｶﾝﾉ ﾚｲﾅ           

西川中        
( 36)    15:29
( 36)    15:29

柴田　麻貴　５    
ｼﾊﾞﾀ ﾏｷ           

水沢小        
( 30)    08:26
( 36)    23:55

長岡　咲良　１    
ﾅｶﾞｵｶ ｻｸﾗ         
西川中        
( 35)    13:54
( 36)    37:49

土田　百華　５    
ﾂﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ          
睦合小        
( 23)    08:27
( 36)    46:16

松田　　遙　３    
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ          
西川中        
( 32)    14:11
( 35)  1:00:27

   36    30   1:00:51 小国町      
            
            

横井　梨可　３    
ﾖｺｲ ﾘｶ            

小国中        
( 34)    14:57
( 34)    14:57

今　　凪沙　６    
ｺﾝ ﾅｷﾞｻ           

小国小        
( 33)    08:41
( 34)    23:38

伊藤佑梨寧　２    
ｲﾄｳ ﾕﾘﾈ           
小国中        
( 31)    13:34
( 35)    37:12

阿部　愛美　６    
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ           
小国小        
( 34)    08:55
( 35)    46:07

和田愛結美　２    
ﾜﾀﾞ ｱﾕﾐ           
小国中        
( 36)    14:44
( 36)  1:00:51

木村　芙有加      
上山南中 3rd      

  11:41

高橋彩花（東根小）
古瀬綾菜(尾花沢小)

  07:01

高橋　彩花        
白鷹東中 3rd      

  10:39

千葉　ゆみ        
尾花沢小 2nd      

  07:10

高橋　つぐみ      
山形十中 1st      

  10:56
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     1     44:16 山形市      
            
            

小関　一輝　３    
ｺｾｷ ｶｽﾞｷ          

山形十中      
(  4)    10:22
(  4)    10:22

竹田　駿平　６    
ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ       

みはらしの丘小
(  2)    06:50
(  1)    17:12

伊藤　健太　３    
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ           
山形四中      
(  3)    10:00
(  1)    27:12

岡崎　廉士　６    
ｵｶｻﾞｷ ﾚﾝｼ         
蔵王一小      
(  4)    07:01
(  2)    34:13

吉田　明広　３    
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ         
山形十中      
(  3)    10:03
(  1)    44:16

    2     4     44:34 酒田市      
            
            

工藤　天輝　３    
ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ          

八幡中        
( 12)    10:42
( 12)    10:42

伊藤　平　５    
ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ          

八幡小        
(  1)    06:49
(  4)    17:31

三笠　慧吾　３    
ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ          
鳥海中        
(  2)    09:44
(  2)    27:15

冨樫　和樹　６    
ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ         
十坂小        
(  1)    06:57
(  1)    34:12

今井　滉二　２    
ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ          
酒田六中      
(  7)    10:22
(  2)    44:34

    3     2     44:40 米沢市      
            
            

長沼　大智　１    
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ        

米沢四中      
(  1)    10:12
(  1)    10:12

熊谷　哲志　５    
ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂｼ         

西部小        
(  6)    07:07
(  2)    17:19

西京　　毅　３    
ｻｲｷｮｳ ﾀｹｼ         
米沢五中      
(  4)    10:06
(  3)    27:25

黒田　　賢　５    
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ          
窪田小        
(  2)    07:00
(  3)    34:25

情野　　神　３    
ｾｲﾉ ｼﾞﾝ           
米沢ニ中      
(  5)    10:15
(  3)    44:40

    4     7     45:07 上山市      
            
            

酒井　　光　３    
ｻｶｲ ﾋｶﾙ           

上山南中      
( 10)    10:37
( 10)    10:37

會田　健人　６    
ｱｲﾀ ﾀｹﾋﾄ          

上山小        
(  4)    06:55
(  5)    17:32

渡邉　　貴　２    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ         
上山北中      
(  6)    10:26
(  6)    27:58

會田　誠人　６    
ｱｲﾀ ﾏｻﾋﾄ          
上山小        
(  7)    07:12
(  6)    35:10

佐々木健太　３    
ｻｻｷ ｹﾝﾀ           
上山北中      
(  1)    09:57
(  4)    45:07

    5    10     45:34 天童市      
            
            

須藤　　拓　３    
ｽﾄｳ ﾋﾗｸ           

天童四中      
( 18)    11:00
( 18)    11:00

黒田　将也　６    
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾔ          

天童北部小    
(  3)    06:52
( 10)    17:52

早坂　洸輝　２    
ﾊﾔｻｶ ｺｳｷ          
天童一中      
( 11)    10:32
(  8)    28:24

結城　璃工　６    
ﾕｳｷ ﾘｸ            
蔵増小        
(  2)    07:00
(  8)    35:24

高木　智規　３    
ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｷ          
天童一中      
(  4)    10:10
(  5)    45:34

    6    11     45:38 東根市      
            
            

吉田　　楓　３    
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ         

東根二中      
(  2)    10:13
(  2)    10:13

荒井　雄哉　５    
ｱﾗｲ ﾕｳﾔ           

神町小        
( 19)    07:22
(  6)    17:35

佐々木祐也　３    
ｻｻｷ ﾕｳﾔ           
神町中        
(  5)    10:07
(  4)    27:42

菊池　　崚　６    
ｷｸﾁ ﾘｮｳ           
長瀞小        
( 12)    07:25
(  4)    35:07

荒井　大輝　２    
ｱﾗｲ ﾋﾛｷ           
神町中        
( 11)    10:31
(  6)    45:38

    7     3     45:42 鶴岡市      
            
            

工藤　亘太　３    
ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ          

藤島中        
( 20)    11:14
( 20)    11:14

加藤　広太　６    
ｶﾄｳ ｺｳﾀ           

朝暘六小      
(  6)    07:07
( 17)    18:21

須貝俊太郎　３    
ｽｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ       
鶴岡四中      
(  1)    09:41
(  7)    28:02

齋藤　優輔　６    
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ         
藤島小        
(  8)    07:13
(  7)    35:15

齋藤　野駆　３    
ｻｲﾄｳ ﾔｸ           
鶴岡四中      
( 10)    10:27
(  7)    45:42

    8     5     45:57 新庄市      
            
            

矢口　　頌　３    
ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳ          

日新中        
(  3)    10:20
(  3)    10:20

丹　　宏介　６    
ﾀﾝ ｺｳｽｹ           

泉田小        
(  5)    07:01
(  3)    17:21

小林　　駿　３    
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ         
明倫中        
( 12)    10:34
(  5)    27:55

髙橋　草太　６    
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ          
沼田小        
(  8)    07:13
(  5)    35:08

佐々木　啓　３    
ｻｻｷ ｹｲ            
日新中        
( 18)    10:49
(  8)    45:57

    9     6     46:06 寒河江市    
            
            

相澤　直也　３    
ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ         

陵南中        
(  9)    10:33
(  9)    10:33

武田　和樹　６    
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ         

高松小        
( 11)    07:15
(  9)    17:48

荒木　瞭一　３    
ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ         
陵東中        
( 15)    10:40
(  9)    28:28

荒木　俊太　６    
ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ          
西根小        
(  5)    07:02
(  9)    35:30

伊藤　　駿　２    
ｲﾄｳ ｼｭﾝ           
陵西中        
( 14)    10:36
(  9)    46:06

   10    14     46:07 山辺町      
            
            

多田　俊樹　３    
ﾀﾀﾞ ﾄｼｷ           

山辺中        
(  5)    10:24
(  5)    10:24

大場　啓史　６    
ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ          

山辺小        
( 19)    07:22
(  8)    17:46

渡邉　賢悟　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ        
山辺中        
( 20)    10:49
( 12)    28:35

元木　　公　６    
ﾓﾄｷ ｺｳ            
山辺小        
( 15)    07:34
( 12)    36:09

本間　涼介　３    
ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ         
山辺中        
(  2)    09:58
( 10)    46:07

   11    12     46:08 尾花沢市    
            
            

星川　　聖　３    
ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ         

福原中        
(  8)    10:30
(  8)    10:30

武田　将樹　５    
ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｷ         

尾花沢小      
( 22)    07:32
( 13)    18:02

高橋　大貴　３    
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ         
宮沢中        
( 12)    10:34
( 13)    28:36

本間　　渉　６    
ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ           
福原中部小    
(  6)    07:06
( 10)    35:42

有路　拓実　３    
ｱﾘｼﾞ ﾀｸﾐ          
常盤中        
(  9)    10:26
( 11)    46:08

   12    31     47:09 白鷹町      
            
            

高野　　光　３    
ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ           

白鷹西中      
(  7)    10:29
(  7)    10:29

竹田　裕道　６    
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ         

鷹山小        
( 22)    07:32
( 12)    18:01

佐藤　剛士　３    
ｻﾄｳ ｺﾞｳｼ          
白鷹西中      
( 10)    10:31
( 10)    28:32

高野　　翼　６    
ﾀｶﾉ ﾂﾊﾞｻ          
鮎貝小        
( 16)    07:38
( 13)    36:10

遠藤　史也　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ         
白鷹西中      
( 22)    10:59
( 12)    47:09

   13    16     47:15 河北町      
            
            

布施　学人　３    
ﾌｾ ﾏﾅﾄ            

河北中        
( 15)    10:52
( 15)    10:52

槇　　　亨　６    
ﾏｷ ﾄｵﾙ            

谷地中部小    
(  6)    07:07
( 11)    17:59

石垣　和哉　３    
ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ        
河北中        
( 25)    11:03
( 15)    29:02

高橋　瑠依　６    
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ           
谷地中部小    
( 11)    07:21
( 14)    36:23

渡辺　克真　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏ         
河北中        
( 19)    10:52
( 13)    47:15

   14    27     47:16 戸沢村      
            
            

古澤　　徹　３    
ﾌﾙｻﾜ ﾃﾂ           

戸沢中        
(  6)    10:27
(  6)    10:27

西嶋　英倫　６    
ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ       

古口小        
( 14)    07:17
(  7)    17:44

田中　晃浩　３    
ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ          
角川中        
( 22)    10:50
( 11)    28:34

小屋　嘉毅　６    
ｺﾔ ｶｽﾞｷ           
神田小        
( 14)    07:30
( 11)    36:04

佐藤　一也　３    
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ          
戸沢中        
( 25)    11:12
( 14)    47:16

   15    28     47:22 高畠町      
            
            

