
 

第 6回 蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 

兼 第 14 回 山形県ジュニア駅伝競走大会 

第 36 回 蔵王坊平クロスカントリー大会 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成 23 年８月７日（日） 

 会 場 上山市蔵王高原坊平クロスカントリーコース 

         

 

   山 形 陸 上 競 技 協 会 
大会コード  11060006 

競技場コード  



 

総 務 安孫子 元 春 

審 判 長 神 保 喜 弘 

記 録 主 任 佐 藤 正 寿 
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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

11/08/07  9:50 曇り 23.6 88.7 西北西 0.6 競技場
10:00 曇り 24.1 85.6 東北東 0.3
11:00 曇り 25.6 79.3 西南西 0.2
12:00 曇り 25.2 84.8 南西 1.2
13:00 曇り 27.5 71.2 西南西 0.6
14:00 曇り 25.8 66.7 北北西 1.3



第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
　兼第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会

平成23年8月7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 　枝松　歩夢　３ 上山市・上山北中 １０：１７

　加藤　　輝　６ 鶴岡市・西郷小

　石垣　直彦　６ 東根市・東根小

第３区 　續木　悠也　３ 秋田陸協（秋田）・協和中 ９：２８ 区間新

　佐藤　　丈　６ 秋田陸協（秋田）・平沢小

　齋藤　　恒　６ 山形市・山大附小

第５区 　山邊　諒太郎３ 山形市・山形十中 ９：４０ 区間新

区間新記録（男子）
氏　名 所　属 記　録 前記録

第３区 　續木　悠也　３ 秋田陸協（秋田）・協和中 ９：２８  9:35

第５区 　山邊　諒太郎３ 山形市・山形十中 ９：４０  9:45

区間賞（女子）

氏　名 所　属 記　録 備　考

第１区 　加藤　文胡　３ 上山市・上山南中 １１：１６

　德田　　蒼　６ 酒田市・泉小

　藤田　正由加６ 秋田陸協（秋田）・綴子小

第３区 　佐藤　咲希　３ 酒田市・飛鳥中 １１：２２

第４区 　武田　千捺　５ 尾花沢市・尾花沢小 ７：０８ 区間新

第５区 　鈴木　　彩　２ 上山市・上山南中 １１：０１

区間新記録（女子）

氏　名 所　属 記　録 前記録

第４区 　武田　千捺　５ 尾花沢市・尾花沢小 ７：０８  7:10

区間新記録（県内女子）

氏　名 所　属 記　録 前記録

第４区 　武田　千捺　５ 尾花沢市・尾花沢小 ７：０８  7:10

第２区 ７：０４

第２区 ６：４５

第４区 ６：５５



男子 全国  ジュニア駅伝男子全国大会 2011年 8月 7日 13時35分 スタート

大会記録          42:59  　秋田陸協（秋田）　      第５回 2010.8.1

総合成績

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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

    1    51     43:57 秋田陸協    
            

伊藤　篤也　３      
ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             
鷹巣中              
(  4)    10:42
(  4)    10:42

阿部　幸之進６      
ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           
尾去沢小            
(  5)    06:51
(  3)    17:33

續木　悠也　３      
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            
協和中              
(  1) *  09:28
(  1)    27:01

佐藤　　丈　６      
ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            
平沢小              
(  1)    06:55
(  1)    33:56

多賀谷　翔　３      
ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            
比内中              
(  3)    10:01
(  1)    43:57

    2     1     44:22 山形市      
            

森　　優太　２      
ﾓﾘ ﾕｳﾀ              
山形十中            
(  3)    10:40
(  3)    10:40

中野　海仁　６      
ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             
山大附小            
( 21)    07:17
( 10)    17:57

庄子　晃平　３      
ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          
蔵王一中            
(  3)    09:50
(  5)    27:47

齋藤　　恒　６      
ｻｲﾄｳ ｺｳ             
山大附小            
(  1)    06:55
(  3)    34:42

山邊　諒太郎３      
ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         
山形十中            
(  1) *  09:40
(  2)    44:22

    3     4     44:26 酒田市      
            

鈴木　亮平　３      
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          
松山中              
(  2)    10:26
(  2)    10:26

讃岐　祐吾　６      
ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            
宮野浦小            
( 14)    07:03
(  2)    17:29

遠田　　洸　３      
ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             
平田中              
(  2)    09:46
(  2)    27:15

佐藤　亜央人６      
ｻﾄｳ ｱｵﾄ             
西荒瀬小            
(  4)    07:03
(  2)    34:18

村上　広樹　３      
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            
鳥海八幡中          
(  5)    10:08
(  3)    44:26

    4     7     44:53 上山市      
            

枝松　歩夢　３      
ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           
上山北中            
(  1)    10:17
(  1)    10:17

石山　優斗　６      
ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            
上山南小            
(  9)    06:57
(  1)    17:14

笹原　竜也　３      
ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            
上山南中            
(  7)    10:12
(  3)    27:26

遠藤　壮太　６      
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           
上山南小            
( 23)    07:37
(  4)    35:03

鈴木　幹大　３      
ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           
上山南中            
(  2)    09:50
(  4)    44:53

    5    10     45:24 天童市      
            

松田　滉平　３      
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           
山大附中            
(  9)    10:54
(  9)    10:54

舩田　圭吾　６      
ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           
成生小              
( 11)    06:58
(  8)    17:52

髙岡　朝日　３      
ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            
天童二中            
(  3)    09:50
(  4)    27:42

武田　大地　６      
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           
天童南部小          
( 17)    07:30
(  6)    35:12

土屋　安尚　３      
ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            
天童三中            
(  6)    10:12
(  5)    45:24

    6     5     45:37 新庄市      
            

八鍬　　凌　３      
ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             
日新中              
(  7)    10:50
(  7)    10:50

石山　立晟　６      
ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          
新庄小              
(  7)    06:52
(  5)    17:42

加藤　　廉　３      
ｶﾄｳ ﾚﾝ              
日新中              
(  8)    10:24
(  7)    28:06

佐々木翔太郎６      
ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          
沼田小              
(  5)    07:05
(  5)    35:11

三浦　祥吾　３      
ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           
日新中              
( 10)    10:26
(  6)    45:37

    7    12     45:40 尾花沢市    
            

伊藤　　涼　３      
ｲﾄｳ ﾘｮｳ             
福原中              
(  6)    10:47
(  6)    10:47

田中　大希　６      
ﾀﾅｶ ﾀｷ              
尾花沢小            
( 12)    07:01
(  7)    17:48

柴﨑　俊輔　３      
ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         
尾花沢中            
(  6)    10:08
(  6)    27:56

新美　　蓮　６      
ﾆｲﾐ ﾚﾝ              
尾花沢小            
( 19)    07:31
(  8)    35:27

安西　優太　３      
ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           
尾花沢中            
(  7)    10:13
(  7)    45:40

    8     3     46:08 鶴岡市      
            

斎藤　　海　３      
ｻｲﾄｳ ｶｲ             
温海中              
( 11)    10:57
( 11)    10:57

加藤　　輝　６      
ｶﾄｳ ｱｷﾗ             
西郷小              
(  1)    06:45
(  4)    17:42

坂井　隆正　２      
ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           
鶴岡四中            
( 14)    10:33
(  9)    28:15

樋口　晴翔　６      
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            
朝暘三小            
( 10)    07:11
(  7)    35:26

難波　大翔　３      
ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          
朝日中              
( 15)    10:42
(  8)    46:08

    9     2     46:18 米沢市      
            

酒井　大貴　２      
ｻｶｲ ﾋﾛｷ             
米沢五中            
( 10)    10:56
( 10)    10:56

伊東　大輝　６      
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             
西部小              
( 15)    07:07
( 11)    18:03

黒田　　賢　１      
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            
米沢四中            
(  5)    10:07
(  8)    28:10

河合　拓海　６      
ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             
西部小              
( 25)    07:40
(  9)    35:50

猪俣　幸広　３      
ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           
米沢一中            
( 11)    10:28
(  9)    46:18

   10    52     46:25 秋田市      
            

才村　流成　２      
ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          
秋田東中            
(  5)    10:42
(  5)    10:42

渡辺　恭介　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ         
桜小                
( 24)    07:25
( 12)    18:07

佐藤　弥優　２      
ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             
勝平中              
( 10)    10:27
( 10)    28:34

工藤　洸亮　６      
ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           
飯島南小            
( 21)    07:33
( 11)    36:07

加賀谷　邦嘉３      
ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           
秋大附中            
(  8)    10:18
( 10)    46:25

   11     6     46:38 寒河江市    
            

板花　　岳　３      
ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            
陵東中              
( 14)    11:04
( 14)    11:04

細谷　翔馬　６      
ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            
寒河江小            
(  4)    06:49
(  9)    17:53

荒木　俊太　２      
ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            
陵東中              
( 22)    10:56
( 11)    28:49

戸田　風優人６      
ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             
南部小              
( 13)    07:14
( 10)    36:03

大沼　佑太　３      
ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            
陵東中              
( 13)    10:35
( 11)    46:38

   12    22     46:52 最上町      
            

下山　大輔　３      
ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          
最上中              
( 12)    10:59
( 12)    10:59

佐藤　夏紀　６      
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             
満沢小              
( 28)    07:32
( 18)    18:31

堀　　友樹　３      
ﾎﾘ ﾄﾓｷ              
最上中              
( 11)    10:30
( 15)    29:01

佐藤　蓮太　６      
ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             
富沢小              
( 14)    07:26
( 16)    36:27

齊藤　俊樹　３      
ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            
最上中              
(  9)    10:25
( 12)    46:52

   13    13     46:53 南陽市      
            

竹田　智記　３      
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            
沖郷中              
( 13)    11:00
( 13)    11:00

西村　諒介　６      
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          
宮内小              
(  3)    06:47
(  6)    17:47

漆山　裕介　３      
ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          
宮内中              
( 30)    11:22
( 19)    29:09

青木　悠作　６      
ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            
沖郷小              
(  8)    07:10
( 14)    36:19

鈴木　文瑛　３      
ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           
宮内中              
( 12)    10:34
( 13)    46:53

   14    28     47:00 高畠町      
            

小川　悟史　２      
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            
高畠四中            
( 25)    11:33
( 25)    11:33

佐藤　洸人　６      
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             
屋代小              
(  5)    06:51
( 17)    18:24

鈴木　椋也　３      
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           
高畠四中            
( 18)    10:44
( 17)    29:08

八巻　健太　５      
ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             
屋代小              
( 26)    07:46
( 20)    36:54

髙橋　春希　３      
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           
高畠三中            
(  4)    10:06
( 14)    47:00

   15     9     47:02 長井市      
            

安達　大悟　２      
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          
長井北中            
( 15)    11:04
( 15)    11:04

四釜　峻佑　５      
ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           
長井小              
( 26)    07:30
( 20)    18:34

菅野　利記　１      
ｶﾝﾉ ﾘｷ              
長井北中            
( 15)    10:35
( 18)    29:09

味田　勇紀　６      
ﾐﾀ ﾕｳｷ              
致芳小              
(  8)    07:10
( 15)    36:19

小関　澪人　３      
ｺｾｷ ﾐｵﾄ             
長井南中            
( 16)    10:43
( 15)    47:02

   16    11     47:22 東根市      
            

菊地　海斗　３      
ｷｸﾁ ｶｲﾄ             
東根二中            
( 20)    11:23
( 20)    11:23

石垣　直彦　６      
ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          
東根小              
(  1)    06:45
( 13)    18:08

吉田　　梢　１      
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            
東根二中            
( 24)    11:04
( 20)    29:12

牧野　拓人　６      
ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             
大富小              
(  6)    07:06
( 13)    36:18

加藤　史哉　３      
ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             
東根一中            
( 23)    11:04
( 16)    47:22

   17    35     47:38 遊佐町      
            

金子　直樹　３      
ｶﾈｺ ﾅｵｷ             
遊佐中              
( 18)    11:20
( 18)    11:20

高橋　　周　６      
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            
吹浦小              
(  8)    06:54
( 15)    18:14

本間　里史　３      
ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             
遊佐中              
( 17)    10:39
( 12)    28:53

鈴木　竣介　５      
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          
吹浦小              
( 31)    07:59
( 19)    36:52

高橋　　泰　２      
ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            
遊佐中              
( 18)    10:46
( 17)    47:38

   18    21     47:46 金山町      
            

高橋　翔太　２      
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           
金山中              
( 33)    12:03
( 33)    12:03

星川　洸哉　６      
ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            
明安小              
( 18)    07:12
( 28)    19:15

大山　　悠　１      
ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             
金山中              
( 13)    10:32
( 24)    29:47

柴田　龍一　６      
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          
有屋小              
(  3)    06:59
( 18)    36:46