加地槙之介　３    
ｶｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ         

高畠三中      
( 16)    10:54
( 16)    10:54

小川　悟史　６    
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ          

糠野目小      
( 21)    07:26
( 16)    18:20

大浦　裕太　３    
ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ          
高畠二中      
(  7)    10:28
( 14)    28:48

佐々木　優　６    
ｻｻｷ ﾕｳ            
高畠小        
( 32)    08:17
( 16)    37:05

吉田　周平　２    
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ        
高畠四中      
(  6)    10:17
( 15)    47:22

   16     9     47:31 長井市      
            
            

加藤　　拓　３    
ｶﾄｳ ﾋﾛｼ           

長井北中      
( 24)    11:33
( 24)    11:33

安達　大悟　６    
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ        

致芳小        
( 11)    07:15
( 21)    18:48

梅津　紘仁　３    
ｳﾒﾂ ﾋﾛﾄ           
長井南中      
( 17)    10:45
( 20)    29:33

石塚　洸希　６    
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｷ         
致芳小        
( 10)    07:16
( 15)    36:49

遠藤　健史　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ         
長井南中      
( 15)    10:42
( 16)    47:31

   17    22     47:38 最上町      
            
            

髙橋　尚敬　３    
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ         

最上中        
( 11)    10:41
( 11)    10:41

菅嶋　健斗　６    
ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ        

大堀小        
( 27)    07:35
( 15)    18:16

渋井　洋佑　３    
ｼﾌﾞｲ ﾖｳｽｹ         
最上中        
( 22)    10:50
( 16)    29:06

生亀　幸輝　４    
ｲｷｶﾒ ｺｳｷ          
向町小        
( 29)    08:09
( 20)    37:15

大場　郭生　３    
ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｷ          
最上中        
(  8)    10:23
( 17)    47:38

   18    34     47:52 庄内町      
            
            

上野　聖哉　２    
ｳｴﾉ ﾏｻﾔ           

余目中        
( 17)    10:59
( 17)    10:59

齋藤　成哉　６    
ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ          

立川小        
( 10)    07:12
( 14)    18:11

佐藤　　拓　３    
ｻﾄｳ ﾀｸ            
余目中        
( 28)    11:08
( 18)    29:19

上野　望夢　６    
ｳｴﾉ ﾉｿﾞﾑ          
立川小        
( 24)    07:51
( 17)    37:10

大滝　哲平　３    
ｵｵﾀｷ ﾃｯﾍﾟｲ        
余目中        
( 15)    10:42
( 18)    47:52

   19    21     47:55 金山町      
            
            

藤山　　響　３    
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ        

金山中        
( 21)    11:21
( 21)    11:21

今井　祐輝　６    
ｲﾏｲ ﾕｳｷ           

明安小        
( 33)    07:48
( 27)    19:09

小沼　正樹　３    
ｺﾇﾏ ﾏｻｷ           
金山中        
(  9)    10:29
( 23)    29:38

高橋　翔太　６    
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ         
金山小        
( 19)    07:42
( 24)    37:20

三上　太貴　３    
ﾐｶﾐ ﾀｲｷ           
金山中        
( 13)    10:35
( 19)    47:55

   20     8     48:02 村山市      
            
            

髙橋　尚之　３    
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ         

葉山中        
( 14)    10:51
( 14)    10:51

板垣　天汰　６    
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ         

楯岡小        
( 22)    07:32
( 18)    18:23

結城　尚也　３    
ﾕｳｷ ﾅｵﾔ           
楯岡中        
( 19)    10:46
( 17)    29:09

井上　尚哉　６    
ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ          
楯岡小        
( 28)    08:08
( 22)    37:17

大地　優人　３    
ｵｵﾁ ﾕｳﾄ           
葉山中        
( 17)    10:45
( 20)    48:02



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   21    15     48:18 中山町      
            
            

多田　拓矢　３    
ﾀﾀﾞ ﾀｸﾔ           

中山中        
( 32)    11:57
( 32)    11:57

多田　有希　６    
ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ           

長崎小        
(  9)    07:09
( 25)    19:06

高橋　雄大　２    
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ        
中山中        
(  7)    10:28
( 21)    29:34

柏倉　元太　４    
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ       
長崎小        
( 16)    07:38
( 18)    37:12

鎌上　拓治　３    
ｶﾏｶﾐ ﾀｸｼﾞ         
中山中        
( 23)    11:06
( 21)    48:18

   22    13     48:23 南陽市      
            
            

青木　鴻斗　２    
ｱｵｷ ﾋﾛﾄ           

沖郷中        
( 19)    11:12
( 19)    11:12

大津　吉信　６    
ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ         

漆山小        
( 22)    07:32
( 20)    18:44

竹田　大輝　３    
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ          
沖郷中        
( 17)    10:45
( 19)    29:29

岡　　拓也　６    
ｵｶ ﾀｸﾔ            
宮内小        
( 21)    07:47
( 21)    37:16

渡部　聖太　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ        
梨郷中        
( 24)    11:07
( 22)    48:23

   23    30     48:27 小国町      
            
            

安部　斗夢　３    
ｱﾍﾞ ﾄﾑ            

小国中        
( 13)    10:45
( 13)    10:45

木村　哲也　６    
ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ           

小国小        
( 29)    07:40
( 19)    18:25

舟山　朋亮　３    
ﾌﾅﾔﾏ ﾄﾓｱｷ         
小国中        
( 30)    11:15
( 24)    29:40

伊藤　貴彦　６    
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ          
小国小        
( 23)    07:49
( 25)    37:29

中津川遥也　２    
ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ        
小国中        
( 20)    10:58
( 23)    48:27

   24    24     48:27 真室川町    
            
            

藤川　　巽　３    
ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾂﾐ         

真室川中      
( 26)    11:34
( 26)    11:34

笹原　　佑　６    
ｻｻﾊﾗ ﾕｳ           

真室川小      
( 22)    07:32
( 26)    19:06

佐々木遥平　３    
ｻｻｷ ﾖｳﾍｲ          
真室川中      
( 14)    10:38
( 25)    29:44

西田　裕志　５    
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｼ          
安楽城小      
( 30)    08:12
( 26)    37:56

斎藤　勇磨　２    
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ          
真室川中      
( 11)    10:31
( 24)    48:27

   25    35     48:38 遊佐町      
            
            

谷地　宏康　２    
ﾔﾁ ﾋﾛﾔｽ           

遊佐中        
( 30)    11:48
( 30)    11:48

佐藤　晴基　６    
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ           

吹浦小        
( 11)    07:15
( 24)    19:03

畠中　勇気　３    
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ          
遊佐中        
( 16)    10:42
( 26)    29:45

高橋　　泰　６    
ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ          
吹浦小        
( 13)    07:28
( 19)    37:13

土門　洸太　２    
ﾄﾞﾓﾝ ｺｳﾀ          
遊佐中        
( 26)    11:25
( 25)    48:38

   26    19     49:04 大江町      
            
            

林　　　輝　３    
ﾊﾔｼ ｱｷﾗ           

大江中        
( 22)    11:29
( 22)    11:29

阿部　　海　６    
ｱﾍﾞ ｶｲ            

左沢小        
( 15)    07:20
( 22)    18:49

田宮　　駿　３    
ﾀﾐﾔ ｼｭﾝ           
大江中        
( 20)    10:49
( 22)    29:38

柴田　瑠彗　５    
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｽｲ        
左沢小        
( 18)    07:40
( 23)    37:18

菊地　将史　１    
ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ          
大江中        
( 30)    11:46
( 26)    49:04

   27    26     49:39 鮭川村      
            
            

矢口　大貴　３    
ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ         

鮭川中        
( 27)    11:37
( 27)    11:37

高橋　匡衡　６    
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ         

大豊小        
( 15)    07:20
( 23)    18:57

荒木　綾介　２    
ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ         
鮭川中        
( 27)    11:06
( 27)    30:03

斎藤　天晴　６    
ｻｲﾄｳ ﾃﾝｾｲ         
牛潜小        
( 27)    07:58
( 27)    38:01

斉藤　拓也　３    
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ          
鮭川中        
( 28)    11:38
( 27)    49:39

   28    23     50:03 舟形町      
            
            

伊藤　志乃　２    
ｲﾄｳ ｼﾉ            

舟形中        
( 31)    11:53
( 31)    11:53

浅沼　凱斗　５    
ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ          

舟形小        
( 17)    07:21
( 29)    19:14

大鳥　由来　３    
ｵｵﾄﾘ ﾕﾗ           
舟形中        
( 26)    11:05
( 29)    30:19

石川　智貴　６    
ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ          
長沢小        
( 26)    07:54
( 29)    38:13

八鍬　　翔　３    
ﾔｸﾜ ｼｮｳ           
舟形中        
( 31)    11:50
( 28)    50:03

   29    29     50:22 川西町      
            
            

長澤　拓斗　３    
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾄ         

川西二中      
( 33)    12:18
( 33)    12:18

寒河江璃矩　６    
ｻｶﾞｴ ﾘｸ           

中郡小        
( 17)    07:21
( 32)    19:39

長澤　　颯　１    
ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ         
川西二中      
( 32)    11:33
( 32)    31:12

本間　崚介　６    
ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ         
玉庭小        
( 30)    08:12
( 32)    39:24

島貫　　俊　１    
ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ          
川西二中      
( 20)    10:58
( 29)    50:22

   30    18     50:50 朝日町      
            
            

浅井　翔太　２    
ｱｻｲ ｼｮｳﾀ          

朝日中        
( 29)    11:39
( 29)    11:39

濱田　稜十　６    
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾄ         

大谷小        
( 30)    07:46
( 31)    19:25

伊藤　太樹　１    
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ          
朝日中        
( 24)    10:55
( 30)    30:20

大竹　克典　５    
ｵｵﾀｹ ｶﾂﾉﾘ         
宮宿小        
( 34)    09:02
( 31)    39:22

阿部　　駿　３    
ｱﾍﾞ ｼｭﾝ           
朝日中        
( 27)    11:28
( 30)    50:50

   31    20     51:14 大石田町    
            
            

小玉　尚輝　２    
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵｷ          

大石田一中    
( 25)    11:33
( 25)    11:33

小玉　祥太　６    
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ         

横山小        
( 34)    08:14
( 33)    19:47

寺崎　　凌　１    
ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ          
大石田一中    
( 34)    11:51
( 34)    31:38

遠藤　皇太　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ         
横山小        
( 25)    07:53
( 34)    39:31

加藤　孝征　２    
ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ          
大石田一中    
( 29)    11:43
( 31)    51:14

   32    17     51:31 西川町      
            
            

荒木　承太　３    
ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ          

西川中        
( 23)    11:32
( 23)    11:32

安孫子　晟　６    
ｱﾋﾞｺ ｼﾞｮｳ         

睦合小        
( 28)    07:38
( 28)    19:10

原田　充稀　２    
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂｷ          
西川中        
( 29)    11:09
( 28)    30:19

菅野　龍樹　６    
ｶﾝﾉ ﾘｭｳｷ          
西山小        
( 20)    07:44
( 28)    38:03

設楽新之介　３    
ｼﾀﾗ ｼﾝﾉｽｹ         
西川中        
( 34)    13:28
( 32)    51:31

   33    32     51:34 飯豊町      
            
            

舟山幸太朗　３    
ﾌﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ        

飯豊中        
( 34)    12:20
( 34)    12:20

高橋　　圭　６    
ﾀｶﾊｼ ｹｲ           

飯豊一小      
( 32)    07:47
( 34)    20:07

茂木　源尚　３    
ﾓｷﾞ ｹﾞﾝｼｮｳ        
飯豊中        
( 31)    11:20
( 33)    31:27

鈴木　涼志　６    
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ        
飯豊二小      
( 22)    07:48
( 30)    39:15

伊藤　健太　３    
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ           
飯豊中        
( 33)    12:19
( 33)    51:34

   34    25     51:44 大蔵村      
            
            

鈴木　望夢　２    
ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾑ         

大蔵中        
( 28)    11:39
( 28)    11:39

佐藤　大亮　５    
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ         

大蔵小        
( 30)    07:46
( 30)    19:25

伊藤　隆聖　２    
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ         
大蔵中        
( 33)    11:44
( 31)    31:09

柿崎　陵児　６    
ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ       
大蔵小        
( 33)    08:21
( 33)    39:30

高山　　凌　２    
ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ          
大蔵中        
( 32)    12:14
( 34)    51:44

齋藤　真也  
山辺中　10th

  10:00

長沼　大智  
北部小　11th

  06:31

佐藤　寛才  
酒田六中 7th

  09:28

渡邉　哲也  
西根小　7th 

  06:44

安房　真沙樹
米沢一中 7th

  09:37



女子 県内  ジュニア駅伝女子県内大会 2009年 8月 2日 12時30分 スタート

大会記録          48:39  　米沢市      第８回 2005.8.7
総合成績

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     2     48:11
NGR 

米沢市      
            
            

小林　文香　３    
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ         

米沢五中      
(  1) *  11:09
(  1)    11:09

梅津　春香　６    
ｳﾒﾂ ﾊﾙｶ           

西部小        
(  4)    07:25
(  1)    18:34

内山真理子　２    
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ          
米沢四中      
(  4)    11:12
(  1)    29:46

原田　咲雪　６    
ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ          
西部小        
(  4)    07:36
(  1)    37:22

遠藤　花琳　１    
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ         
米沢三中      
(  1)    10:49
(  1)    48:11

    2    11     49:41 東根市      
            
            

深瀬　菜緒　３    
ﾌｶｾ ﾅｵ            

東根一中      
(  4)    11:58
(  4)    11:58

佐藤　玲美　６    
ｻﾄｳ ﾚｲﾐ           

大富小        
(  9)    07:38
(  6)    19:36

本間　未来　２    
ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ           
東根一中      
(  2)    11:02
(  4)    30:38

矢口こはる　６    
ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ          
東根中部小    
( 10)    07:55
(  4)    38:33

加藤多紀子　３    
ｶﾄｳ ﾀｷｺ           
東根一中      
(  2)    11:08
(  2)    49:41

    3    10     50:18 天童市      
            
            

鎌田　靖菜　１    
ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ           

天童三中      
(  6)    12:01
(  6)    12:01

遠藤　杏文　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾔ        

成生小        
(  6)    07:31
(  5)    19:32

山本　真子　２    
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ           
天童一中      
( 14)    12:12
(  6)    31:44

鎌田　澪里　５    
ｶﾏﾀ ﾐｵﾘ           
長岡小        
(  2)    07:13
(  5)    38:57

清野　　陽　１    
ｾｲﾉ ｱｶﾘ           
天童四中      
(  3)    11:21
(  3)    50:18

    4    35     50:21 遊佐町      
            
            

大谷　美優　２    
ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ           

遊佐中        
(  7)    12:03
(  7)    12:03

石垣　加代　５    
ｲｼﾞｶﾞｷ ｶﾖ         

稲川小        
(  3)    07:22
(  4)    19:25

今野　史織　２    
ｺﾝﾉ ｼｵﾘ           
遊佐中        
(  3)    11:09
(  3)    30:34

坪池　奈央　３    
ﾂﾎﾞｲｹ ﾅｵ          
遊佐中        
( 11)    07:57
(  3)    38:31

小野寺璃真　３    
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾏ          
遊佐中        
( 10)    11:50
(  4)    50:21

    5    34     50:48 庄内町      
            
            

稲田　彩香　３    
ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ          

余目中        
(  3)    11:45
(  3)    11:45

門脇　実紅　６    
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｸ          

余目二小      
(  7)    07:34
(  3)    19:19

齋藤　美咲　２    
ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ          
余目中        
( 12)    12:07
(  5)    31:26

稲田　　唯　６    
ｲﾅﾀﾞ ﾕｲ           
余目二小      
(  3)    07:34
(  6)    39:00

齋藤　真衣　３    
ｻｲﾄｳ ﾏｲ           
余目中        
(  8)    11:48
(  5)    50:48

    6     7     50:52 上山市      
            
            

木村芙有加　３    
ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ           

上山南中      
(  2) *  11:19
(  2)    11:19

鈴木　　彩　６    
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ          

南小          
(  5)    07:29
(  2)    18:48

工藤　理沙　３    
ｸﾄﾞｳ ﾘｻ           
上山北中      
(  7)    11:44
(  2)    30:32

宇野　花紀　５    
ｳﾉ ﾊﾅｷ            
南小          
(  9)    07:53
(  2)    38:25

小口　優花　３    
ｺｸﾞﾁ ﾕｶ           
上山南中      
( 17)    12:27
(  6)    50:52

    7     4     50:58 酒田市      
            
            

池田　裕香　２    
ｲｹﾀﾞ ﾕｶ           

酒田六中      
( 22)    12:59
( 22)    12:59

菊地　佳葉　６    
ｷｸﾁ ｶﾖ            

十坂小        
(  2)    07:09
(  8)    20:08

平山　絵梨　３    
ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ           
酒田六中      
(  8)    11:45
(  9)    31:53

石垣　歌織　６    
ｲｼｶﾞｷ ｶｵﾘ         
松陵小        
(  5)    07:38
(  8)    39:31

佐藤　真保　３    
ｻﾄｳ ﾏﾎ            
八幡中        
(  4)    11:27
(  7)    50:58

    8     3     50:59 鶴岡市      
            
            

石塚　志保　２    
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾎ          

豊浦中        
( 24)    13:11
( 24)    13:11

大滝　美晴　６    
ｵｵﾀｷ ﾐﾊﾙ          

朝暘三小      
(  1)    07:08
( 11)    20:19

坂井　　遥　３    
ｻｶｲ ﾊﾙｶ           
鶴岡四中      
(  5)    11:30
(  7)    31:49

吉住　桃花　６    
ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ         
朝暘五小      
(  1)    07:12
(  7)    39:01

三浦　　佳　１    
ﾐｳﾗ ｹｲ            
鶴岡四中      
( 11)    11:58
(  8)    50:59

    9    16     52:01 河北町      
            
            

今田　美緒　３    
ｺﾝﾀ ﾐｵ            

河北中        
( 11)    12:27
( 11)    12:27

五十嵐梨菜　５    
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ          

谷地中部小    
( 12)    07:48
(  9)    20:15

齋藤　玲子　３    
ｻﾄｳ ﾚｲｺ           
河北中        
(  9)    11:50
( 10)    32:05

小玉　　和　６    
ｺﾀﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ         
谷地中部小    
( 15)    08:11
( 10)    40:16

阿部　若咲　１    
ｱﾍﾞ ﾜｶｻ           
河北中        
(  7)    11:45
(  9)    52:01

   10    12     52:10 尾花沢市    
            
            

原田千絵美　３    
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴﾐ          

宮沢中        
( 21)    12:58
( 21)    12:58

田村　　希　６    
ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ          

玉野小        
( 13)    07:53
( 19)    20:51

古瀬　絢菜　１    
ﾌﾙｾ ｱﾔﾅ           
尾花沢中      
(  1)    10:59
(  8)    31:50

西尾　千咲　５    
ﾆｼｵ ﾁｻ            
尾花沢小      
( 17)    08:13
(  9)    40:03

草刈　　円　３    
ｸｻｶﾘ ﾂﾌﾞﾗ         
常盤中        
( 12)    12:07
( 10)    52:10

   11     1     52:17 山形市      
            
            

石川　理恵　３    
ｲｼｶﾜ ﾘｴ           

山大附中      
(  5)    12:00
(  5)    12:00

高橋　里美　６    
ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ          

南小          
( 17)    08:00
(  7)    20:00

漆山　想代　３    
ｳﾙｼﾔﾏ ｿﾖ          
山形十中      
( 15)    12:16
( 11)    32:16

大宮みすず　６    
ｵｵﾐﾔ ﾐｽｽﾞ         
鈴川小        
( 16)    08:12
( 11)    40:28

鈴木　里菜　２    
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ           
山形九中      
(  9)    11:49
( 11)    52:17

   12    13     52:30 南陽市      
            
            

樋口小百合　２    
ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ          

赤湯中        
( 20)    12:56
( 20)    12:56

佐藤　可奈　６    
ｻﾄｳ ｶﾅ            

赤湯小        
( 19)    08:09
( 21)    21:05

鈴木　洸子　３    
ｽｽﾞｷ ｺｳｺ          
宮内中        
( 12)    12:07
( 17)    33:12

中村　恭子　６    
ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ         
中川小        
(  6)    07:47
( 14)    40:59

加藤　心琴　２    
ｶﾄｳ ﾐｺﾄ           
赤湯中        
(  5)    11:31
( 12)    52:30

   13    22     52:46 最上町      
            
            