丹　　智貴　２      
ﾀﾝ ﾄﾓｷ              
金山中              
( 21)    11:00
( 18)    47:46

   19    26     48:05 鮭川村      
            

高橋　　司　２      
ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            
鮭川中              
( 17)    11:05
( 17)    11:05

熊谷　隼人　６      
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           
鮭川小              
( 28)    07:32
( 21)    18:37

山科　拓巳　３      
ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            
鮭川中              
( 11)    10:30
( 16)    29:07

高橋　周慈　６      
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          
鮭川小              
( 28)    07:52
( 21)    36:59

高橋　匡衡　２      
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           
鮭川中              
( 24)    11:06
( 19)    48:05

   20    17     48:08 西川町      
            

奥山　和樹　３      
ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           
西川中              
( 19)    11:21
( 19)    11:21

松田　亨成　６      
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           
川土居小            
( 30)    07:35
( 26)    18:56

飯野　富成　３      
ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           
西川中              
( 16)    10:36
( 21)    29:32

齋藤　宏哉　６      
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            
西山小              
( 22)    07:34
( 23)    37:06

設楽　夏樹　３      
ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             
西川中              
( 22)    11:02
( 20)    48:08

*…区間新記録



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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

   21    16     48:12 河北町      
            

小林　祐仁　３      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           
河北中              
(  8)    10:51
(  8)    10:51

渡辺　　晴　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           
谷地中部小          
( 23)    07:22
( 14)    18:13

矢作　健二　３      
ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           
河北中              
( 19)    10:45
( 13)    28:58

永井　幹久　６      
ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           
北谷地小            
( 17)    07:30
( 17)    36:28

松田　直也　３      
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            
河北中              
( 30)    11:44
( 21)    48:12

   22    24     48:18 真室川町    
            

五十嵐　拓海３      
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           
真室川中            
( 32)    12:00
( 32)    12:00

小座間　匠斗６      
ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            
真室川小            
( 20)    07:16
( 29)    19:16

小野　拓真　３      
ｵﾉ ﾀｸﾏ              
真室川中            
( 21)    10:54
( 27)    30:10

齊藤　拓斗　６      
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            
平枝小              
( 20)    07:32
( 28)    37:42

佐藤　祐希　３      
ｻﾄｳ ﾕｳｷ             
真室川中            
( 14)    10:36
( 22)    48:18

   23    34     48:18 庄内町      
            

岡部　竜平　３      
ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          
余目中              
( 16)    11:04
( 16)    11:04

柿崎　　瑛　６      
ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           
余目二小            
( 17)    07:10
( 16)    18:14

佐藤　芳貴　３      
ｻﾄｳ ﾖｼｷ             
余目中              
( 19)    10:45
( 14)    28:59

富樫　勇斗　６      
ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            
余目二小            
( 10)    07:11
( 12)    36:10

奥山　拓麻　３      
ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            
余目中              
( 35)    12:08
( 23)    48:18

   24    19     48:20 大江町      
            

菊地　将史　３      
ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            
大江中              
( 26)    11:36
( 26)    11:36

大沼　　翼　５      
ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           
左沢小              
(  9)    06:57
( 19)    18:33

菊地　章人　３      
ｷｸﾁ ｱｷﾄ             
大江中              
( 25)    11:06
( 22)    29:39

高橋　瀬名　６      
ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             
本郷西小            
( 27)    07:49
( 26)    37:28

大場　充馬　３      
ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            
大江中              
( 19)    10:52
( 24)    48:20

   25     8     48:24 村山市      
            

板垣　天汰　２      
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           
楯岡中              
( 29)    11:47
( 29)    11:47

結城　昌也　６      
ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             
西郷小              
( 16)    07:08
( 25)    18:55

笹原　創太　３      
ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            
葉山中              
( 33)    11:34
( 30)    30:29

鈴木　克彦　５      
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           
楯岡小              
( 12)    07:12
( 27)    37:41

上田　　晃　３      
ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            
楯岡中              
( 16)    10:43
( 25)    48:24

   26    14     48:33 山辺町      
            

川口　和樹　３      
ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          
山辺中              
( 22)    11:25
( 22)    11:25

加藤　友貴　６      
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             
山辺小              
( 25)    07:27
( 24)    18:52

岩城　優大　３      
ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           
山辺中              
( 26)    11:09
( 26)    30:01

新目　瑠輝　６      
ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             
相模小              
( 14)    07:26
( 25)    37:27

矢口　真司　３      
ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           
山辺中              
( 24)    11:06
( 26)    48:33

   27    31     48:35 白鷹町      
            

菅　桂太朗　３      
ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            
白鷹西中            
( 27)    11:36
( 27)    11:36

小形　滉貴　６      
ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            
東根小              
( 31)    07:45
( 30)    19:21

竹田　裕道　２      
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           
白鷹東中            
(  9)    10:25
( 23)    29:46

竹田　了礼　６      
ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           
荒砥小              
( 16)    07:29
( 24)    37:15

菅原　耕也　３      
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           
白鷹東中            
( 27)    11:20
( 27)    48:35

   28    23     48:35 舟形町      
            

叶内　宏樹　３      
ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            
舟形中              
( 23)    11:26
( 23)    11:26

原田　大輔　６      
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          
富長小              
( 22)    07:18
( 23)    18:44

吉田　　航　１      
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            
舟形中              
( 27)    11:14
( 25)    29:58

沼澤　大輔　６      
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         
舟形小              
(  6)    07:06
( 22)    37:04

浅沼　凱斗　１      
ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            
舟形中              
( 28)    11:31
( 28)    48:35

   29    27     49:15 戸沢村      
            

秋保　達也　３      
ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             
戸沢中              
( 31)    11:59
( 31)    11:59

佐藤　史弥　６      
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             
神田小              
( 27)    07:31
( 31)    19:30

西嶋　英倫　２      
ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         
戸沢中              
( 22)    10:56
( 29)    30:26

中鉢　壱成　５      
ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         
戸沢小              
( 28)    07:52
( 30)    38:18

小屋　嘉毅　２      
ｺﾔ ｶｽﾞｷ             
戸沢中              
( 20)    10:57
( 29)    49:15

   30    15     49:45 中山町      
            

伊澤　早智　２      
ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            
中山中              
( 28)    11:37
( 28)    11:37

柏倉　元太　６      
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         
長崎小              
( 13)    07:02
( 22)    18:39

石川　裕貴　２      
ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            
中山中              
( 33)    11:34
( 28)    30:13

鈴木　真大　５      
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            
豊田小              
( 23)    07:37
( 29)    37:50

萩原　渓太　３      
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           
中山中              
( 32)    11:55
( 30)    49:45

   31    29     50:19 川西町      
            

島貫　　俊　３      
ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            
川西中              
( 30)    11:51
( 30)    11:51

安部　光祐　６      
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            
大塚小              
( 19)    07:15
( 27)    19:06

小松　志千代１      
ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            
川西中              
( 36)    12:00
( 32)    31:06

齋藤　　陸　６      
ｻｲﾄｳ ﾘｸ             
小松小              
( 30)    07:58
( 31)    39:04

長澤　　颯　３      
ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           
川西中              
( 26)    11:15
( 31)    50:19

   32    30     50:58 小国町      
            

阿部　直明　３      
ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            
小国中              
( 21)    11:24
( 21)    11:24

今　駿太朗　６      
ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           
小国小              
( 35)    08:15
( 32)    19:39

後藤　　賢　３      
ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             
小国中              
( 28)    11:18
( 31)    30:57

三須　優真　６      
ﾐｽ ﾕｳﾏ              
小国小              
( 34)    08:17
( 33)    39:14

伊藤　貴彦　２      
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            
小国中              
( 30)    11:44
( 32)    50:58

   33    18     51:23 朝日町      
            

伊藤　太樹　３      
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            
朝日中              
( 24)    11:33
( 24)    11:33

堀　　博道　６      
ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             
大谷小              
( 34)    08:14
( 33)    19:47

志藤　洋一　３      
ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           
朝日中              
( 29)    11:19
( 33)    31:06

佐藤　耕雄　６      
ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            
宮宿小              
( 33)    08:08
( 32)    39:14

菅井　智樹　３      
ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            
朝日中              
( 36)    12:09
( 33)    51:23

   34    32     51:47 飯豊町      
            

髙橋　　圭　２      
ﾀｶﾊｼ ｹｲ             
飯豊中              
( 35)    12:19
( 35)    12:19

舟山　拳人　６      
ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            
飯豊一小            
( 32)    07:52
( 34)    20:11

鈴木　春記　１      
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            
飯豊中              
( 35)    11:36
( 34)    31:47

梅津　駿也　６      
ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            
飯豊一小            
( 32)    08:01
( 34)    39:48

志田　優介　２      
ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            
飯豊中              
( 34)    11:59
( 34)    51:47

   35    20     52:00 大石田町    
            

小玉　祥太　２      
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           
大石田中            
( 36)    12:37
( 36)    12:37

森　　亮太　６      
ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             
大石田南小          
( 33)    08:05
( 36)    20:42

寺崎　　凌　３      
ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            
大石田中            
( 30)    11:22
( 36)    32:04

海藤　崚二　５      
ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          
大石田北小          
( 35)    08:22
( 35)    40:26

遠藤　皇太　２      
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           
大石田中            
( 29)    11:34
( 35)    52:00

   36    25     53:14 大蔵村      
            

小野　恭平　３      
ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            
大蔵中              
( 34)    12:13
( 34)    12:13

早坂　　奏　６      
ﾊﾔｻｶ ｿｳ             
大蔵小              
( 36)    08:27
( 35)    20:40

長南　翔太　３      
ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          
大蔵中              
( 32)    11:23
( 35)    32:03

伊藤　清人　５      
ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             
大蔵小              
( 36)    09:13
( 36)    41:16

佐藤　大亮　１      
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           
大蔵中              
( 33)    11:58
( 36)    53:14

齋藤真也（山辺中）  
長沼大智（米沢四中）

  10:00

木村　太周          
花輪北小3rd         

  06:16

佐藤　完史          
合川中　5th         

  09:35

鈴木　　快          
合川西小5th         

  06:35

三沢　純也          
鷹巣中　5th         

  09:45



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

男子　第１区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１０：００　齋藤　真也　　　山辺・山辺中　　（第２回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　長沼　大智　　　米沢・米沢四中　（第５回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      

鶴岡市 斎藤 海 ｻｲﾄｳ ｶｲ 鶴 岡 温海中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
   11     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   12    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   13    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   14     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   15     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   16    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   17    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   18    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   19    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   20    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   21    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        

和樹 ﾞ ﾞ 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
   11     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   12    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   13    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   14     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   15     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   16    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   17    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   18    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   19    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   20    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   21    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   22    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   23    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   24    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   25    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   26    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   27    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   28    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   29     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   30    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   31    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   32    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
   11     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   12    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   13    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   14     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   15     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   16    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   17    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   18    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   19    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   20    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   21    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   22    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   23    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   24    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   25    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   26    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   27    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   28    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   29     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   30    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   31    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   32    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   33    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   34    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   35    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   36    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
   11     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   12    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   13    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   14     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   15     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   16    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   17    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   18    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   19    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   20    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   21    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   22    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   23    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   24    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   25    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   26    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   27    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   28    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   29     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   30    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   31    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   32    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   33    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   34    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   35    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   36    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
   11     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   12    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   13    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   14     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   15     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   16    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   17    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   18    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   19    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   20    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   21    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   22    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   23    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   24    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   25    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   26    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   27    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   28    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   29     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   30    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   31    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   32    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   33    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   34    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   35    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   36    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    51   10:42 秋田陸協    伊藤　篤也　３      ｲﾄｳ ｱﾂﾔ             秋　田・鷹巣中        
    5    52   10:42 秋田市      才村　流成　２      ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ          秋　田・秋田東中      
    6    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    7     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    8    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    9    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
   10     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
   11     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   12    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   13    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   14     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   15     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   16    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   17    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   18    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   19    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   20    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   21    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   22    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   23    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   24    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   25    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   26    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   27    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   28    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   29     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   30    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   31    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   32    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   33    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   34    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   35    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   36    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      
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男子　第２区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　６：１６　木村　大周　　　秋田・花輪北小　（第３回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 3 06:45 鶴岡市 加藤 輝 ６ ｶﾄｳ ｱｷﾗ 鶴 岡・西郷小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
12 12 07:01 尾花沢市 田中 大希 ６ ﾀﾅｶ ﾀｷ 尾花沢・尾花沢小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   12    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   13    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   14     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   15     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   16     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   17    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   18    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   19    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   20    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   21     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   22    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
23 16 07:22 河北町 渡辺 晴 ６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ 河 北 谷地中部小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   12    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   13    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   14     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   15     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   16     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   17    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   18    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   19    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   20    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   21     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   22    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   23    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   24    52   07:25 秋田市      渡辺　恭介　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ         秋　田・桜小          
   25    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   26     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   27    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   28    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   28    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   30    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   31    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   32    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   33    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
34 18 08:14 朝日町 堀 博道 ６ ﾎﾘ ﾋ ﾐﾁ 朝 日 大谷小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   12    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   13    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   14     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   15     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   16     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   17    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   18    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   19    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   20    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   21     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   22    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   23    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   24    52   07:25 秋田市      渡辺　恭介　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ         秋　田・桜小          
   25    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   26     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   27    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   28    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   28    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   30    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   31    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   32    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   33    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   34    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   35    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   36    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   12    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   13    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   14     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   15     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   16     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   17    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   18    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   19    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   20    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   21     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   22    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   23    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   24    52   07:25 秋田市      渡辺　恭介　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ         秋　田・桜小          
   25    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   26     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   27    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   28    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   28    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   30    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   31    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   32    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   33    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   34    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   35    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   36    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   12    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   13    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   14     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   15     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   16     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   17    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   18    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   19    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   20    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   21     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   22    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   23    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   24    52   07:25 秋田市      渡辺　恭介　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ         秋　田・桜小          
   25    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   26     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   27    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   28    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   28    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   30    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   31    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   32    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   33    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   34    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   35    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   36    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    5    51   06:51 秋田陸協    阿部　幸之進６      ｱﾍﾞ ﾕｷﾉｼﾝ           秋　田・尾去沢小      
    7     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    8    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    9     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    9    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   11    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   12    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   13    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   14     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   15     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   16     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   17    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   18    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   19    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   20    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   21     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   22    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   23    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   24    52   07:25 秋田市      渡辺　恭介　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ         秋　田・桜小          
   25    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   26     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   27    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   28    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   28    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   30    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   31    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   32    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   33    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   34    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   35    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   36    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

男子　第３区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　９：３５　佐藤　完史　　　秋田・合川中　　（第５回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----

1 51 09:28 秋田陸協 續木 悠也 ３ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 秋 田・協和中 NSR

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
11 26 10:30 鮭川村 山科 拓巳 ３ ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ 鮭 川・鮭川中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
   11    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   13    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   14     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   15     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   16    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   17    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   18    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   19    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   19    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   21    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   22     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
22 27 10:56 戸沢村 西嶋 英倫 ２ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 戸 沢・戸沢中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
   11    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   13    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   14     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   15     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   16    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   17    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   18    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   19    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   19    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   21    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   22     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   22    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   24    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   25    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   26    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   27    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   28    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   29    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   30    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   30    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   32    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   33     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
33 15 11:34 中山町 石川 裕貴 ２ ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ 中 山・中山中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
   11    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   13    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   14     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   15     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   16    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   17    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   18    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   19    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   19    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   21    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   22     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   22    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   24    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   25    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   26    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   27    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   28    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   29    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   30    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   30    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   32    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   33     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   33    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   35    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   36    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
   11    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   13    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   14     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   15     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   16    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   17    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   18    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   19    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   19    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   21    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   22     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   22    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   24    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   25    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   26    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   27    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   28    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   29    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   30    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   30    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   32    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   33     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   33    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   35    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   36    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
   11    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   13    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   14     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   15     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   16    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   17    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   18    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   19    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   19    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   21    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   22     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   22    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   24    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   25    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   26    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   27    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   28    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   29    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   30    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   30    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   32    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   33     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   33    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   35    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   36    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        

凡例: NSR:区間新記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    51   09:28 秋田陸協    續木　悠也　３      ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ            秋　田・協和中        NSR
    2     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    3     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    3    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    5     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    6    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    7     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    8     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    9    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
   10    52   10:27 秋田市      佐藤　弥優　２      ｻﾄｳ ﾐﾕｳ             秋　田・勝平中        
   11    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
   11    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   13    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   14     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   15     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   16    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   17    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   18    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   19    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   19    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   21    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   22     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   22    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   24    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   25    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   26    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   27    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   28    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   29    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   30    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   30    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   32    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   33     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   33    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   35    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   36    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

男子　第４区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　６：３５　鈴木　　快　　　秋田・合川西小　（第５回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----

1 1 06:55 山形市 齋藤 恒 ６ ｻｲﾄｳ ｺｳ 山 形 山大附小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
12 8 07:12 村山市 鈴木 克彦 ５ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 村 山 楯岡小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   12     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   13     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   14    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   14    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   16    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   17    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   17    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   19    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   20    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   21    52   07:33 秋田市      工藤　洸亮　６      ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           秋　田・飯島南小      
   22    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
23 7 07 37 上山市 遠藤 壮太 ６ ﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 上 山 上山南小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   12     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   13     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   14    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   14    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   16    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   17    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   17    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   19    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   20    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   21    52   07:33 秋田市      工藤　洸亮　６      ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           秋　田・飯島南小      
   22    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   23     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   23    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   25     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   26    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   27    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   28    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   28    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   30    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   31    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   32    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   33    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        

小国町 三須 優真 ﾐ ｳ 小 国 小国小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   12     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   13     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   14    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   14    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   16    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   17    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   17    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   19    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   20    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   21    52   07:33 秋田市      工藤　洸亮　６      ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           秋　田・飯島南小      
   22    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   23     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   23    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   25     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   26    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   27    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   28    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   28    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   30    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   31    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   32    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   33    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   34    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   35    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   36    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   12     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   13     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   14    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   14    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   16    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   17    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   17    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   19    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   20    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   21    52   07:33 秋田市      工藤　洸亮　６      ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           秋　田・飯島南小      
   22    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   23     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   23    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   25     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   26    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   27    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   28    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   28    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   30    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   31    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   32    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   33    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   34    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   35    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   36    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   12     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   13     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   14    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   14    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   16    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   17    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   17    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   19    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   20    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   21    52   07:33 秋田市      工藤　洸亮　６      ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           秋　田・飯島南小      
   22    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   23     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   23    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   25     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   26    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   27    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   28    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   28    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   30    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   31    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   32    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   33    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   34    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   35    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   36    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    1    51   06:55 秋田陸協    佐藤　　丈　６      ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ            秋　田・平沢小        
    3    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    4     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    5     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    6    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    6    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    8     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    8    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
   10     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
   10    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   12     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   13     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   14    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   14    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   16    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   17    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   17    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   19    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   20    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   21    52   07:33 秋田市      工藤　洸亮　６      ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ           秋　田・飯島南小      
   22    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   23     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   23    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   25     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   26    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   27    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   28    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   28    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   30    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   31    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   32    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   33    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   34    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   35    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   36    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        
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男子　第５区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　９：４５　三沢　純也　　　秋田・鷹巣中　　（第５回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----

1 1 09:40 山形市 山邊 諒太郎３ ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山 形・山形十中 NSR

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
12 13 10:34 南陽市 鈴木 文瑛 ３ ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ 南 陽 宮内中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   12    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   13     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   14    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   15     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   16     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   16     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   18    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   19    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   20    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   21    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   22    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
23 11 11:04 東根市 加藤 史哉 ３ ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ 東 根 東根 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   12    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   13     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   14    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   15     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   16     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   16     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   18    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   19    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   20    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   21    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   22    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   23    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   24    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   24    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   26    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   27    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   28    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   29    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   30    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   30    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   32    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   33    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
34 32 11 59 飯豊町 志田 優介 ２ ｼﾀﾞ ｳ ｹ 飯 豊 飯豊中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   12    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   13     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   14    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   15     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   16     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   16     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   18    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   19    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   20    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   21    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   22    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   23    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   24    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   24    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   26    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   27    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   28    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   29    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   30    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   30    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   32    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   33    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   34    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   35    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   36    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   12    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   13     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   14    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   15     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   16     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   16     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   18    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   19    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   20    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   21    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   22    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   23    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   24    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   24    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   26    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   27    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   28    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   29    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   30    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   30    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   32    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   33    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   34    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   35    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   36    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   12    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   13     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   14    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   15     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   16     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   16     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   18    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   19    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   20    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   21    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   22    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   23    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   24    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   24    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   26    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   27    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   28    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   29    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   30    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   30    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   32    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   33    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   34    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   35    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   36    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        

凡例: NSR:区間新記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      NSR
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    51   10:01 秋田陸協    多賀谷　翔　３      ﾀｶﾞﾔ ｶｹﾙ            秋　田・比内中        
    4    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    5     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    6    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    7    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    8    52   10:18 秋田市      加賀谷　邦嘉３      ｶｶﾞﾔ ｸﾆﾖｼ           秋　田・秋大附中      
    9    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
   10     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
   11     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   12    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   13     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   14    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   15     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   16     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   16     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   18    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   19    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   20    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   21    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   22    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   23    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   24    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   24    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   26    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   27    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   28    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   29    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   30    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   30    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   32    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   33    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   34    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   35    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   36    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        



男子 県内  ジュニア駅伝男子県内大会 2011年 8月 7日 13時35分 スタート

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

総合成績

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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

    1     1     44:22 山形市      
            

森　　優太　２      
ﾓﾘ ﾕｳﾀ              
山形十中            
(  3)    10:40
(  3)    10:40

中野　海仁　６      
ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             
山大附小            
( 20)    07:17
(  9)    17:57

庄子　晃平　３      
ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          
蔵王一中            
(  2)    09:50
(  4)    27:47

齋藤　　恒　６      
ｻｲﾄｳ ｺｳ             
山大附小            
(  1)    06:55
(  2)    34:42

山邊　諒太郎３      
ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         
山形十中            
(  1)    09:40
(  1)    44:22

    2     4     44:26 酒田市      
            

鈴木　亮平　３      
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          
松山中              
(  2)    10:26
(  2)    10:26

讃岐　祐吾　６      
ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            
宮野浦小            
( 13)    07:03
(  2)    17:29

遠田　　洸　３      
ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             
平田中              
(  1)    09:46
(  1)    27:15

佐藤　亜央人６      
ｻﾄｳ ｱｵﾄ             
西荒瀬小            
(  3)    07:03
(  1)    34:18

村上　広樹　３      
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            
鳥海八幡中          
(  4)    10:08
(  2)    44:26

    3     7     44:53 上山市      
            

枝松　歩夢　３      
ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           
上山北中            
(  1)    10:17
(  1)    10:17

石山　優斗　６      
ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            
上山南小            
(  8)    06:57
(  1)    17:14

笹原　竜也　３      
ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            
上山南中            
(  6)    10:12
(  2)    27:26

遠藤　壮太　６      
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           
上山南小            
( 21)    07:37
(  3)    35:03

鈴木　幹大　３      
ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           
上山南中            
(  2)    09:50
(  3)    44:53

    4    10     45:24 天童市      
            

松田　滉平　３      
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           
山大附中            
(  7)    10:54
(  7)    10:54

舩田　圭吾　６      
ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           
成生小              
( 10)    06:58
(  7)    17:52

髙岡　朝日　３      
ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            
天童二中            
(  2)    09:50
(  3)    27:42

武田　大地　６      
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           
天童南部小          
( 16)    07:30
(  5)    35:12

土屋　安尚　３      
ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            
天童三中            
(  5)    10:12
(  4)    45:24

    5     5     45:37 新庄市      
            

八鍬　　凌　３      
ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             
日新中              
(  5)    10:50
(  5)    10:50

石山　立晟　６      
ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          
新庄小              
(  6)    06:52
(  4)    17:42

加藤　　廉　３      
ｶﾄｳ ﾚﾝ              
日新中              
(  7)    10:24
(  6)    28:06

佐々木翔太郎６      
ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          
沼田小              
(  4)    07:05
(  4)    35:11

三浦　祥吾　３      
ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           
日新中              
(  8)    10:26
(  5)    45:37

    6    12     45:40 尾花沢市    
            

伊藤　　涼　３      
ｲﾄｳ ﾘｮｳ             
福原中              
(  4)    10:47
(  4)    10:47

田中　大希　６      
ﾀﾅｶ ﾀｷ              
尾花沢小            
( 11)    07:01
(  6)    17:48

柴﨑　俊輔　３      
ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         
尾花沢中            
(  5)    10:08
(  5)    27:56

新美　　蓮　６      
ﾆｲﾐ ﾚﾝ              
尾花沢小            
( 18)    07:31
(  7)    35:27

安西　優太　３      
ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           
尾花沢中            
(  6)    10:13
(  6)    45:40

    7     3     46:08 鶴岡市      
            

斎藤　　海　３      
ｻｲﾄｳ ｶｲ             
温海中              
(  9)    10:57
(  9)    10:57

加藤　　輝　６      
ｶﾄｳ ｱｷﾗ             
西郷小              
(  1)    06:45
(  3)    17:42