阿部　優紀　２    
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ           

最上中        
( 10)    12:23
( 10)    12:23

保科　裕華　４    
ﾎｼﾅ ﾕｳｶ           

向町小        
( 14)    07:54
( 10)    20:17

二戸　葉月　２    
ﾆﾄ ﾊｽﾞｷ           
最上中        
( 11)    12:05
( 12)    32:22

古関　梨奈　６    
ｺｾｷ ﾘﾅ            
大堀小        
( 13)    08:08
( 12)    40:30

石山穂菜美　３    
ｲｼﾔﾏ ﾎﾅﾐ          
最上中        
( 14)    12:16
( 13)    52:46

   14     8     53:12 村山市      
            
            

井上　星香　２    
ｲﾉｳｴ ｾｲｶ          

楯岡中        
(  8)    12:17
(  8)    12:17

齋藤　香純　５    
ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ          

楯岡小        
( 26)    08:21
( 15)    20:38

藤川　　悠　２    
ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳ          
楯岡中        
( 10)    11:53
( 13)    32:31

佐藤万希子　６    
ｻﾄｳ ﾏｷｺ           
袖崎小        
( 22)    08:30
( 15)    41:01

齊藤　　栞　３    
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ          
楯岡中        
( 13)    12:11
( 14)    53:12

   15     6     53:22 寒河江市    
            
            

小倉伊万里　３    
ｵｸﾞﾗ ｲﾏﾘ          

陵東中        
( 17)    12:44
( 17)    12:44

布川　怜菜　６    
ﾇﾉｶﾜ ﾚﾅ           

寒河江中部小  
(  8)    07:37
( 12)    20:21

大泉　　南　２    
ｵｵｲｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ        
陵南中        
( 19)    12:42
( 15)    33:03

大泉　　彩　５    
ｵｵｲｽﾞﾐ ｱﾔ         
柴橋小        
(  6)    07:47
( 13)    40:50

大沼　　希　２    
ｵｵﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ         
陵東中        
( 18)    12:32
( 15)    53:22

   16     9     53:54 長井市      
            
            

秦　　七海　３    
ﾊﾀ ﾅﾅﾐ            

長井南中      
( 14)    12:39
( 14)    12:39

村上　　舞　５    
ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ           

長井小        
( 27)    08:23
( 20)    21:02

梅津　望美　２    
ｳﾒﾂ ﾉｿﾞﾐ          
長井南中      
(  6)    11:39
( 14)    32:41

鈴木　麻衣　５    
ｽｽﾞｷ ﾏｲ           
豊田小        
( 31)    08:50
( 17)    41:31

土谷　萌奈　３    
ﾂﾁﾔ ﾓﾅ            
長井南中      
( 16)    12:23
( 16)    53:54

   17    24     54:00 真室川町    
            
            

松沢　佳菜　２    
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅ          

真室川中      
( 25)    13:15
( 25)    13:15

五十嵐美鈴　６    
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ        

真室川小      
( 15)    07:57
( 23)    21:12

斎藤　里穂　３    
ｻｲﾄｳ ﾘﾎ           
真室川中      
( 16)    12:23
( 19)    33:35

小野　和紗　６    
ｵﾉ ｶｽﾞｻ           
真室川小      
( 12)    08:03
( 18)    41:38

田中美奈海　１    
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ           
真室川中      
( 15)    12:22
( 17)    54:00

   18    29     54:36 川西町      
            
            

菊地　真琴　１    
ｷｸﾁ ﾏｺﾄ           

川西一中      
(  9)    12:22
(  9)    12:22

平間　　遥　６    
ﾋﾗﾏ ﾊﾙｶ           

中郡小        
( 24)    08:19
( 16)    20:41

金子明日美　１    
ｶﾈｺ ｱｽﾐ           
川西一中      
( 26)    13:23
( 22)    34:04

高橋　菜恵　５    
ﾀｶﾊｼ ｻｴ           
小松小        
( 32)    08:55
( 23)    42:59

大河原綾乃　１    
ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ         
川西一中      
(  6)    11:37
( 18)    54:36

   19    27     54:45 戸沢村      
            
            

佐藤　朱音　１    
ｻﾄｳ ｱｶﾈ           

戸沢中        
( 15)    12:41
( 15)    12:41

齋藤　詩織　６    
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ          

角川小        
( 10)    07:40
( 13)    20:21

早坂　恵莉　２    
ﾊﾔｻｶ ｴﾘ           
角川中        
( 20)    12:51
( 16)    33:12

大山佳菜子　６    
ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ          
角川小        
(  8)    07:51
( 16)    41:03

佐々木実周　３    
ｻｻｷ ﾐﾁｶ           
角川中        
( 26)    13:42
( 19)    54:45

   20    31     55:08 白鷹町      
            
            

広川　夕季　１    
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ          

白鷹東中      
( 12)    12:28
( 12)    12:28

梅津　桐里　６    
ｳﾒﾂ ｷﾘ            

東根小        
( 23)    08:14
( 18)    20:42

岡部　　楓　３    
ｵｶﾒ ｶｴﾃﾞ          
白鷹西中      
( 21)    12:55
( 20)    33:37

梅津　香穂　６    
ｳﾒﾂ ｶﾎ            
東根小        
( 25)    08:39
( 21)    42:16

大滝　碧菜　１    
ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ          
白鷹西中      
( 19)    12:52
( 20)    55:08

*…区間新記録
凡例: NGR: 大会新記録



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   21    18     55:09 朝日町      
            
            

白田恵里華　１    
ｼﾗﾀ ｴﾘｶ           

朝日中        
( 13)    12:34
( 13)    12:34

渡辺　圭織　５    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ         

宮宿小        
( 30)    08:32
( 22)    21:06

志藤向日葵　２    
ｼﾄｳ ﾋﾏﾜﾘ          
朝日中        
( 17)    12:27
( 18)    33:33

清水ありさ　６    
ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ          
宮宿小        
( 26)    08:40
( 20)    42:13

白田　紗己　３    
ｼﾗﾀ ｻｷ            
朝日中        
( 21)    12:56
( 21)    55:09

   22    26     55:16 鮭川村      
            
            

八鍬あゆみ　１    
ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ           

鮭川中        
( 18)    12:46
( 18)    12:46

水戸ひなの　６    
ﾐﾄ ﾋﾅﾉ            

曲川小        
( 11)    07:43
( 14)    20:29

土田　美華　３    
ﾂﾁﾀﾞ ﾐｶ           
鮭川中        
( 26)    13:23
( 21)    33:52

井上　瑠菜　６    
ｲﾉｳｴ ﾙﾅ           
大豊小        
( 18)    08:14
( 19)    42:06

髙橋　ふみ　２    
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ           
鮭川中        
( 24)    13:10
( 22)    55:16

   23    21     55:23 金山町      
            
            

長倉　　冴　２    
ﾅｶﾞｸﾗ ｻｴ          

金山中        
( 16)    12:44
( 16)    12:44

柴田　玲奈　６    
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ          

有屋小        
( 16)    07:58
( 17)    20:42

五十嵐瑛美　３    
ｲｶﾞﾗｼ ｴﾐ          
金山中        
( 29)    13:34
( 23)    34:16

岸　紗也夏　６    
ｷｼ ｻﾔｶ            
明安小        
( 18)    08:14
( 22)    42:30

岸　由羽那　２    
ｷｼ ﾕｳﾅ            
金山中        
( 20)    12:53
( 23)    55:23

   24     5     56:09 新庄市      
            
            

小野　茉倫　３    
ｵﾉ ﾏﾘﾝ            

萩野中        
( 23)    13:04
( 23)    13:04

青木　桃香　５    
ｱｵｷ ﾓﾓｶ           

昭和小        
( 19)    08:09
( 24)    21:13

佐藤　咲希　１    
ｻﾄｳ ｻｷ            
萩野中        
( 24)    13:08
( 24)    34:21

伊藤満里奈　６    
ｲﾄｳ ﾏﾘﾅ           
昭和小        
( 30)    08:43
( 24)    43:04

高橋　沙弥　３    
ﾀｶﾊｼ ｻﾔ           
明倫中        
( 23)    13:05
( 24)    56:09

   25    28     57:30 高畠町      
            
            

安達　志音　１    
ｱﾀﾞﾁ ｼｵﾝ          

高畠一中      
( 28)    14:09
( 28)    14:09

安部　優佳　６    
ｱﾍﾞ ﾕｳｶ           

高畠小        
( 21)    08:10
( 28)    22:19

井上明日香　３    
ｲﾉｳｴ ｱｽｶ          
高畠二中      
( 28)    13:25
( 27)    35:44

佐藤　一葉　６    
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊ          
高畠小        
( 23)    08:32
( 27)    44:16

佐藤　涼風　１    
ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ          
高畠三中      
( 25)    13:14
( 25)    57:30

   26    14     57:34 山辺町      
            
            

舩山　千春　３    
ﾌﾅﾔﾏ ﾁﾊﾙ          

山辺中        
( 19)    12:53
( 19)    12:53

村山　祐海　５    
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾐ          

相模小        
( 33)    08:53
( 25)    21:46

竹田　美遥　２    
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾙ          
山辺中        
( 22)    13:00
( 25)    34:46

齋藤　光恵　５    
ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ          
山辺小        
( 28)    08:41
( 26)    43:27

下山　千尋　３    
ｼﾓﾔﾏ ﾁﾋﾛ          
山辺中        
( 29)    14:07
( 26)    57:34

   27    20     57:58 大石田町    
            
            

石川　莉緒　１    
ｲｼｶﾜ ﾘｵ           

大石田一中    
( 30)    14:29
( 30)    14:29

西村　優花　６    
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ           

大石田小      
( 18)    08:01
( 29)    22:30

阿部　優貴　２    
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ           
亀井田中      
( 18)    12:40
( 26)    35:10

阿部　有紗　６    
ｱﾍﾞ ｱﾘｻ           
横山小        
( 13)    08:08
( 25)    43:18

鈴木菜都美　２    
ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ          
亀井田中      
( 33)    14:40
( 27)    57:58

   28    23     58:20 舟形町      
            
            

阿部　芹茄　３    
ｱﾍﾞ ｾﾘｶ           

舟形中        
( 29)    14:15
( 29)    14:15

磯谷　瑠香　６    
ｲｿﾔ ﾙｶ            

舟形小        
( 29)    08:28
( 30)    22:43

渡邉　祐未　１    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ          
舟形中        
( 32)    13:53
( 31)    36:36

髙橋　春菜　５    
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ          
長沢小        
( 26)    08:40
( 30)    45:16

仲川恵梨花　１    
ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾘｶ         
舟形中        
( 22)    13:04
( 28)    58:20