坂井　隆正　２      
ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           
鶴岡四中            
( 12)    10:33
(  8)    28:15

樋口　晴翔　６      
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            
朝暘三小            
(  9)    07:11
(  6)    35:26

難波　大翔　３      
ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          
朝日中              
( 13)    10:42
(  7)    46:08

    8     2     46:18 米沢市      
            

酒井　大貴　２      
ｻｶｲ ﾋﾛｷ             
米沢五中            
(  8)    10:56
(  8)    10:56

伊東　大輝　６      
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             
西部小              
( 14)    07:07
( 10)    18:03

黒田　　賢　１      
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            
米沢四中            
(  4)    10:07
(  7)    28:10

河合　拓海　６      
ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             
西部小              
( 23)    07:40
(  8)    35:50

猪俣　幸広　３      
ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           
米沢一中            
(  9)    10:28
(  8)    46:18

    9     6     46:38 寒河江市    
            

板花　　岳　３      
ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            
陵東中              
( 12)    11:04
( 12)    11:04

細谷　翔馬　６      
ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            
寒河江小            
(  4)    06:49
(  8)    17:53

荒木　俊太　２      
ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            
陵東中              
( 20)    10:56
(  9)    28:49

戸田　風優人６      
ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             
南部小              
( 12)    07:14
(  9)    36:03

大沼　佑太　３      
ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            
陵東中              
( 11)    10:35
(  9)    46:38

   10    22     46:52 最上町      
            

下山　大輔　３      
ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          
最上中              
( 10)    10:59
( 10)    10:59

佐藤　夏紀　６      
ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             
満沢小              
( 26)    07:32
( 16)    18:31

堀　　友樹　３      
ﾎﾘ ﾄﾓｷ              
最上中              
(  9)    10:30
( 13)    29:01

佐藤　蓮太　６      
ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             
富沢小              
( 13)    07:26
( 14)    36:27

齊藤　俊樹　３      
ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            
最上中              
(  7)    10:25
( 10)    46:52

   11    13     46:53 南陽市      
            

竹田　智記　３      
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            
沖郷中              
( 11)    11:00
( 11)    11:00

西村　諒介　６      
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          
宮内小              
(  3)    06:47
(  5)    17:47

漆山　裕介　３      
ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          
宮内中              
( 28)    11:22
( 17)    29:09

青木　悠作　６      
ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            
沖郷小              
(  7)    07:10
( 12)    36:19

鈴木　文瑛　３      
ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           
宮内中              
( 10)    10:34
( 11)    46:53

   12    28     47:00 高畠町      
            

小川　悟史　２      
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            
高畠四中            
( 23)    11:33
( 23)    11:33

佐藤　洸人　６      
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             
屋代小              
(  5)    06:51
( 15)    18:24

鈴木　椋也　３      
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           
高畠四中            
( 16)    10:44
( 15)    29:08

八巻　健太　５      
ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             
屋代小              
( 24)    07:46
( 18)    36:54

髙橋　春希　３      
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           
高畠三中            
(  3)    10:06
( 12)    47:00

   13     9     47:02 長井市      
            

安達　大悟　２      
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          
長井北中            
( 13)    11:04
( 13)    11:04

四釜　峻佑　５      
ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           
長井小              
( 24)    07:30
( 18)    18:34

菅野　利記　１      
ｶﾝﾉ ﾘｷ              
長井北中            
( 13)    10:35
( 16)    29:09

味田　勇紀　６      
ﾐﾀ ﾕｳｷ              
致芳小              
(  7)    07:10
( 13)    36:19

小関　澪人　３      
ｺｾｷ ﾐｵﾄ             
長井南中            
( 14)    10:43
( 13)    47:02

   14    11     47:22 東根市      
            

菊地　海斗　３      
ｷｸﾁ ｶｲﾄ             
東根二中            
( 18)    11:23
( 18)    11:23

石垣　直彦　６      
ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          
東根小              
(  1)    06:45
( 11)    18:08

吉田　　梢　１      
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            
東根二中            
( 22)    11:04
( 18)    29:12

牧野　拓人　６      
ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             
大富小              
(  5)    07:06
( 11)    36:18

加藤　史哉　３      
ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             
東根一中            
( 21)    11:04
( 14)    47:22

   15    35     47:38 遊佐町      
            

金子　直樹　３      
ｶﾈｺ ﾅｵｷ             
遊佐中              
( 16)    11:20
( 16)    11:20

高橋　　周　６      
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            
吹浦小              
(  7)    06:54
( 13)    18:14

本間　里史　３      
ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             
遊佐中              
( 15)    10:39
( 10)    28:53

鈴木　竣介　５      
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          
吹浦小              
( 29)    07:59
( 17)    36:52

高橋　　泰　２      
ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            
遊佐中              
( 16)    10:46
( 15)    47:38

   16    21     47:46 金山町      
            

高橋　翔太　２      
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           
金山中              
( 31)    12:03
( 31)    12:03

星川　洸哉　６      
ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            
明安小              
( 17)    07:12
( 26)    19:15

大山　　悠　１      
ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             
金山中              
( 11)    10:32
( 22)    29:47

柴田　龍一　６      
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          
有屋小              
(  2)    06:59
( 16)    36:46

丹　　智貴　２      
ﾀﾝ ﾄﾓｷ              
金山中              
( 19)    11:00
( 16)    47:46

   17    26     48:05 鮭川村      
            

高橋　　司　２      
ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            
鮭川中              
( 15)    11:05
( 15)    11:05

熊谷　隼人　６      
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           
鮭川小              
( 26)    07:32
( 19)    18:37

山科　拓巳　３      
ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            
鮭川中              
(  9)    10:30
( 14)    29:07

高橋　周慈　６      
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          
鮭川小              
( 26)    07:52
( 19)    36:59

高橋　匡衡　２      
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           
鮭川中              
( 22)    11:06
( 17)    48:05

   18    17     48:08 西川町      
            

奥山　和樹　３      
ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           
西川中              
( 17)    11:21
( 17)    11:21

松田　亨成　６      
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           
川土居小            
( 28)    07:35
( 24)    18:56

飯野　富成　３      
ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           
西川中              
( 14)    10:36
( 19)    29:32

齋藤　宏哉　６      
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            
西山小              
( 20)    07:34
( 21)    37:06

設楽　夏樹　３      
ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             
西川中              
( 20)    11:02
( 18)    48:08

   19    16     48:12 河北町      
            

小林　祐仁　３      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           
河北中              
(  6)    10:51
(  6)    10:51

渡辺　　晴　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           
谷地中部小          
( 22)    07:22
( 12)    18:13

矢作　健二　３      
ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           
河北中              
( 17)    10:45
( 11)    28:58

永井　幹久　６      
ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           
北谷地小            
( 16)    07:30
( 15)    36:28

松田　直也　３      
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            
河北中              
( 28)    11:44
( 19)    48:12

   20    24     48:18 真室川町    
            

五十嵐　拓海３      
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           
真室川中            
( 30)    12:00
( 30)    12:00

小座間　匠斗６      
ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            
真室川小            
( 19)    07:16
( 27)    19:16

小野　拓真　３      
ｵﾉ ﾀｸﾏ              
真室川中            
( 19)    10:54
( 25)    30:10

齊藤　拓斗　６      
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            
平枝小              
( 19)    07:32
( 26)    37:42

佐藤　祐希　３      
ｻﾄｳ ﾕｳｷ             
真室川中            
( 12)    10:36
( 20)    48:18



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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

   21    34     48:18 庄内町      
            

岡部　竜平　３      
ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          
余目中              
( 14)    11:04
( 14)    11:04

柿崎　　瑛　６      
ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           
余目二小            
( 16)    07:10
( 14)    18:14

佐藤　芳貴　３      
ｻﾄｳ ﾖｼｷ             
余目中              
( 17)    10:45
( 12)    28:59

富樫　勇斗　６      
ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            
余目二小            
(  9)    07:11
( 10)    36:10

奥山　拓麻　３      
ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            
余目中              
( 33)    12:08
( 21)    48:18

   22    19     48:20 大江町      
            

菊地　将史　３      
ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            
大江中              
( 24)    11:36
( 24)    11:36

大沼　　翼　５      
ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           
左沢小              
(  8)    06:57
( 17)    18:33

菊地　章人　３      
ｷｸﾁ ｱｷﾄ             
大江中              
( 23)    11:06
( 20)    29:39

高橋　瀬名　６      
ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             
本郷西小            
( 25)    07:49
( 24)    37:28

大場　充馬　３      
ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            
大江中              
( 17)    10:52
( 22)    48:20

   23     8     48:24 村山市      
            

板垣　天汰　２      
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           
楯岡中              
( 27)    11:47
( 27)    11:47

結城　昌也　６      
ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             
西郷小              
( 15)    07:08
( 23)    18:55

笹原　創太　３      
ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            
葉山中              
( 31)    11:34
( 28)    30:29

鈴木　克彦　５      
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           
楯岡小              
( 11)    07:12
( 25)    37:41

上田　　晃　３      
ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            
楯岡中              
( 14)    10:43
( 23)    48:24

   24    14     48:33 山辺町      
            

川口　和樹　３      
ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          
山辺中              
( 20)    11:25
( 20)    11:25

加藤　友貴　６      
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             
山辺小              
( 23)    07:27
( 22)    18:52

岩城　優大　３      
ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           
山辺中              
( 24)    11:09
( 24)    30:01

新目　瑠輝　６      
ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             
相模小              
( 13)    07:26
( 23)    37:27

矢口　真司　３      
ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           
山辺中              
( 22)    11:06
( 24)    48:33

   25    31     48:35 白鷹町      
            

菅　桂太朗　３      
ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            
白鷹西中            
( 25)    11:36
( 25)    11:36

小形　滉貴　６      
ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            
東根小              
( 29)    07:45
( 28)    19:21

竹田　裕道　２      
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           
白鷹東中            
(  8)    10:25
( 21)    29:46

竹田　了礼　６      
ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           
荒砥小              
( 15)    07:29
( 22)    37:15

菅原　耕也　３      
ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           
白鷹東中            
( 25)    11:20
( 25)    48:35

   26    23     48:35 舟形町      
            

叶内　宏樹　３      
ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            
舟形中              
( 21)    11:26
( 21)    11:26

原田　大輔　６      
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          
富長小              
( 21)    07:18
( 21)    18:44

吉田　　航　１      
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            
舟形中              
( 25)    11:14
( 23)    29:58

沼澤　大輔　６      
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         
舟形小              
(  5)    07:06
( 20)    37:04

浅沼　凱斗　１      
ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            
舟形中              
( 26)    11:31
( 26)    48:35

   27    27     49:15 戸沢村      
            

秋保　達也　３      
ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             
戸沢中              
( 29)    11:59
( 29)    11:59

佐藤　史弥　６      
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             
神田小              
( 25)    07:31
( 29)    19:30

西嶋　英倫　２      
ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         
戸沢中              
( 20)    10:56
( 27)    30:26

中鉢　壱成　５      
ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         
戸沢小              
( 26)    07:52
( 28)    38:18

小屋　嘉毅　２      
ｺﾔ ｶｽﾞｷ             
戸沢中              
( 18)    10:57
( 27)    49:15

   28    15     49:45 中山町      
            

伊澤　早智　２      
ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            
中山中              
( 26)    11:37
( 26)    11:37

柏倉　元太　６      
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         
長崎小              
( 12)    07:02
( 20)    18:39

石川　裕貴　２      
ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            
中山中              
( 31)    11:34
( 26)    30:13

鈴木　真大　５      
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            
豊田小              
( 21)    07:37
( 27)    37:50

萩原　渓太　３      
ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           
中山中              
( 30)    11:55
( 28)    49:45

   29    29     50:19 川西町      
            

島貫　　俊　３      
ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            
川西中              
( 28)    11:51
( 28)    11:51

安部　光祐　６      
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            
大塚小              
( 18)    07:15
( 25)    19:06

小松　志千代１      
ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            
川西中              
( 34)    12:00
( 30)    31:06

齋藤　　陸　６      
ｻｲﾄｳ ﾘｸ             
小松小              
( 28)    07:58
( 29)    39:04

長澤　　颯　３      
ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           
川西中              
( 24)    11:15
( 29)    50:19

   30    30     50:58 小国町      
            

阿部　直明　３      
ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            
小国中              
( 19)    11:24
( 19)    11:24

今　駿太朗　６      
ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           
小国小              
( 33)    08:15
( 30)    19:39

後藤　　賢　３      
ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             
小国中              
( 26)    11:18
( 29)    30:57

三須　優真　６      
ﾐｽ ﾕｳﾏ              
小国小              
( 32)    08:17
( 31)    39:14