   29    19     58:49 大江町      
            
            

大泉　詩織　３    
ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｵﾘ        

大江中        
( 31)    14:52
( 31)    14:52

清野　百華　６    
ｾｲﾉ ﾓﾓｶ           

左沢小        
( 22)    08:12
( 31)    23:04

富樫　風香　１    
ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ          
大江中        
( 25)    13:21
( 30)    36:25

杉沼佳奈重　６    
ｽｷﾞﾇﾏ ｶﾅｴ         
左沢小        
( 20)    08:26
( 29)    44:51

渡邉　麻由　２    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ          
大江中        
( 27)    13:58
( 29)    58:49

   30    25     59:08 大蔵村      
            
            

加藤　春香　２    
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ           

大蔵中        
( 26)    13:16
( 26)    13:16

矢口　真帆　６    
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ           

大蔵小        
( 32)    08:43
( 26)    21:59

佐藤恵利那　２    
ｻﾄｳ ｴﾘﾅ           
大蔵中        
( 34)    14:10
( 29)    36:09

佐藤　真生　５    
ｻﾄｳ ﾏｵ            
大蔵小        
( 29)    08:42
( 28)    44:51

笹原日芙美　２    
ｻｻﾊﾗ ﾋﾌﾐ          
大蔵中        
( 31)    14:17
( 30)    59:08

   31    15     59:15 中山町      
            
            

森谷　美香　２    
ﾓﾘﾔ ﾊﾙｶ           

中山中        
( 27)    13:20
( 27)    13:20

伊藤　有希　６    
ｲﾄｳ ﾕｷ            

豊田小        
( 34)    08:56
( 27)    22:16

神尾　菜摘　１    
ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ           
中山中        
( 31)    13:45
( 28)    36:01

高橋　萌久　６    
ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞ          
長崎小        
( 34)    09:16
( 31)    45:17

堀　夏奈美　２    
ﾎﾘ ｶﾅﾐ            
中山中        
( 27)    13:58
( 31)    59:15

   32    32     59:40 飯豊町      
            
            

小松　　萌　２    
ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ          

飯豊中        
( 33)    15:21
( 33)    15:21

小川さおり　５    
ｵｶﾞﾜ ｻｵﾘ          

飯豊二小      
( 24)    08:19
( 33)    23:40

高橋　茉優　２    
ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ           
飯豊中        
( 22)    13:00
( 32)    36:40

伊藤　百花　６    
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ           
飯豊一小      
( 24)    08:37
( 32)    45:17

渡部　華菜　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ          
飯豊中        
( 32)    14:23
( 32)    59:40

   33    17   1:00:27 西川町      
            
            

菅野　玲菜　１    
ｶﾝﾉ ﾚｲﾅ           

西川中        
( 34)    15:29
( 34)    15:29

柴田　麻貴　５    
ｼﾊﾞﾀ ﾏｷ           

水沢小        
( 28)    08:26
( 34)    23:55

長岡　咲良　１    
ﾅｶﾞｵｶ ｻｸﾗ         
西川中        
( 33)    13:54
( 34)    37:49

土田　百華　５    
ﾂﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ          
睦合小        
( 21)    08:27
( 34)    46:16

松田　　遙　３    
ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ          
西川中        
( 30)    14:11
( 33)  1:00:27

   34    30   1:00:51 小国町      
            
            

横井　梨可　３    
ﾖｺｲ ﾘｶ            

小国中        
( 32)    14:57
( 32)    14:57

今　　凪沙　６    
ｺﾝ ﾅｷﾞｻ           

小国小        
( 31)    08:41
( 32)    23:38

伊藤佑梨寧　２    
ｲﾄｳ ﾕﾘﾈ           
小国中        
( 29)    13:34
( 33)    37:12

阿部　愛美　６    
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ           
小国小        
( 32)    08:55
( 33)    46:07

和田愛結美　２    
ﾜﾀﾞ ｱﾕﾐ           
小国中        
( 34)    14:44
( 34)  1:00:51

阿部　有香里      
飛鳥中　7th       

  11:25

高橋彩花(東根小)  
古瀬綾菜(尾花沢小)

  07:01

高橋　彩花        
白鷹東中 11th     

  10:39

千葉　ゆみ        
尾花沢小 10th     

  07:10

土田　真由美      
米沢五中 8th      

  10:45



男子 県内  ジュニア駅伝男子県内大会 2009年 8月 2日 13時35分 スタート

第１区      区間記録
【区間最高記録】齋藤　真也   山辺中　10th  10:00

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     2   10:12 米沢市      長沼　大智　１  ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ      米沢四中      
    2    11   10:13 東根市      吉田　　楓　３  ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ       東根二中      
    3     5   10:20 新庄市      矢口　　頌　３  ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳ        日新中        
    4     1   10:22 山形市      小関　一輝　３  ｺｾｷ ｶｽﾞｷ        山形十中      
    5    14   10:24 山辺町      多田　俊樹　３  ﾀﾀﾞ ﾄｼｷ         山辺中        
    6    27   10:27 戸沢村      古澤　　徹　３  ﾌﾙｻﾜ ﾃﾂ         戸沢中        
    7    31   10:29 白鷹町      高野　　光　３  ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ         白鷹西中      
    8    12   10:30 尾花沢市    星川　　聖　３  ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ       福原中        
    9     6   10:33 寒河江市    相澤　直也　３  ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ       陵南中        
   10     7   10:37 上山市      酒井　　光　３  ｻｶｲ ﾋｶﾙ         上山南中      
   11    22   10:41 最上町      髙橋　尚敬　３  ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ       最上中        
   12     4   10:42 酒田市      工藤　天輝　３  ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ        八幡中        
   13    30   10:45 小国町      安部　斗夢　３  ｱﾍﾞ ﾄﾑ          小国中        
   14     8   10:51 村山市      髙橋　尚之　３  ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ       葉山中        
   15    16   10:52 河北町      布施　学人　３  ﾌｾ ﾏﾅﾄ          河北中        
   16    28   10:54 高畠町      加地槙之介　３  ｶｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ       高畠三中      
   17    34   10:59 庄内町      上野　聖哉　２  ｳｴﾉ ﾏｻﾔ         余目中        
   18    10   11:00 天童市      須藤　　拓　３  ｽﾄｳ ﾋﾗｸ         天童四中      
   19    13   11:12 南陽市      青木　鴻斗　２  ｱｵｷ ﾋﾛﾄ         沖郷中        
   20     3   11:14 鶴岡市      工藤　亘太　３  ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ        藤島中        
   21    21   11:21 金山町      藤山　　響　３  ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ      金山中        
   22    19   11:29 大江町      林　　　輝　３  ﾊﾔｼ ｱｷﾗ         大江中        
   23    17   11:32 西川町      荒木　承太　３  ｱﾗｷ ｼｮｳﾀ        西川中        
   24     9   11:33 長井市      加藤　　拓　３  ｶﾄｳ ﾋﾛｼ         長井北中      
   25    20   11:33 大石田町    小玉　尚輝　２  ｺﾀﾞﾏ ﾅｵｷ        大石田一中    
   26    24   11:34 真室川町    藤川　　巽　３  ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾂﾐ       真室川中      
   27    26   11:37 鮭川村      矢口　大貴　３  ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ       鮭川中        
   28    25   11:39 大蔵村      鈴木　望夢　２  ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾑ       大蔵中        
   29    18   11:39 朝日町      浅井　翔太　２  ｱｻｲ ｼｮｳﾀ        朝日中        
   30    35   11:48 遊佐町      谷地　宏康　２  ﾔﾁ ﾋﾛﾔｽ         遊佐中        
   31    23   11:53 舟形町      伊藤　志乃　２  ｲﾄｳ ｼﾉ          舟形中        
   32    15   11:57 中山町      多田　拓矢　３  ﾀﾀﾞ ﾀｸﾔ         中山中        
   33    29   12:18 川西町      長澤　拓斗　３  ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾄ       川西二中      
   34    32   12:20 飯豊町      舟山幸太朗　３  ﾌﾅﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ      飯豊中        



男子 県内  ジュニア駅伝男子県内大会 2009年 8月 2日 13時35分 スタート

第２区      区間記録
【区間最高記録】長沼　大智   北部小　11th  06:31

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     4   06:49 酒田市      伊藤　平　５  ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ        八幡小        
    2     1   06:50 山形市      竹田　駿平　６  ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ     みはらしの丘小
    3    10   06:52 天童市      黒田　将也　６  ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾔ        天童北部小    
    4     7   06:55 上山市      會田　健人　６  ｱｲﾀ ﾀｹﾋﾄ        上山小        
    5     5   07:01 新庄市      丹　　宏介　６  ﾀﾝ ｺｳｽｹ         泉田小        
    6     2   07:07 米沢市      熊谷　哲志　５  ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂｼ       西部小        
    6     3   07:07 鶴岡市      加藤　広太　６  ｶﾄｳ ｺｳﾀ         朝暘六小      
    6    16   07:07 河北町      槇　　　亨　６  ﾏｷ ﾄｵﾙ          谷地中部小    
    9    15   07:09 中山町      多田　有希　６  ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ         長崎小        
   10    34   07:12 庄内町      齋藤　成哉　６  ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ        立川小        
   11     6   07:15 寒河江市    武田　和樹　６  ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ       高松小        
   11     9   07:15 長井市      安達　大悟　６  ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ      致芳小        
   11    35   07:15 遊佐町      佐藤　晴基　６  ｻﾄｳ ﾊﾙｷ         吹浦小        
   14    27   07:17 戸沢村      西嶋　英倫　６  ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ     古口小        
   15    19   07:20 大江町      阿部　　海　６  ｱﾍﾞ ｶｲ          左沢小        
   15    26   07:20 鮭川村      高橋　匡衡　６  ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ       大豊小        
   17    23   07:21 舟形町      浅沼　凱斗　５  ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ        舟形小        
   17    29   07:21 川西町      寒河江璃矩　６  ｻｶﾞｴ ﾘｸ         中郡小        
   19    11   07:22 東根市      荒井　雄哉　５  ｱﾗｲ ﾕｳﾔ         神町小        
   19    14   07:22 山辺町      大場　啓史　６  ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ        山辺小        
   21    28   07:26 高畠町      小川　悟史　６  ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ        糠野目小      
   22     8   07:32 村山市      板垣　天汰　６  ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ       楯岡小        
   22    12   07:32 尾花沢市    武田　将樹　５  ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｷ       尾花沢小      
   22    13   07:32 南陽市      大津　吉信　６  ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ       漆山小        
   22    24   07:32 真室川町    笹原　　佑　６  ｻｻﾊﾗ ﾕｳ         真室川小      
   22    31   07:32 白鷹町      竹田　裕道　６  ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ       鷹山小        
   27    22   07:35 最上町      菅嶋　健斗　６  ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ      大堀小        
   28    17   07:38 西川町      安孫子　晟　６  ｱﾋﾞｺ ｼﾞｮｳ       睦合小        
   29    30   07:40 小国町      木村　哲也　６  ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ         小国小        
   30    18   07:46 朝日町      濱田　稜十　６  ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾄ       大谷小        
   30    25   07:46 大蔵村      佐藤　大亮　５  ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ       大蔵小        
   32    32   07:47 飯豊町      高橋　　圭　６  ﾀｶﾊｼ ｹｲ         飯豊一小      
   33    21   07:48 金山町      今井　祐輝　６  ｲﾏｲ ﾕｳｷ         明安小        
   34    20   08:14 大石田町    小玉　祥太　６  ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ       横山小        
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第３区      区間記録
【区間最高記録】佐藤　寛才   酒田六中 7th  09:28

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     3   09:41 鶴岡市      須貝俊太郎　３  ｽｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ     鶴岡四中      
    2     4   09:44 酒田市      三笠　慧吾　３  ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ        鳥海中        
    3     1   10:00 山形市      伊藤　健太　３  ｲﾄｳ ｹﾝﾀ         山形四中      
    4     2   10:06 米沢市      西京　　毅　３  ｻｲｷｮｳ ﾀｹｼ       米沢五中      
    5    11   10:07 東根市      佐々木祐也　３  ｻｻｷ ﾕｳﾔ         神町中        
    6     7   10:26 上山市      渡邉　　貴　２  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ       上山北中      
    7    15   10:28 中山町      高橋　雄大　２  ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ      中山中        
    7    28   10:28 高畠町      大浦　裕太　３  ｵｵｳﾗ ﾕｳﾀ        高畠二中      
    9    21   10:29 金山町      小沼　正樹　３  ｺﾇﾏ ﾏｻｷ         金山中        
   10    31   10:31 白鷹町      佐藤　剛士　３  ｻﾄｳ ｺﾞｳｼ        白鷹西中      
   11    10   10:32 天童市      早坂　洸輝　２  ﾊﾔｻｶ ｺｳｷ        天童一中      
   12     5   10:34 新庄市      小林　　駿　３  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ       明倫中        
   12    12   10:34 尾花沢市    高橋　大貴　３  ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ       宮沢中        
   14    24   10:38 真室川町    佐々木遥平　３  ｻｻｷ ﾖｳﾍｲ        真室川中      
   15     6   10:40 寒河江市    荒木　瞭一　３  ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ       陵東中        
   16    35   10:42 遊佐町      畠中　勇気　３  ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ        遊佐中        
   17     9   10:45 長井市      梅津　紘仁　３  ｳﾒﾂ ﾋﾛﾄ         長井南中      
   17    13   10:45 南陽市      竹田　大輝　３  ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ        沖郷中        
   19     8   10:46 村山市      結城　尚也　３  ﾕｳｷ ﾅｵﾔ         楯岡中        
   20    14   10:49 山辺町      渡邉　賢悟　３  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ      山辺中        
   20    19   10:49 大江町      田宮　　駿　３  ﾀﾐﾔ ｼｭﾝ         大江中        
   22    22   10:50 最上町      渋井　洋佑　３  ｼﾌﾞｲ ﾖｳｽｹ       最上中        
   22    27   10:50 戸沢村      田中　晃浩　３  ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ        角川中        
   24    18   10:55 朝日町      伊藤　太樹　１  ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ        朝日中        
   25    16   11:03 河北町      石垣　和哉　３  ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ      河北中        
   26    23   11:05 舟形町      大鳥　由来　３  ｵｵﾄﾘ ﾕﾗ         舟形中        
   27    26   11:06 鮭川村      荒木　綾介　２  ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ       鮭川中        
   28    34   11:08 庄内町      佐藤　　拓　３  ｻﾄｳ ﾀｸ          余目中        
   29    17   11:09 西川町      原田　充稀　２  ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂｷ        西川中        
   30    30   11:15 小国町      舟山　朋亮　３  ﾌﾅﾔﾏ ﾄﾓｱｷ       小国中        
   31    32   11:20 飯豊町      茂木　源尚　３  ﾓｷﾞ ｹﾞﾝｼｮｳ      飯豊中        
   32    29   11:33 川西町      長澤　　颯　１  ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ       川西二中      
   33    25   11:44 大蔵村      伊藤　隆聖　２  ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ       大蔵中        
   34    20   11:51 大石田町    寺崎　　凌　１  ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ        大石田一中    
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第４区      区間記録
【区間最高記録】渡邉　哲也   西根小　7th   06:44

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     4   06:57 酒田市      冨樫　和樹　６  ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ       十坂小        
    2     2   07:00 米沢市      黒田　　賢　５  ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ        窪田小        
    2    10   07:00 天童市      結城　璃工　６  ﾕｳｷ ﾘｸ          蔵増小        
    4     1   07:01 山形市      岡崎　廉士　６  ｵｶｻﾞｷ ﾚﾝｼ       蔵王一小      
    5     6   07:02 寒河江市    荒木　俊太　６  ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ        西根小        
    6    12   07:06 尾花沢市    本間　　渉　６  ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ         福原中部小    
    7     7   07:12 上山市      會田　誠人　６  ｱｲﾀ ﾏｻﾋﾄ        上山小        
    8     3   07:13 鶴岡市      齋藤　優輔　６  ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ       藤島小        
    8     5   07:13 新庄市      髙橋　草太　６  ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ        沼田小        
   10     9   07:16 長井市      石塚　洸希　６  ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｷ       致芳小        
   11    16   07:21 河北町      高橋　瑠依　６  ﾀｶﾊｼ ﾙｲ         谷地中部小    
   12    11   07:25 東根市      菊池　　崚　６  ｷｸﾁ ﾘｮｳ         長瀞小        
   13    35   07:28 遊佐町      高橋　　泰　６  ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ        吹浦小        
   14    27   07:30 戸沢村      小屋　嘉毅　６  ｺﾔ ｶｽﾞｷ         神田小        
   15    14   07:34 山辺町      元木　　公　６  ﾓﾄｷ ｺｳ          山辺小        
   16    15   07:38 中山町      柏倉　元太　４  ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ     長崎小        
   16    31   07:38 白鷹町      高野　　翼　６  ﾀｶﾉ ﾂﾊﾞｻ        鮎貝小        
   18    19   07:40 大江町      柴田　瑠彗　５  ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｽｲ      左沢小        
   19    21   07:42 金山町      高橋　翔太　６  ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ       金山小        
   20    17   07:44 西川町      菅野　龍樹　６  ｶﾝﾉ ﾘｭｳｷ        西山小        
   21    13   07:47 南陽市      岡　　拓也　６  ｵｶ ﾀｸﾔ          宮内小        
   22    32   07:48 飯豊町      鈴木　涼志　６  ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ      飯豊二小      
   23    30   07:49 小国町      伊藤　貴彦　６  ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ        小国小        
   24    34   07:51 庄内町      上野　望夢　６  ｳｴﾉ ﾉｿﾞﾑ        立川小        
   25    20   07:53 大石田町    遠藤　皇太　６  ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ       横山小        
   26    23   07:54 舟形町      石川　智貴　６  ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ        長沢小        
   27    26   07:58 鮭川村      斎藤　天晴　６  ｻｲﾄｳ ﾃﾝｾｲ       牛潜小        
   28     8   08:08 村山市      井上　尚哉　６  ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ        楯岡小        
   29    22   08:09 最上町      生亀　幸輝　４  ｲｷｶﾒ ｺｳｷ        向町小        
   30    24   08:12 真室川町    西田　裕志　５  ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｼ        安楽城小      
   30    29   08:12 川西町      本間　崚介　６  ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ       玉庭小        
   32    28   08:17 高畠町      佐々木　優　６  ｻｻｷ ﾕｳ          高畠小        
   33    25   08:21 大蔵村      柿崎　陵児　６  ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ     大蔵小        
   34    18   09:02 朝日町      大竹　克典　５  ｵｵﾀｹ ｶﾂﾉﾘ       宮宿小        



男子 県内  ジュニア駅伝男子県内大会 2009年 8月 2日 13時35分 スタート

第５区      区間記録
【区間最高記録】安房　真沙樹 米沢一中 7th  09:37

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     7   09:57 上山市      佐々木健太　３  ｻｻｷ ｹﾝﾀ         上山北中      
    2    14   09:58 山辺町      本間　涼介　３  ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ       山辺中        
    3     1   10:03 山形市      吉田　明広　３  ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ       山形十中      
    4    10   10:10 天童市      高木　智規　３  ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｷ        天童一中      
    5     2   10:15 米沢市      情野　　神　３  ｾｲﾉ ｼﾞﾝ         米沢ニ中      
    6    28   10:17 高畠町      吉田　周平　２  ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ      高畠四中      
    7     4   10:22 酒田市      今井　滉二　２  ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ        酒田六中      
    8    22   10:23 最上町      大場　郭生　３  ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｷ        最上中        
    9    12   10:26 尾花沢市    有路　拓実　３  ｱﾘｼﾞ ﾀｸﾐ        常盤中        
   10     3   10:27 鶴岡市      齋藤　野駆　３  ｻｲﾄｳ ﾔｸ         鶴岡四中      
   11    11   10:31 東根市      荒井　大輝　２  ｱﾗｲ ﾋﾛｷ         神町中        
   11    24   10:31 真室川町    斎藤　勇磨　２  ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ        真室川中      
   13    21   10:35 金山町      三上　太貴　３  ﾐｶﾐ ﾀｲｷ         金山中        
   14     6   10:36 寒河江市    伊藤　　駿　２  ｲﾄｳ ｼｭﾝ         陵西中        
   15     9   10:42 長井市      遠藤　健史　３  ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ       長井南中      
   15    34   10:42 庄内町      大滝　哲平　３  ｵｵﾀｷ ﾃｯﾍﾟｲ      余目中        
   17     8   10:45 村山市      大地　優人　３  ｵｵﾁ ﾕｳﾄ         葉山中        
   18     5   10:49 新庄市      佐々木　啓　３  ｻｻｷ ｹｲ          日新中        
   19    16   10:52 河北町      渡辺　克真　３  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏ       河北中        
   20    29   10:58 川西町      島貫　　俊　１  ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ        川西二中      
   20    30   10:58 小国町      中津川遥也　２  ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ      小国中        
   22    31   10:59 白鷹町      遠藤　史也　３  ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ       白鷹西中      
   23    15   11:06 中山町      鎌上　拓治　３  ｶﾏｶﾐ ﾀｸｼﾞ       中山中        
   24    13   11:07 南陽市      渡部　聖太　３  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      梨郷中        
   25    27   11:12 戸沢村      佐藤　一也　３  ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ        戸沢中        
   26    35   11:25 遊佐町      土門　洸太　２  ﾄﾞﾓﾝ ｺｳﾀ        遊佐中        
   27    18   11:28 朝日町      阿部　　駿　３  ｱﾍﾞ ｼｭﾝ         朝日中        
   28    26   11:38 鮭川村      斉藤　拓也　３  ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ        鮭川中        
   29    20   11:43 大石田町    加藤　孝征　２  ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ        大石田一中    
   30    19   11:46 大江町      菊地　将史　１  ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ        大江中        
   31    23   11:50 舟形町      八鍬　　翔　３  ﾔｸﾜ ｼｮｳ         舟形中        
   32    25   12:14 大蔵村      高山　　凌　２  ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ        大蔵中        
   33    32   12:19 飯豊町      伊藤　健太　３  ｲﾄｳ ｹﾝﾀ         飯豊中        
   34    17   13:28 西川町      設楽新之介　３  ｼﾀﾗ ｼﾝﾉｽｹ       西川中        