伊藤　貴彦　２      
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            
小国中              
( 28)    11:44
( 30)    50:58

   31    18     51:23 朝日町      
            

伊藤　太樹　３      
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            
朝日中              
( 22)    11:33
( 22)    11:33

堀　　博道　６      
ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             
大谷小              
( 32)    08:14
( 31)    19:47

志藤　洋一　３      
ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           
朝日中              
( 27)    11:19
( 31)    31:06

佐藤　耕雄　６      
ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            
宮宿小              
( 31)    08:08
( 30)    39:14

菅井　智樹　３      
ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            
朝日中              
( 34)    12:09
( 31)    51:23

   32    32     51:47 飯豊町      
            

髙橋　　圭　２      
ﾀｶﾊｼ ｹｲ             
飯豊中              
( 33)    12:19
( 33)    12:19

舟山　拳人　６      
ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            
飯豊一小            
( 30)    07:52
( 32)    20:11

鈴木　春記　１      
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            
飯豊中              
( 33)    11:36
( 32)    31:47

梅津　駿也　６      
ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            
飯豊一小            
( 30)    08:01
( 32)    39:48

志田　優介　２      
ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            
飯豊中              
( 32)    11:59
( 32)    51:47

   33    20     52:00 大石田町    
            

小玉　祥太　２      
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           
大石田中            
( 34)    12:37
( 34)    12:37

森　　亮太　６      
ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             
大石田南小          
( 31)    08:05
( 34)    20:42

寺崎　　凌　３      
ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            
大石田中            
( 28)    11:22
( 34)    32:04

海藤　崚二　５      
ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          
大石田北小          
( 33)    08:22
( 33)    40:26

遠藤　皇太　２      
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           
大石田中            
( 27)    11:34
( 33)    52:00

   34    25     53:14 大蔵村      
            

小野　恭平　３      
ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            
大蔵中              
( 32)    12:13
( 32)    12:13

早坂　　奏　６      
ﾊﾔｻｶ ｿｳ             
大蔵小              
( 34)    08:27
( 33)    20:40

長南　翔太　３      
ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          
大蔵中              
( 30)    11:23
( 33)    32:03

伊藤　清人　５      
ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             
大蔵小              
( 34)    09:13
( 34)    41:16

佐藤　大亮　１      
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           
大蔵中              
( 31)    11:58
( 34)    53:14

齋藤真也（山辺中）  
長沼大智（米沢四中）

  10:00

伊藤　平          
八幡小　13th        

  06:29

佐藤　寛才          
酒田六中 7th        

  09:28

黒田　　賢          
窪田小　13th        

  06:37

安房　真沙樹        
米沢一中 7th        

  09:37



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

男子　第１区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１０：００　齋藤　真也　　　山辺・山辺中　　（第10回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　長沼　大智　　　米沢・米沢四中　（第13回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        

南陽市 竹田 智記 ﾀｹﾀﾞ ﾄ ｷ 南 陽 沖郷中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   11    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   12     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   13     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   14    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   15    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   16    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   17    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   18    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   19    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   20    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   21    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        

朝 伊藤 太樹 ﾞ 朝 朝 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   11    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   12     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   13     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   14    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   15    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   16    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   17    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   18    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   19    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   20    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   21    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   22    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   23    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   24    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   25    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   26    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   27     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   28    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   29    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   30    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   31    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   32    25   12:13 大蔵村      小野　恭平 ３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大 蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   11    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   12     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   13     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   14    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   15    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   16    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   17    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   18    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   19    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   20    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   21    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   22    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   23    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   24    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   25    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   26    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   27     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   28    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   29    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   30    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   31    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   32    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   33    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   34    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   11    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   12     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   13     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   14    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   15    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   16    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   17    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   18    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   19    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   20    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   21    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   22    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   23    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   24    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   25    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   26    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   27     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   28    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   29    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   30    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   31    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   32    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   33    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   34    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   11    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   12     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   13     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   14    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   15    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   16    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   17    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   18    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   19    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   20    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   21    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   22    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   23    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   24    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   25    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   26    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   27     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   28    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   29    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   30    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   31    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   32    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   33    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   34    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   10:17 上山市      枝松　歩夢　３      ｴﾀﾞﾏﾂ ｱﾕﾑ           上　山・上山北中      
    2     4   10:26 酒田市      鈴木　亮平　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ          酒　田・松山中        
    3     1   10:40 山形市      森　　優太　２      ﾓﾘ ﾕｳﾀ              山　形・山形十中      
    4    12   10:47 尾花沢市    伊藤　　涼　３      ｲﾄｳ ﾘｮｳ             尾花沢・福原中        
    5     5   10:50 新庄市      八鍬　　凌　３      ﾔｸﾜ ﾘｮｳ             新　庄・日新中        
    6    16   10:51 河北町      小林　祐仁　３      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ           河　北・河北中        
    7    10   10:54 天童市      松田　滉平　３      ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ           天　童・山大附中      
    8     2   10:56 米沢市      酒井　大貴　２      ｻｶｲ ﾋﾛｷ             米　沢・米沢五中      
    9     3   10:57 鶴岡市      斎藤　　海　３      ｻｲﾄｳ ｶｲ             鶴　岡・温海中        
   10    22   10:59 最上町      下山　大輔　３      ｼﾓﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          最　上・最上中        
   11    13   11:00 南陽市      竹田　智記　３      ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ            南　陽・沖郷中        
   12     6   11:04 寒河江市    板花　　岳　３      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ            寒河江・陵東中        
   13     9   11:04 長井市      安達　大悟　２      ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ          長　井・長井北中      
   14    34   11:04 庄内町      岡部　竜平　３      ｵｶﾍﾞ ﾀｯぺｲ          庄　内・余目中        
   15    26   11:05 鮭川村      高橋　　司　２      ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ            鮭　川・鮭川中        
   16    35   11:20 遊佐町      金子　直樹　３      ｶﾈｺ ﾅｵｷ             遊　佐・遊佐中        
   17    17   11:21 西川町      奥山　和樹　３      ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ           西　川・西川中        
   18    11   11:23 東根市      菊地　海斗　３      ｷｸﾁ ｶｲﾄ             東　根・東根二中      
   19    30   11:24 小国町      阿部　直明　３      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ            小　国・小国中        
   20    14   11:25 山辺町      川口　和樹　３      ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ          山　辺・山辺中        
   21    23   11:26 舟形町      叶内　宏樹　３      ｶﾅｳﾁ ﾋﾛｷ            舟　形・舟形中        
   22    18   11:33 朝日町      伊藤　太樹　３      ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ            朝　日・朝日中        
   23    28   11:33 高畠町      小川　悟史　２      ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ            高　畠・高畠四中      
   24    19   11:36 大江町      菊地　将史　３      ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ            大　江・大江中        
   25    31   11:36 白鷹町      菅　桂太朗　３      ｶﾝ ｹｲﾀﾛｳ            白　鷹・白鷹西中      
   26    15   11:37 中山町      伊澤　早智　２      ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ            中　山・中山中        
   27     8   11:47 村山市      板垣　天汰　２      ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ           村　山・楯岡中        
   28    29   11:51 川西町      島貫　　俊　３      ｼﾏﾇｷ ﾀｶｼ            川　西・川西中        
   29    27   11:59 戸沢村      秋保　達也　３      ｱｷﾎ ﾀﾂﾔ             戸　沢・戸沢中        
   30    24   12:00 真室川町    五十嵐　拓海３      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ           真室川・真室川中      
   31    21   12:03 金山町      高橋　翔太　２      ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ           金　山・金山中        
   32    25   12:13 大蔵村      小野　恭平　３      ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ            大　蔵・大蔵中        
   33    32   12:19 飯豊町      髙橋　　圭　２      ﾀｶﾊｼ ｹｲ             飯　豊・飯豊中        
   34    20   12:37 大石田町    小玉　祥太　２      ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ           大石田・大石田中      



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
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男子　第２区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　６：２９　伊藤　平　　　酒田・八幡小　　（第13回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 3 06:45 鶴岡市 加藤 輝 ６ ｶﾄｳ ｱｷﾗ 鶴 岡・西郷小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
12 15 07:02 中山町 柏倉 元太 ６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ 中 山・長崎小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   12    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   13     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   14     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   15     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   16    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   17    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   18    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   19    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   20     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   21    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   22    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
23 14 07:27 山辺町 加藤 友貴 ６ ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 山 辺・山辺小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   12    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   13     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   14     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   15     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   16    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   17    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   18    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   19    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   20     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   21    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   22    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   23    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   24     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   25    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   26    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   26    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   28    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   29    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   30    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   31    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   32    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   33    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
34 25 08:27 大蔵村 早坂 奏 ６ ﾊﾔｻｶ ｿｳ 大 蔵 大蔵小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   12    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   13     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   14     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   15     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   16    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   17    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   18    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   19    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   20     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   21    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   22    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   23    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   24     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   25    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   26    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   26    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   28    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   29    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   30    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   31    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   32    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   33    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   34    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   12    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   13     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   14     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   15     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   16    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   17    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   18    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   19    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   20     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   21    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   22    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   23    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   24     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   25    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   26    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   26    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   28    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   29    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   30    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   31    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   32    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   33    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   34    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   12    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   13     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   14     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   15     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   16    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   17    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   18    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   19    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   20     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   21    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   22    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   23    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   24     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   25    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   26    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   26    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   28    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   29    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   30    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   31    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   32    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   33    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   34    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        

凡例: NSR:区間新記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     3   06:45 鶴岡市      加藤　　輝　６      ｶﾄｳ ｱｷﾗ             鶴　岡・西郷小        
    1    11   06:45 東根市      石垣　直彦　６      ｲｼｶﾞｷ ﾅｵﾋｺ          東　根・東根小        
    3    13   06:47 南陽市      西村　諒介　６      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          南　陽・宮内小        
    4     6   06:49 寒河江市    細谷　翔馬　６      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ            寒河江・寒河江小      
    5    28   06:51 高畠町      佐藤　洸人　６      ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ             高　畠・屋代小        
    6     5   06:52 新庄市      石山　立晟　６      ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ          新　庄・新庄小        
    7    35   06:54 遊佐町      高橋　　周　６      ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ            遊　佐・吹浦小        
    8     7   06:57 上山市      石山　優斗　６      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ            上　山・上山南小      
    8    19   06:57 大江町      大沼　　翼　５      ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ           大　江・左沢小        
   10    10   06:58 天童市      舩田　圭吾　６      ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ           天　童・成生小        
   11    12   07:01 尾花沢市    田中　大希　６      ﾀﾅｶ ﾀｷ              尾花沢・尾花沢小      
   12    15   07:02 中山町      柏倉　元太　６      ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ         中　山・長崎小        
   13     4   07:03 酒田市      讃岐　祐吾　６      ｻﾇｷ ﾕｳｺﾞ            酒　田・宮野浦小      
   14     2   07:07 米沢市      伊東　大輝　６      ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             米　沢・西部小        
   15     8   07:08 村山市      結城　昌也　６      ﾕｳｷ ﾏｻﾔ             村　山・西郷小        
   16    34   07:10 庄内町      柿崎　　瑛　６      ｶｷｻﾞｷ ｱｷﾗ           庄　内・余目二小      
   17    21   07:12 金山町      星川　洸哉　６      ﾎｼｶﾜ ｺｳﾔ            金　山・明安小        
   18    29   07:15 川西町      安部　光祐　６      ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ            川　西・大塚小        
   19    24   07:16 真室川町    小座間　匠斗６      ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ            真室川・真室川小      
   20     1   07:17 山形市      中野　海仁　６      ﾅｶﾉ ｶｲﾄ             山　形・山大附小      
   21    23   07:18 舟形町      原田　大輔　６      ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ          舟　形・富長小        
   22    16   07:22 河北町      渡辺　　晴　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾚﾙ           河　北・谷地中部小    
   23    14   07:27 山辺町      加藤　友貴　６      ｶﾄｳ ﾄﾓｷ             山　辺・山辺小        
   24     9   07:30 長井市      四釜　峻佑　５      ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ           長　井・長井小        
   25    27   07:31 戸沢村      佐藤　史弥　６      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ             戸　沢・神田小        
   26    22   07:32 最上町      佐藤　夏紀　６      ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             最　上・満沢小        
   26    26   07:32 鮭川村      熊谷　隼人　６      ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ           鮭　川・鮭川小        
   28    17   07:35 西川町      松田　亨成　６      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ           西　川・川土居小      
   29    31   07:45 白鷹町      小形　滉貴　６      ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ            白　鷹・東根小        
   30    32   07:52 飯豊町      舟山　拳人　６      ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝﾄ            飯　豊・飯豊一小      
   31    20   08:05 大石田町    森　　亮太　６      ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ             大石田・大石田南小    
   32    18   08:14 朝日町      堀　　博道　６      ﾎﾘ ﾋﾛﾐﾁ             朝　日・大谷小        
   33    30   08:15 小国町      今　駿太朗　６      ｺﾝ ｼｭﾝﾀﾛｳ           小　国・小国小        
   34    25   08:27 大蔵村      早坂　　奏　６      ﾊﾔｻｶ ｿｳ             大　蔵・大蔵小        



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

男子　第３区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　９：２８　佐藤　寛才　　　酒田・酒田六中　（第７回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 4 09:46 酒田市 遠田 洸 ３ ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ 酒 田・平田中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
12 3 10:33 鶴岡市 坂井 隆正 ２ ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ 鶴 岡・鶴岡四中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   12     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   13     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   14    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   15    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   16    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   17    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   17    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   19    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   20     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   20    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   22    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
23 19 11:06 大江町 菊地 章人 ３ ｷｸﾁ ｱｷﾄ 大 江・大江中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   12     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   13     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   14    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   15    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   16    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   17    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   17    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   19    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   20     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   20    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   22    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   23    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   24    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   25    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   26    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   27    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   28    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   28    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   30    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   31     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   31    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   33    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
34 29 12:00 川西町 小松 志千代１ ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ 川 西・川西中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   12     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   13     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   14    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   15    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   16    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   17    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   17    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   19    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   20     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   20    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   22    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   23    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   24    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   25    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   26    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   27    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   28    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   28    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   30    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   31     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   31    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   33    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   34    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   12     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   13     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   14    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   15    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   16    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   17    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   17    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   19    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   20     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   20    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   22    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   23    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   24    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   25    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   26    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   27    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   28    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   28    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   30    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   31     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   31    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   33    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   34    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   12     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   13     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   14    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   15    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   16    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   17    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   17    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   19    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   20     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   20    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   22    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   23    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   24    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   25    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   26    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   27    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   28    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   28    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   30    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   31     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   31    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   33    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   34    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   09:46 酒田市      遠田　　洸　３      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ             酒　田・平田中        
    2     1   09:50 山形市      庄子　晃平　３      ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ          山　形・蔵王一中      
    2    10   09:50 天童市      髙岡　朝日　３      ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ            天　童・天童二中      
    4     2   10:07 米沢市      黒田　　賢　１      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ            米　沢・米沢四中      
    5    12   10:08 尾花沢市    柴﨑　俊輔　３      ｼﾊﾞｻｷ ｼｭﾝｽｹ         尾花沢・尾花沢中      
    6     7   10:12 上山市      笹原　竜也　３      ｻｻﾊﾗ ﾀﾂﾔ            上　山・上山南中      
    7     5   10:24 新庄市      加藤　　廉　３      ｶﾄｳ ﾚﾝ              新　庄・日新中        
    8    31   10:25 白鷹町      竹田　裕道　２      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ           白　鷹・白鷹東中      
    9    22   10:30 最上町      堀　　友樹　３      ﾎﾘ ﾄﾓｷ              最　上・最上中        
    9    26   10:30 鮭川村      山科　拓巳　３      ﾔﾏｼﾅ ﾀｸﾐ            鮭　川・鮭川中        
   11    21   10:32 金山町      大山　　悠　１      ｵｵﾔﾏ ﾕｳ             金　山・金山中        
   12     3   10:33 鶴岡市      坂井　隆正　２      ｻｶｲ ﾘｭｳｾｲ           鶴　岡・鶴岡四中      
   13     9   10:35 長井市      菅野　利記　１      ｶﾝﾉ ﾘｷ              長　井・長井北中      
   14    17   10:36 西川町      飯野　富成　３      ｲｲﾉ ﾄﾐｼｹﾞ           西　川・西川中        
   15    35   10:39 遊佐町      本間　里史　３      ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ             遊　佐・遊佐中        
   16    28   10:44 高畠町      鈴木　椋也　３      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ           高　畠・高畠四中      
   17    16   10:45 河北町      矢作　健二　３      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ           河　北・河北中        
   17    34   10:45 庄内町      佐藤　芳貴　３      ｻﾄｳ ﾖｼｷ             庄　内・余目中        
   19    24   10:54 真室川町    小野　拓真　３      ｵﾉ ﾀｸﾏ              真室川・真室川中      
   20     6   10:56 寒河江市    荒木　俊太　２      ｱﾗｷ ｼｭﾝﾀ            寒河江・陵東中        
   20    27   10:56 戸沢村      西嶋　英倫　２      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ         戸　沢・戸沢中        
   22    11   11:04 東根市      吉田　　梢　１      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ            東　根・東根二中      
   23    19   11:06 大江町      菊地　章人　３      ｷｸﾁ ｱｷﾄ             大　江・大江中        
   24    14   11:09 山辺町      岩城　優大　３      ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ           山　辺・山辺中        
   25    23   11:14 舟形町      吉田　　航　１      ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            舟　形・舟形中        
   26    30   11:18 小国町      後藤　　賢　３      ｺﾞﾄｳ ｹﾝ             小　国・小国中        
   27    18   11:19 朝日町      志藤　洋一　３      ｼﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ           朝　日・朝日中        
   28    13   11:22 南陽市      漆山　裕介　３      ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ          南　陽・宮内中        
   28    20   11:22 大石田町    寺崎　　凌　３      ﾃﾗｻｷ ﾘｮｳ            大石田・大石田中      
   30    25   11:23 大蔵村      長南　翔太　３      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ          大　蔵・大蔵中        
   31     8   11:34 村山市      笹原　創太　３      ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ            村　山・葉山中        
   31    15   11:34 中山町      石川　裕貴　２      ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ            中　山・中山中        
   33    32   11:36 飯豊町      鈴木　春記　１      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ            飯　豊・飯豊中        
   34    29   12:00 川西町      小松　志千代１      ｺﾏﾂ ﾕｷﾁﾖ            川　西・川西中        



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

男子　第４区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　６：３７　黒田　　賢　　　米沢・窪田小　（第13回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 1 06:55 山形市 齋藤 恒 ６ ｻｲﾄｳ ｺｳ 山 形・山大附小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
12 6 07:14 寒河江市 戸田 風優人６ ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ 寒河江 南部小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   12     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   13    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   13    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   15    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   16    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   16    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   18    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   19    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   20    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   21     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   21    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
23 2 07:40 米沢市 河合 拓海 ６ ｶﾜｲ ﾀｸﾐ 米 沢 西部小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   12     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   13    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   13    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   15    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   16    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   16    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   18    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   19    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   20    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   21     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   21    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   23     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   24    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   25    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   26    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   26    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   28    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   29    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   30    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   31    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   32    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   33    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
34 25 09 13 大蔵村 伊藤 清人 ５ ｲﾄｳ ｷ ﾄ 大 蔵 大蔵小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   12     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   13    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   13    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   15    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   16    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   16    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   18    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   19    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   20    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   21     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   21    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   23     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   24    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   25    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   26    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   26    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   28    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   29    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   30    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   31    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   32    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   33    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   34    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   12     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   13    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   13    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   15    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   16    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   16    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   18    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   19    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   20    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   21     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   21    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   23     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   24    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   25    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   26    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   26    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   28    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   29    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   30    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   31    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   32    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   33    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   34    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   12     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   13    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   13    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   15    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   16    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   16    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   18    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   19    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   20    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   21     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   21    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   23     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   24    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   25    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   26    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   26    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   28    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   29    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   30    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   31    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   32    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   33    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   34    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   06:55 山形市      齋藤　　恒　６      ｻｲﾄｳ ｺｳ             山　形・山大附小      
    2    21   06:59 金山町      柴田　龍一　６      ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ          金　山・有屋小        
    3     4   07:03 酒田市      佐藤　亜央人６      ｻﾄｳ ｱｵﾄ             酒　田・西荒瀬小      
    4     5   07:05 新庄市      佐々木翔太郎６      ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ          新　庄・沼田小        
    5    11   07:06 東根市      牧野　拓人　６      ﾏｷﾉ ﾀｸﾄ             東　根・大富小        
    5    23   07:06 舟形町      沼澤　大輔　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         舟　形・舟形小        
    7     9   07:10 長井市      味田　勇紀　６      ﾐﾀ ﾕｳｷ              長　井・致芳小        
    7    13   07:10 南陽市      青木　悠作　６      ｱｵｷ ﾕｳｻｸ            南　陽・沖郷小        
    9     3   07:11 鶴岡市      樋口　晴翔　６      ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            鶴　岡・朝暘三小      
    9    34   07:11 庄内町      富樫　勇斗　６      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ            庄　内・余目二小      
   11     8   07:12 村山市      鈴木　克彦　５      ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ           村　山・楯岡小        
   12     6   07:14 寒河江市    戸田　風優人６      ﾄﾀﾞ ﾌﾕﾄ             寒河江・南部小        
   13    14   07:26 山辺町      新目　瑠輝　６      ｱﾗﾀﾒ ﾙｷ             山　辺・相模小        
   13    22   07:26 最上町      佐藤　蓮太　６      ｻﾄｳ ﾚﾝﾀ             最　上・富沢小        
   15    31   07:29 白鷹町      竹田　了礼　６      ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ           白　鷹・荒砥小        
   16    10   07:30 天童市      武田　大地　６      ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ           天　童・天童南部小    
   16    16   07:30 河北町      永井　幹久　６      ﾅｶﾞｲ ﾓﾄﾋｻ           河　北・北谷地小      
   18    12   07:31 尾花沢市    新美　　蓮　６      ﾆｲﾐ ﾚﾝ              尾花沢・尾花沢小      
   19    24   07:32 真室川町    齊藤　拓斗　６      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ            真室川・平枝小        
   20    17   07:34 西川町      齋藤　宏哉　６      ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ            西　川・西山小        
   21     7   07:37 上山市      遠藤　壮太　６      ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ           上　山・上山南小      
   21    15   07:37 中山町      鈴木　真大　５      ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ            中　山・豊田小        
   23     2   07:40 米沢市      河合　拓海　６      ｶﾜｲ ﾀｸﾐ             米　沢・西部小        
   24    28   07:46 高畠町      八巻　健太　５      ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ             高　畠・屋代小        
   25    19   07:49 大江町      高橋　瀬名　６      ﾀｶﾊｼ ｾﾅ             大　江・本郷西小      
   26    26   07:52 鮭川村      高橋　周慈　６      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ          鮭　川・鮭川小        
   26    27   07:52 戸沢村      中鉢　壱成　５      ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ         戸　沢・戸沢小        
   28    29   07:58 川西町      齋藤　　陸　６      ｻｲﾄｳ ﾘｸ             川　西・小松小        
   29    35   07:59 遊佐町      鈴木　竣介　５      ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ          遊　佐・吹浦小        
   30    32   08:01 飯豊町      梅津　駿也　６      ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ            飯　豊・飯豊一小      
   31    18   08:08 朝日町      佐藤　耕雄　６      ｻﾄｳ ｺｳﾕｳ            朝　日・宮宿小        
   32    30   08:17 小国町      三須　優真　６      ﾐｽ ﾕｳﾏ              小　国・小国小        
   33    20   08:22 大石田町    海藤　崚二　５      ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ          大石田・大石田北小    
   34    25   09:13 大蔵村      伊藤　清人　５      ｲﾄｳ ｷﾖﾄ             大　蔵・大蔵小        



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
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男子　第５区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　９：３７　安房　真沙樹　　米沢・米沢一中　（第７回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----

1 1 09:40 山形市 山邊 諒太郎３ ﾔﾏ ﾞ ﾘ ｳﾀﾛｳ 山 形 山形十中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
12 24 10 36 真室川町 佐藤 祐希 ３ ｻﾄｳ ｳｷ 真室川 真室川中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   12    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   13     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   14     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   14     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   16    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   17    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   18    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   19    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   20    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   21    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   22    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        

鮭川村 高橋 匡衡 ﾀｶ ｻ ﾗ 鮭 川 鮭川中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   12    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   13     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   14     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   14     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   16    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   17    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   18    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   19    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   20    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   21    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   22    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   22    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   24    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   25    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   26    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   27    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   28    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   28    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   30    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   31    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   32    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   33    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        