女子 県内  ジュニア駅伝女子県内大会 2009年 8月 2日 12時30分 スタート

第１区      区間記録
【区間最高記録】阿部　有香里 飛鳥中　7th   11:25

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      小林　文香　３  ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ       米沢五中      NSR
    2     7   11:19 上山市      木村芙有加　３  ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ         上山南中      NSR
    3    34   11:45 庄内町      稲田　彩香　３  ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ        余目中        
    4    11   11:58 東根市      深瀬　菜緒　３  ﾌｶｾ ﾅｵ          東根一中      
    5     1   12:00 山形市      石川　理恵　３  ｲｼｶﾜ ﾘｴ         山大附中      
    6    10   12:01 天童市      鎌田　靖菜　１  ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ         天童三中      
    7    35   12:03 遊佐町      大谷　美優　２  ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ         遊佐中        
    8     8   12:17 村山市      井上　星香　２  ｲﾉｳｴ ｾｲｶ        楯岡中        
    9    29   12:22 川西町      菊地　真琴　１  ｷｸﾁ ﾏｺﾄ         川西一中      
   10    22   12:23 最上町      阿部　優紀　２  ｱﾍﾞ ﾕｳｷ         最上中        
   11    16   12:27 河北町      今田　美緒　３  ｺﾝﾀ ﾐｵ          河北中        
   12    31   12:28 白鷹町      広川　夕季　１  ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ        白鷹東中      
   13    18   12:34 朝日町      白田恵里華　１  ｼﾗﾀ ｴﾘｶ         朝日中        
   14     9   12:39 長井市      秦　　七海　３  ﾊﾀ ﾅﾅﾐ          長井南中      
   15    27   12:41 戸沢村      佐藤　朱音　１  ｻﾄｳ ｱｶﾈ         戸沢中        
   16    21   12:44 金山町      長倉　　冴　２  ﾅｶﾞｸﾗ ｻｴ        金山中        
   17     6   12:44 寒河江市    小倉伊万里　３  ｵｸﾞﾗ ｲﾏﾘ        陵東中        
   18    26   12:46 鮭川村      八鍬あゆみ　１  ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ         鮭川中        
   19    14   12:53 山辺町      舩山　千春　３  ﾌﾅﾔﾏ ﾁﾊﾙ        山辺中        
   20    13   12:56 南陽市      樋口小百合　２  ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ        赤湯中        
   21    12   12:58 尾花沢市    原田千絵美　３  ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴﾐ        宮沢中        
   22     4   12:59 酒田市      池田　裕香　２  ｲｹﾀﾞ ﾕｶ         酒田六中      
   23     5   13:04 新庄市      小野　茉倫　３  ｵﾉ ﾏﾘﾝ          萩野中        
   24     3   13:11 鶴岡市      石塚　志保　２  ｲｼﾂﾞｶ ｼﾎ        豊浦中        
   25    24   13:15 真室川町    松沢　佳菜　２  ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅ        真室川中      
   26    25   13:16 大蔵村      加藤　春香　２  ｶﾄｳ ﾊﾙｶ         大蔵中        
   27    15   13:20 中山町      森谷　美香　２  ﾓﾘﾔ ﾊﾙｶ         中山中        
   28    28   14:09 高畠町      安達　志音　１  ｱﾀﾞﾁ ｼｵﾝ        高畠一中      
   29    23   14:15 舟形町      阿部　芹茄　３  ｱﾍﾞ ｾﾘｶ         舟形中        
   30    20   14:29 大石田町    石川　莉緒　１  ｲｼｶﾜ ﾘｵ         大石田一中    
   31    19   14:52 大江町      大泉　詩織　３  ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｵﾘ      大江中        
   32    30   14:57 小国町      横井　梨可　３  ﾖｺｲ ﾘｶ          小国中        
   33    32   15:21 飯豊町      小松　　萌　２  ｺﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ        飯豊中        
   34    17   15:29 西川町      菅野　玲菜　１  ｶﾝﾉ ﾚｲﾅ         西川中        

凡例: NSR:区間新記録



女子 県内  ジュニア駅伝女子県内大会 2009年 8月 2日 12時30分 スタート

第２区      区間記録
【区間最高記録】高橋彩花(東根小) 古瀬綾菜(尾花沢小)  07:01

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     3   07:08 鶴岡市      大滝　美晴　６  ｵｵﾀｷ ﾐﾊﾙ        朝暘三小      
    2     4   07:09 酒田市      菊地　佳葉　６  ｷｸﾁ ｶﾖ          十坂小        
    3    35   07:22 遊佐町      石垣　加代　５  ｲｼﾞｶﾞｷ ｶﾖ       稲川小        
    4     2   07:25 米沢市      梅津　春香　６  ｳﾒﾂ ﾊﾙｶ         西部小        
    5     7   07:29 上山市      鈴木　　彩　６  ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ        南小          
    6    10   07:31 天童市      遠藤　杏文　６  ｴﾝﾄﾞｳ ｷｮｳﾔ      成生小        
    7    34   07:34 庄内町      門脇　実紅　６  ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｸ        余目二小      
    8     6   07:37 寒河江市    布川　怜菜　６  ﾇﾉｶﾜ ﾚﾅ         寒河江中部小  
    9    11   07:38 東根市      佐藤　玲美　６  ｻﾄｳ ﾚｲﾐ         大富小        
   10    27   07:40 戸沢村      齋藤　詩織　６  ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ        角川小        
   11    26   07:43 鮭川村      水戸ひなの　６  ﾐﾄ ﾋﾅﾉ          曲川小        
   12    16   07:48 河北町      五十嵐梨菜　５  ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ        谷地中部小    
   13    12   07:53 尾花沢市    田村　　希　６  ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ        玉野小        
   14    22   07:54 最上町      保科　裕華　４  ﾎｼﾅ ﾕｳｶ         向町小        
   15    24   07:57 真室川町    五十嵐美鈴　６  ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ      真室川小      
   16    21   07:58 金山町      柴田　玲奈　６  ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ        有屋小        
   17     1   08:00 山形市      高橋　里美　６  ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ        南小          
   18    20   08:01 大石田町    西村　優花　６  ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ         大石田小      
   19     5   08:09 新庄市      青木　桃香　５  ｱｵｷ ﾓﾓｶ         昭和小        
   19    13   08:09 南陽市      佐藤　可奈　６  ｻﾄｳ ｶﾅ          赤湯小        
   21    28   08:10 高畠町      安部　優佳　６  ｱﾍﾞ ﾕｳｶ         高畠小        
   22    19   08:12 大江町      清野　百華　６  ｾｲﾉ ﾓﾓｶ         左沢小        
   23    31   08:14 白鷹町      梅津　桐里　６  ｳﾒﾂ ｷﾘ          東根小        
   24    29   08:19 川西町      平間　　遥　６  ﾋﾗﾏ ﾊﾙｶ         中郡小        
   24    32   08:19 飯豊町      小川さおり　５  ｵｶﾞﾜ ｻｵﾘ        飯豊二小      
   26     8   08:21 村山市      齋藤　香純　５  ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ        楯岡小        
   27     9   08:23 長井市      村上　　舞　５  ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ         長井小        
   28    17   08:26 西川町      柴田　麻貴　５  ｼﾊﾞﾀ ﾏｷ         水沢小        
   29    23   08:28 舟形町      磯谷　瑠香　６  ｲｿﾔ ﾙｶ          舟形小        
   30    18   08:32 朝日町      渡辺　圭織　５  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ       宮宿小        
   31    30   08:41 小国町      今　　凪沙　６  ｺﾝ ﾅｷﾞｻ         小国小        
   32    25   08:43 大蔵村      矢口　真帆　６  ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ         大蔵小        
   33    14   08:53 山辺町      村山　祐海　５  ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾐ        相模小        
   34    15   08:56 中山町      伊藤　有希　６  ｲﾄｳ ﾕｷ          豊田小        