菅 智 ﾞ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   12    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   13     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   14     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   14     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   16    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   17    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   18    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   19    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   20    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   21    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   22    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   22    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   24    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   25    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   26    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   27    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   28    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   28    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   30    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   31    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   32    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   33    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   34    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   12    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   13     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   14     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   14     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   16    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   17    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   18    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   19    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   20    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   21    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   22    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   22    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   24    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   25    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   26    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   27    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   28    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   28    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   30    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   31    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   32    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   33    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   34    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   12    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   13     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   14     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   14     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   16    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   17    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   18    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   19    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   20    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   21    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   22    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   22    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   24    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   25    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   26    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   27    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   28    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   28    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   30    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   31    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   32    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   33    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   34    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     1   09:40 山形市      山邊　諒太郎３      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山　形・山形十中      
    2     7   09:50 上山市      鈴木　幹大　３      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ           上　山・上山南中      
    3    28   10:06 高畠町      髙橋　春希　３      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ           高　畠・高畠三中      
    4     4   10:08 酒田市      村上　広樹　３      ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ            酒　田・鳥海八幡中    
    5    10   10:12 天童市      土屋　安尚　３      ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋｻ            天　童・天童三中      
    6    12   10:13 尾花沢市    安西　優太　３      ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀ           尾花沢・尾花沢中      
    7    22   10:25 最上町      齊藤　俊樹　３      ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ            最　上・最上中        
    8     5   10:26 新庄市      三浦　祥吾　３      ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ           新　庄・日新中        
    9     2   10:28 米沢市      猪俣　幸広　３      ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ           米　沢・米沢一中      
   10    13   10:34 南陽市      鈴木　文瑛　３      ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ           南　陽・宮内中        
   11     6   10:35 寒河江市    大沼　佑太　３      ｵｵﾇﾏ ﾕｳﾀ            寒河江・陵東中        
   12    24   10:36 真室川町    佐藤　祐希　３      ｻﾄｳ ﾕｳｷ             真室川・真室川中      
   13     3   10:42 鶴岡市      難波　大翔　３      ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ          鶴　岡・朝日中        
   14     8   10:43 村山市      上田　　晃　３      ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ            村　山・楯岡中        
   14     9   10:43 長井市      小関　澪人　３      ｺｾｷ ﾐｵﾄ             長　井・長井南中      
   16    35   10:46 遊佐町      高橋　　泰　２      ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ            遊　佐・遊佐中        
   17    19   10:52 大江町      大場　充馬　３      ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾏ            大　江・大江中        
   18    27   10:57 戸沢村      小屋　嘉毅　２      ｺﾔ ｶｽﾞｷ             戸　沢・戸沢中        
   19    21   11:00 金山町      丹　　智貴　２      ﾀﾝ ﾄﾓｷ              金　山・金山中        
   20    17   11:02 西川町      設楽　夏樹　３      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ             西　川・西川中        
   21    11   11:04 東根市      加藤　史哉　３      ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ             東　根・東根一中      
   22    14   11:06 山辺町      矢口　真司　３      ﾔｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ           山　辺・山辺中        
   22    26   11:06 鮭川村      高橋　匡衡　２      ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ           鮭　川・鮭川中        
   24    29   11:15 川西町      長澤　　颯　３      ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾃ           川　西・川西中        
   25    31   11:20 白鷹町      菅原　耕也　３      ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾔ           白　鷹・白鷹東中      
   26    23   11:31 舟形町      浅沼　凱斗　１      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ            舟　形・舟形中        
   27    20   11:34 大石田町    遠藤　皇太　２      ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ           大石田・大石田中      
   28    16   11:44 河北町      松田　直也　３      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ            河　北・河北中        
   28    30   11:44 小国町      伊藤　貴彦　２      ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ            小　国・小国中        
   30    15   11:55 中山町      萩原　渓太　３      ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲﾀ           中　山・中山中        
   31    25   11:58 大蔵村      佐藤　大亮　１      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           大　蔵・大蔵中        
   32    32   11:59 飯豊町      志田　優介　２      ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            飯　豊・飯豊中        
   33    34   12:08 庄内町      奥山　拓麻　３      ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾏ            庄　内・余目中        
   34    18   12:09 朝日町      菅井　智樹　３      ｽｶﾞｲ ﾄﾓｷ            朝　日・朝日中        
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大会記録          48:11  　米沢市　（山形）  　    第４回 2009.8.2

総合成績

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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

    1     7     48:21 上山市      
            

加藤　文胡　３      
ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             
上山南中            
(  1)    11:16
(  1)    11:16

佐藤　璃奈　６      
ｻﾄｳ ﾘﾅ              
上山南小            
(  3)    07:12
(  1)    18:28

佐藤　璃歩　３      
ｻﾄｳ ﾘﾎ              
上山南中            
(  4)    11:29
(  1)    29:57

齋野　泰葉　５      
ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             
上山南小            
(  3)    07:23
(  1)    37:20

鈴木　　彩　２      
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            
上山南中            
(  1)    11:01
(  1)    48:21

    2     4     49:31 酒田市      
            

三浦　万歩　２      
ﾐｳﾗ ﾏﾎ              
飛鳥中              
(  3)    11:40
(  3)    11:40

德田　　蒼　６      
ﾄｸﾀ ｱｵｲ             
泉小                
(  1)    07:04
(  2)    18:44

佐藤　咲希　３      
ｻﾄｳ ｻｷ              
飛鳥中              
(  1)    11:22
(  2)    30:06

三浦　あおい６      
ﾐｳﾗ ｱｵｲ             
松山小              
(  4)    07:36
(  2)    37:42

池田　有紗　２      
ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            
酒田一中            
(  9)    11:49
(  2)    49:31

    3     1     49:53 山形市      
            

石岡　夏乃　３      
ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            
山形十中            
(  7)    12:04
(  7)    12:04

武田　明日華６      
ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            
東沢小              
( 10)    07:42
(  7)    19:46

野本　千祥　２      
ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             
山形二中            
(  2)    11:25
(  4)    31:11

長沢　菜津未６      
ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           
山形六小            
(  5)    07:37
(  5)    38:48

川崎　美祈　３      
ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            
山形十中            
(  2)    11:05
(  3)    49:53

    4    51     50:25 秋田陸協    
            

畠山　翆葉　３      
ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           
比内中              
(  5)    11:49
(  5)    11:49

藤田　正由加６      
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            
綴子小              
(  1)    07:04
(  3)    18:53

成田　利奈　３      
ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              
鷹巣中              
(  5)    11:32
(  3)    30:25

福島　日和　６      
ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            
花輪小              
( 11)    07:49
(  3)    38:14

佐々木　悠紗２      
ｻｻｷ ﾕｳｻ             
十文字中            
( 11)    12:11
(  4)    50:25

    5     6     50:48 寒河江市    
            

郷野　莉沙　３      
ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             
陵西中              
(  6)    11:59
(  6)    11:59

額田　真衣　６      
ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             
柴橋小              
(  8)    07:39
(  6)    19:38

五十嵐　茜音１      
ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           
陵南中              
( 10)    11:53
(  5)    31:31

日塔　玲那　６      
ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            
寒河江小            
(  2)    07:15
(  4)    38:46

田中　沙織　３      
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             
陵南中              
( 10)    12:02
(  5)    50:48

    6     3     50:59 鶴岡市      
            

上野　文歌　１      
ｳｴﾉ ｱﾔｶ             
鶴岡一中            
( 20)    12:40
( 20)    12:40

山口　百合花６      
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           
朝暘三小            
(  6)    07:33
( 12)    20:13

清野　未鈴　１      
ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            
鶴岡四中            
(  3)    11:28
(  7)    31:41

長澤　星来　５      
ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           
朝暘六小            
(  6)    07:41
(  6)    39:22

丸山　紗彩　３      
ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            
鶴岡二中            
(  5)    11:37
(  6)    50:59

    7    52     51:12 秋田市      
            

山田　千夏　３      
ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            
城東中              
(  8)    12:06
(  8)    12:06

江畑　早彩　６      
ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            
川尻小              
( 19)    08:01
(  9)    20:07

伊藤　咲季　２      
ｲﾄｳ ｻｷ              
将軍野中            
(  6)    11:34
(  8)    31:41

清水　　舞　６      
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             
八橋小              
(  9)    07:44
(  7)    39:25

渡邊　里緒　２      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            
秋大附中            
(  8)    11:47
(  7)    51:12

    8    10     51:25 天童市      
            

鎌田　靖菜　３      
ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             
天童三中            
( 15)    12:36
( 15)    12:36

野崎　優果　６      
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            
天童中部小          
( 11)    07:44
( 15)    20:20

五十嵐　菜央３      
ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            
天童三中            
(  9)    11:46
( 12)    32:06

佐藤　未菜　６      
ｻﾄｳ ﾐﾅ              
長岡小              
( 12)    07:55
( 12)    40:01

清野　　陽　３      
ｾｲﾉ ｱｶﾘ             
天童四中            
(  4)    11:24
(  8)    51:25

    9     9     51:35 長井市      
            

飯澤　妃奈　３      
ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            
長井北中            
( 13)    12:31
( 13)    12:31

安達　富葵　５      
ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             
致芳小              
(  7)    07:37
( 10)    20:08

四釜　佑香　３      
ｼｶﾏ ﾕｶ              
長井南中            
(  7)    11:40
( 10)    31:48

近野　桃花　５      
ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             
豊田小              
( 14)    08:09
( 11)    39:57

小笠原　奈々３      
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           
長井南中            
(  6)    11:38
(  9)    51:35

   10     2     51:35 米沢市      
            

遠藤　花琳　３      
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           
米沢三中            
( 10)    12:19
( 10)    12:19

長沼　明音　５      
ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           
北部小              
(  5)    07:32
(  8)    19:51

西京　笑里　１      
ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            
米沢五中            
( 12)    12:10
( 11)    32:01

情野　　櫻　５      
ｾｲﾉ ｻｸﾗ             
西部小              
( 18)    08:13
( 13)    40:14

辻　　佑妃　２      
ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             
米沢一中            
(  3)    11:21
( 10)    51:35

   11    11     52:09 東根市      
            

梅津　干布　２      
ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            
東根二中            
( 19)    12:40
( 19)    12:40

金村　真帆　６      
ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             
長瀞小              
( 13)    07:49
( 16)    20:29

早坂　愛理　３      
ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            
神町中              
(  8)    11:43
( 13)    32:12

早坂　基生　５      
ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            
神町小              
( 18)    08:13
( 15)    40:25

矢口　こはる２      
ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            
東根一中            
(  7)    11:44
( 11)    52:09

   12    35     52:24 遊佐町      
            

佐藤　芽吹　２      
ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            
遊佐中              
(  4)    11:41
(  4)    11:41

佐藤　香里　６      
ｻﾄｳ ｶｵﾘ             
遊佐小              
( 17)    07:57
(  5)    19:38

佐藤　悠里　２      
ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             
遊佐中              
( 11)    12:01
(  6)    31:39

小野寺　紗希５      
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            
遊佐小              
( 10)    07:47
(  8)    39:26

坪池　奈津　２      
ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            
遊佐中              
( 20)    12:58
( 12)    52:24

   13     5     52:41 新庄市      
            

石川　涼音　２      
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           
日新中              
(  2)    11:35
(  2)    11:35

早坂　珠実　５      
ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            
新庄小              
( 14)    07:52
(  4)    19:27

佐藤　咲希　３      
ｻﾄｳ ｻｷ              
萩野中              
( 13)    12:19
(  9)    31:46

本間　優芽　６      
ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              
日新小              
( 13)    08:06
(  9)    39:52

星川　瑞希　３      
ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           
萩野中              
( 16)    12:49
( 13)    52:41

   14    12     52:50 尾花沢市    
            

原田　桃香　３      
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            
常盤中              
( 21)    12:42
( 21)    12:42

高橋　侑愛　５      
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             
尾花沢小            
(  4)    07:27
( 11)    20:09

五十嵐　萌　２      
ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            
常盤中              
( 22)    12:39
( 15)    32:48

武田　千捺　５      
ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            
尾花沢小            
(  1) *  07:08
( 10)    39:56

西尾　千咲　１      
ﾆｼｵ ﾁｻ              
尾花沢中            
( 18)    12:54
( 14)    52:50

   15    16     53:41 河北町      
            

五十嵐　梨菜１      
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            
河北中              
(  9)    12:11
(  9)    12:11

渡邉　宏佳　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           
北谷地小            
( 23)    08:06
( 13)    20:17

矢作　美幸　１      
ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            
河北中              
( 13)    12:19
( 14)    32:36

片倉　祐香　６      
ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             
谷地中部小          
(  7)    07:42
( 14)    40:18

中村　帆乃花３      
ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            
河北中              
( 25)    13:23
( 15)    53:41

   16    29     54:20 川西町      
            

大河原　綾乃３      
ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           
川西中              
( 12)    12:25
( 12)    12:25

小林　萌夏　６      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           
小松小              
( 15)    07:53
( 14)    20:18

菊地　真琴　３      
ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             
川西中              
( 24)    12:47
( 16)    33:05

長澤　日桜里４      
ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           
中郡小              
( 21)    08:25
( 16)    41:30

大河原　千聖３      
ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           
川西中              
( 17)    12:50
( 16)    54:20

   17    20     54:35 大石田町    
            

阿部　有紗　２      
ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             
大石田中            
( 27)    13:14
( 27)    13:14

小玉　　雅　６      
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           
大石田南小          
( 24)    08:08
( 27)    21:22