女子 県内  ジュニア駅伝女子県内大会 2009年 8月 2日 12時30分 スタート

第３区      区間記録
【区間最高記録】高橋　彩花   白鷹東中 11th  10:39

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1    12   10:59 尾花沢市    古瀬　絢菜　１  ﾌﾙｾ ｱﾔﾅ         尾花沢中      
    2    11   11:02 東根市      本間　未来　２  ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ         東根一中      
    3    35   11:09 遊佐町      今野　史織　２  ｺﾝﾉ ｼｵﾘ         遊佐中        
    4     2   11:12 米沢市      内山真理子　２  ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ        米沢四中      
    5     3   11:30 鶴岡市      坂井　　遥　３  ｻｶｲ ﾊﾙｶ         鶴岡四中      
    6     9   11:39 長井市      梅津　望美　２  ｳﾒﾂ ﾉｿﾞﾐ        長井南中      
    7     7   11:44 上山市      工藤　理沙　３  ｸﾄﾞｳ ﾘｻ         上山北中      
    8     4   11:45 酒田市      平山　絵梨　３  ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ         酒田六中      
    9    16   11:50 河北町      齋藤　玲子　３  ｻﾄｳ ﾚｲｺ         河北中        
   10     8   11:53 村山市      藤川　　悠　２  ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳ        楯岡中        
   11    22   12:05 最上町      二戸　葉月　２  ﾆﾄ ﾊｽﾞｷ         最上中        
   12    13   12:07 南陽市      鈴木　洸子　３  ｽｽﾞｷ ｺｳｺ        宮内中        
   12    34   12:07 庄内町      齋藤　美咲　２  ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ        余目中        
   14    10   12:12 天童市      山本　真子　２  ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ         天童一中      
   15     1   12:16 山形市      漆山　想代　３  ｳﾙｼﾔﾏ ｿﾖ        山形十中      
   16    24   12:23 真室川町    斎藤　里穂　３  ｻｲﾄｳ ﾘﾎ         真室川中      
   17    18   12:27 朝日町      志藤向日葵　２  ｼﾄｳ ﾋﾏﾜﾘ        朝日中        
   18    20   12:40 大石田町    阿部　優貴　２  ｱﾍﾞ ﾕｳｷ         亀井田中      
   19     6   12:42 寒河江市    大泉　　南　２  ｵｵｲｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ      陵南中        
   20    27   12:51 戸沢村      早坂　恵莉　２  ﾊﾔｻｶ ｴﾘ         角川中        
   21    31   12:55 白鷹町      岡部　　楓　３  ｵｶﾒ ｶｴﾃﾞ        白鷹西中      
   22    14   13:00 山辺町      竹田　美遥　２  ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾙ        山辺中        
   22    32   13:00 飯豊町      高橋　茉優　２  ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ         飯豊中        
   24     5   13:08 新庄市      佐藤　咲希　１  ｻﾄｳ ｻｷ          萩野中        
   25    19   13:21 大江町      富樫　風香　１  ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ        大江中        
   26    26   13:23 鮭川村      土田　美華　３  ﾂﾁﾀﾞ ﾐｶ         鮭川中        
   26    29   13:23 川西町      金子明日美　１  ｶﾈｺ ｱｽﾐ         川西一中      
   28    28   13:25 高畠町      井上明日香　３  ｲﾉｳｴ ｱｽｶ        高畠二中      
   29    21   13:34 金山町      五十嵐瑛美　３  ｲｶﾞﾗｼ ｴﾐ        金山中        
   29    30   13:34 小国町      伊藤佑梨寧　２  ｲﾄｳ ﾕﾘﾈ         小国中        
   31    15   13:45 中山町      神尾　菜摘　１  ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ         中山中        
   32    23   13:53 舟形町      渡邉　祐未　１  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ        舟形中        
   33    17   13:54 西川町      長岡　咲良　１  ﾅｶﾞｵｶ ｻｸﾗ       西川中        
   34    25   14:10 大蔵村      佐藤恵利那　２  ｻﾄｳ ｴﾘﾅ         大蔵中        
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第４区      区間記録
【区間最高記録】千葉　ゆみ   尾花沢小 10th  07:10

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     3   07:12 鶴岡市      吉住　桃花　６  ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ       朝暘五小      
    2    10   07:13 天童市      鎌田　澪里　５  ｶﾏﾀ ﾐｵﾘ         長岡小        
    3    34   07:34 庄内町      稲田　　唯　６  ｲﾅﾀﾞ ﾕｲ         余目二小      
    4     2   07:36 米沢市      原田　咲雪　６  ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ        西部小        
    5     4   07:38 酒田市      石垣　歌織　６  ｲｼｶﾞｷ ｶｵﾘ       松陵小        
    6     6   07:47 寒河江市    大泉　　彩　５  ｵｵｲｽﾞﾐ ｱﾔ       柴橋小        
    6    13   07:47 南陽市      中村　恭子　６  ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ       中川小        
    8    27   07:51 戸沢村      大山佳菜子　６  ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ        角川小        
    9     7   07:53 上山市      宇野　花紀　５  ｳﾉ ﾊﾅｷ          南小          
   10    11   07:55 東根市      矢口こはる　６  ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ        東根中部小    
   11    35   07:57 遊佐町      坪池　奈央　３  ﾂﾎﾞｲｹ ﾅｵ        遊佐中        
   12    24   08:03 真室川町    小野　和紗　６  ｵﾉ ｶｽﾞｻ         真室川小      
   13    20   08:08 大石田町    阿部　有紗　６  ｱﾍﾞ ｱﾘｻ         横山小        
   13    22   08:08 最上町      古関　梨奈　６  ｺｾｷ ﾘﾅ          大堀小        
   15    16   08:11 河北町      小玉　　和　６  ｺﾀﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ       谷地中部小    
   16     1   08:12 山形市      大宮みすず　６  ｵｵﾐﾔ ﾐｽｽﾞ       鈴川小        
   17    12   08:13 尾花沢市    西尾　千咲　５  ﾆｼｵ ﾁｻ          尾花沢小      
   18    21   08:14 金山町      岸　紗也夏　６  ｷｼ ｻﾔｶ          明安小        
   18    26   08:14 鮭川村      井上　瑠菜　６  ｲﾉｳｴ ﾙﾅ         大豊小        
   20    19   08:26 大江町      杉沼佳奈重　６  ｽｷﾞﾇﾏ ｶﾅｴ       左沢小        
   21    17   08:27 西川町      土田　百華　５  ﾂﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ        睦合小        
   22     8   08:30 村山市      佐藤万希子　６  ｻﾄｳ ﾏｷｺ         袖崎小        
   23    28   08:32 高畠町      佐藤　一葉　６  ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊ        高畠小        
   24    32   08:37 飯豊町      伊藤　百花　６  ｲﾄｳ ﾓﾓｶ         飯豊一小      
   25    31   08:39 白鷹町      梅津　香穂　６  ｳﾒﾂ ｶﾎ          東根小        
   26    18   08:40 朝日町      清水ありさ　６  ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ        宮宿小        
   26    23   08:40 舟形町      髙橋　春菜　５  ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ        長沢小        
   28    14   08:41 山辺町      齋藤　光恵　５  ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ        山辺小        
   29    25   08:42 大蔵村      佐藤　真生　５  ｻﾄｳ ﾏｵ          大蔵小        
   30     5   08:43 新庄市      伊藤満里奈　６  ｲﾄｳ ﾏﾘﾅ         昭和小        
   31     9   08:50 長井市      鈴木　麻衣　５  ｽｽﾞｷ ﾏｲ         豊田小        
   32    29   08:55 川西町      高橋　菜恵　５  ﾀｶﾊｼ ｻｴ         小松小        
   32    30   08:55 小国町      阿部　愛美　６  ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ         小国小        
   34    15   09:16 中山町      高橋　萌久　６  ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞ        長崎小        
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第５区      区間記録
【区間最高記録】土田　真由美 米沢五中 8th  10:45

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ ---------------- ---------------- -------------- ----
    1     2   10:49 米沢市      遠藤　花琳　１  ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ       米沢三中      
    2    11   11:08 東根市      加藤多紀子　３  ｶﾄｳ ﾀｷｺ         東根一中      
    3    10   11:21 天童市      清野　　陽　１  ｾｲﾉ ｱｶﾘ         天童四中      
    4     4   11:27 酒田市      佐藤　真保　３  ｻﾄｳ ﾏﾎ          八幡中        
    5    13   11:31 南陽市      加藤　心琴　２  ｶﾄｳ ﾐｺﾄ         赤湯中        
    6    29   11:37 川西町      大河原綾乃　１  ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ       川西一中      
    7    16   11:45 河北町      阿部　若咲　１  ｱﾍﾞ ﾜｶｻ         河北中        
    8    34   11:48 庄内町      齋藤　真衣　３  ｻｲﾄｳ ﾏｲ         余目中        
    9     1   11:49 山形市      鈴木　里菜　２  ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         山形九中      
   10    35   11:50 遊佐町      小野寺璃真　３  ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾏ        遊佐中        
   11     3   11:58 鶴岡市      三浦　　佳　１  ﾐｳﾗ ｹｲ          鶴岡四中      
   12    12   12:07 尾花沢市    草刈　　円　３  ｸｻｶﾘ ﾂﾌﾞﾗ       常盤中        
   13     8   12:11 村山市      齊藤　　栞　３  ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ        楯岡中        
   14    22   12:16 最上町      石山穂菜美　３  ｲｼﾔﾏ ﾎﾅﾐ        最上中        
   15    24   12:22 真室川町    田中美奈海　１  ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ         真室川中      
   16     9   12:23 長井市      土谷　萌奈　３  ﾂﾁﾔ ﾓﾅ          長井南中      
   17     7   12:27 上山市      小口　優花　３  ｺｸﾞﾁ ﾕｶ         上山南中      
   18     6   12:32 寒河江市    大沼　　希　２  ｵｵﾇﾏ ﾉｿﾞﾐ       陵東中        
   19    31   12:52 白鷹町      大滝　碧菜　１  ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ        白鷹西中      
   20    21   12:53 金山町      岸　由羽那　２  ｷｼ ﾕｳﾅ          金山中        
   21    18   12:56 朝日町      白田　紗己　３  ｼﾗﾀ ｻｷ          朝日中        
   22    23   13:04 舟形町      仲川恵梨花　１  ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾘｶ       舟形中        
   23     5   13:05 新庄市      高橋　沙弥　３  ﾀｶﾊｼ ｻﾔ         明倫中        
   24    26   13:10 鮭川村      髙橋　ふみ　２  ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ         鮭川中        
   25    28   13:14 高畠町      佐藤　涼風　１  ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ        高畠三中      
   26    27   13:42 戸沢村      佐々木実周　３  ｻｻｷ ﾐﾁｶ         角川中        
   27    15   13:58 中山町      堀　夏奈美　２  ﾎﾘ ｶﾅﾐ          中山中        
   27    19   13:58 大江町      渡邉　麻由　２  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ        大江中        
   29    14   14:07 山辺町      下山　千尋　３  ｼﾓﾔﾏ ﾁﾋﾛ        山辺中        
   30    17   14:11 西川町      松田　　遙　３  ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ        西川中        
   31    25   14:17 大蔵村      笹原日芙美　２  ｻｻﾊﾗ ﾋﾌﾐ        大蔵中        
   32    32   14:23 飯豊町      渡部　華菜　３  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ        飯豊中        
   33    20   14:40 大石田町    鈴木菜都美　２  ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ        亀井田中      
   34    30   14:44 小国町      和田愛結美　２  ﾜﾀﾞ ｱﾕﾐ         小国中        