小玉　奈々　２      
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             
大石田中            
( 16)    12:20
( 21)    33:42

小玉　美奈　５      
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             
大石田南小          
( 20)    08:21
( 19)    42:03

西村　優花　２      
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             
大石田中            
( 14)    12:32
( 17)    54:35

   18    31     54:44 白鷹町      
            

広川　夕季　３      
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            
白鷹東中            
( 25)    13:04
( 25)    13:04

青木　菜々　６      
ｱｵｷ ﾅﾅ              
荒砥小              
( 20)    08:02
( 23)    21:06

大滝　碧菜　３      
ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            
白鷹西中            
( 19)    12:29
( 19)    33:35

芳賀　美優花５      
ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             
鮎貝小              
( 17)    08:12
( 18)    41:47

橋本　美穂　３      
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             
白鷹東中            
( 19)    12:57
( 18)    54:44

   19    15     55:02 中山町      
            

堀　有咲美　３      
ﾎﾘ ｱｻﾐ              
中山中              
( 18)    12:39
( 18)    12:39

萩原　実久　６      
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            
長崎小              
( 26)    08:23
( 20)    21:02

伊藤　有希　２      
ｲﾄｳ ﾕｷ              
中山中              
( 20)    12:30
( 18)    33:32

海野　菜桜　５      
ｳﾝﾉ ﾅｵ              
豊田小              
( 16)    08:11
( 17)    41:43

神尾　菜摘　３      
ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             
中山中              
( 24)    13:19
( 19)    55:02

   20    27     55:11 戸沢村      
            

佐藤　朱音　３      
ｻﾄｳ ｱｶﾈ             
戸沢中              
( 11)    12:21
( 11)    12:21

中村　瑠奈　５      
ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             
古口小              
( 29)    08:35
( 18)    20:56

齋藤　詩織　２      
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            
角川中              
( 28)    13:01
( 24)    33:57

八鍬　夏乃　６      
ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             
神田小              
( 30)    09:00
( 24)    42:57

大山　佳菜子２      
ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            
角川中              
( 12)    12:14
( 20)    55:11

*…区間新記録



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

第２区      
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第３区      
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第５区      
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   21    26     55:21 鮭川村      
            

八鍬　あゆみ３      
ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             
鮭川中              
( 29)    13:22
( 29)    13:22

黒坂　汐里　６      
ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            
鮭川小              
( 18)    07:59
( 25)    21:21

中川　美月　２      
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          
鮭川中              
( 13)    12:19
( 20)    33:40

早坂　礼美　６      
ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             
鮭川小              
( 24)    08:40
( 21)    42:20

三浦　咲稀　３      
ﾐｳﾗ ｻｷ              
鮭川中              
( 21)    13:01
( 21)    55:21

   22    34     55:33 庄内町      
            

兼古　　杏　３      
ｶﾈｺ ｷｮｳ             
余目中              
( 24)    12:55
( 24)    12:55

富樫　沙樹　６      
ﾄｶﾞｼ ｻｷ             
立川小              
( 32)    09:01
( 30)    21:56

池田　成紗　３      
ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            
余目中              
( 18)    12:25
( 27)    34:21

大滝　彩未　６      
ｵｵﾀｷ ｱﾐ             
余目三小            
( 28)    08:51
( 27)    43:12

佐藤　　凛　１      
ｻﾄｳ ﾘﾝ              
余目中              
( 13)    12:21
( 22)    55:33

   23    13     55:41 南陽市      
            

樋口　亜沙美１      
ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            
赤湯中              
( 22)    12:43
( 22)    12:43

渡部　有未　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            
梨郷小              
( 21)    08:05
( 17)    20:48

佐藤　瑞希　３      
ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            
沖郷中              
( 31)    13:14
( 25)    34:02

佐藤　由唯　６      
ｻﾄｳ ﾕｲ              
赤湯小              
( 14)    08:09
( 20)    42:11

渡部　日奈乃２      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           
宮内中              
( 27)    13:30
( 23)    55:41

   24    21     55:45 金山町      
            

柴田　玲奈　２      
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            
金山中              
( 32)    13:54
( 32)    13:54

柴田　明日香５      
ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            
有屋小              
( 12)    07:47
( 28)    21:41

柴田　　裕　１      
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             
金山中              
( 28)    13:01
( 28)    34:42

柴田　くるみ６      
ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            
金山小              
( 22)    08:28
( 26)    43:10

高橋　侑亜　３      
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             
金山中              
( 15)    12:35
( 24)    55:45

   25    28     55:52 高畠町      
            

髙橋　あやか１      
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            
高畠四中            
( 31)    13:25
( 31)    13:25

栁澤　花梨　６      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          
糠野目小            
(  8)    07:39
( 22)    21:04

大河原かなみ２      
ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           
高畠一中            
( 34)    13:55
( 30)    34:59

安部　日和　６      
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             
糠野目小            
(  7)    07:42
( 23)    42:41

鹿場　聖礼　２      
ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            
高畠一中            
( 23)    13:11
( 25)    55:52

   26    30     56:22 小国町      
            

安部　あずさ３      
ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            
小国中              
( 23)    12:45
( 23)    12:45

金　奈々美　５      
ｺﾝ ﾅﾅﾐ              
沖庭小              
( 31)    08:37
( 26)    21:22

二村　綾華　１      
ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            
小国中              
( 17)    12:23
( 22)    33:45

伊藤　麻樹　６      
ｲﾄｳ ﾏｷ              
小国小              
( 23)    08:35
( 22)    42:20

阿部　愛美　２      
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             
小国中              
( 31)    14:02
( 26)    56:22

   27     8     56:51 村山市      
            

細矢　和花　３      
ﾎｿﾔ ﾜｶ              
葉山中              
( 14)    12:32
( 14)    12:32

永岡　紅杏　６      
ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           
袖崎小              
( 27)    08:31
( 21)    21:03

清水　理沙　１      
ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             
楯岡中              
( 25)    12:48
( 23)    33:51

西山　彩朱里５      
ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           
楯岡小              
( 32)    09:21
( 28)    43:12

高橋　　咲　２      
ﾀｶﾊｼ ｻｷ             
葉山中              
( 28)    13:39
( 27)    56:51

   28    24     56:56 真室川町    
            

五十嵐　美鈴２      
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          
真室川中            
( 17)    12:38
( 17)    12:38

池添　世菜　６      
ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            
真室川小            
( 25)    08:20
( 19)    20:58

梁瀬　麻歩　３      
ﾔﾅｾ ﾏﾎ              
真室川中            
( 21)    12:33
( 17)    33:31

髙橋　美衣菜５      
ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            
真室川小            
( 34)    09:35
( 25)    43:06

斎藤　ひかる３      
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            
真室川中            
( 29)    13:50
( 28)    56:56

   29    19     57:03 大江町      
            

富樫　風香　３      
ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            
大江中              
( 26)    13:13
( 26)    13:13

横山　琉生　６      
ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             
本郷西小            
( 30)    08:36
( 29)    21:49

阿部　海悠　２      
ｱﾍﾞ ﾐﾕ              
大江中              
( 26)    12:56
( 29)    34:45

髙橋　凜奈　５      
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            
本郷西小            
( 28)    08:51
( 30)    43:36

金山　奈央　３      
ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             
大江中              
( 26)    13:27
( 29)    57:03

   30    23     58:02 舟形町      
            

渡邉　祐未　３      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            
舟形中              
( 30)    13:23
( 30)    13:23

伊藤　歩美　６      
ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             
舟形小              
( 16)    07:54
( 24)    21:17

尾形　安芸　３      
ｵｶﾞﾀ ｱｷ             
舟形中              
( 27)    12:58
( 26)    34:15

沼澤　巴南　６      
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            
舟形小              
( 31)    09:03
( 29)    43:18

髙橋　瑞希　３      
ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           
舟形中              
( 34)    14:44
( 30)    58:02

   31    14     59:47 山辺町      
            

齋藤　光恵　１      
ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            
山辺中              
( 34)    15:08
( 34)    15:08

小池　綾音　６      
ｺｲｹ ｱﾔﾈ             
相模小              
( 21)    08:05
( 32)    23:13

川瀬　瑞貴　３      
ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            
作谷沢中            
( 35)    14:01
( 33)    37:14

武田　麗音　６      
ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            
大寺小              
( 25)    08:42
( 32)    45:56

後藤　萌花　３      
ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            
山辺中              
( 30)    13:51
( 31)    59:47

   32    25   1:00:28 大蔵村      
            

矢口　真帆　２      
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             
大蔵中              
( 28)    13:22
( 28)    13:22

早坂　　綾　６      
ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            
大蔵小              
( 33)    09:02
( 31)    22:24

加藤　　綾　２      
ｶﾄｳ ｱﾔ              
大蔵中              
( 30)    13:11
( 31)    35:35

高山　みのり５      
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            
大蔵小              
( 33)    09:32
( 31)    45:07

佐藤　真生　１      
ｻﾄｳ ﾏｵ              
大蔵中              
( 35)    15:21
( 32)  1:00:28

   33    32   1:00:47 飯豊町      
            

舟山　莉央　２      
ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             
飯豊中              
( 33)    14:47
( 33)    14:47

安部　瑠奈　６      
ｱﾍﾞ ﾙﾅ              
飯豊一小            
( 34)    09:19
( 34)    24:06

大橋　絵梨花２      
ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            
飯豊中              
( 32)    13:22
( 34)    37:28

小川　りさ　５      
ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             
飯豊二小            
( 27)    08:50
( 33)    46:18

髙橋　寿奈　１      
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           
飯豊中              
( 32)    14:29
( 33)  1:00:47

   34    17   1:01:03 西川町      
            

鈴木　佐紀　３      
ｽｽﾞｷ ｻｷ             
西川中              
( 35)    15:43
( 35)    15:43

土田　寧々　６      
ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             
睦合小              
( 28)    08:34
( 35)    24:17

奥山　沙紀　２      
ｵｸﾔﾏ ｻｷ             
西川中              
( 33)    13:26
( 35)    37:43

吉見　碧梨　６      
ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            
西山小              
( 26)    08:49
( 34)    46:32

吉見　桃衣　３      
ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             
西川中              
( 33)    14:31
( 34)  1:01:03

   35    18   1:01:14 朝日町      
            

白田　恵里華３      
ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             
朝日中              
( 16)    12:37
( 16)    12:37

布施　美咲　５      
ﾌｾ ﾐｻｷ              
宮宿小              
( 35)    10:39
( 33)    23:16

安藤　絵里香３      
ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           
朝日中              
( 23)    12:43
( 32)    35:59

小松　花奈　５      
ｺﾏﾂ ｶﾅ              
宮宿小              
( 35)    12:12
( 35)    48:11

清水　ありさ２      
ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            
朝日中              
( 22)    13:03
( 35)  1:01:14
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最上町      
            

木田　弥希　３      
ｷﾀﾞ ﾐｷ              
最上中              

    

下山　華奈　５      
ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ             
向町小              

    

堀江　如来　３      
ﾎﾘｴ ﾕｷﾅ             
最上中              

    

阿部　那緒　６      
ｱﾍﾞ ﾅｵ              
大堀小              

    

保科　裕華　１      
ﾎｼﾅ ﾕｳｶ             
最上中              

    

小林　文香       
米沢五中 4th     

  11:09

高橋彩花･古瀬綾菜
三上優香         

  07:01

高橋　彩花       
白鷹東中 3rd     

  10:39

千葉　ゆみ       
尾花沢小 2nd     

  07:10

梅津　春香       
米沢二中 5th     

  10:45

凡例: DNS:欠    場



第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第１区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１１：０９　小林　文香　　　米沢・米沢五中　（第４回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 7 11:16 上山市 加藤 文胡 ３ ｶﾄｳ ﾌﾐｺ 上 山 上山南中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
12 29 12:25 川西町 大河原 綾乃３ ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ 川 西 川西中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   12    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   13     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   14     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   15    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   16    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   17    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   18    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   19    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   20     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   21    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   22    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
23 30 12 45 小国町 安部 あずさ３ ｱ ﾞ ｱ ﾞｻ 小 国 小国中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   12    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   13     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   14     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   15    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   16    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   17    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   18    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   19    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   20     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   21    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   22    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   23    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   24    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   25    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   26    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   27    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   28    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   29    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   30    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   31    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   32    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   33    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        

山 町 齋藤 光恵 ｻｲﾄｳ ﾂ 山 山 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   12    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   13     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   14     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   15    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   16    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   17    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   18    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   19    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   20     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   21    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   22    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   23    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   24    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   25    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   26    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   27    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   28    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   29    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   30    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   31    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   32    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   33    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   34    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   35    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   12    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   13     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   14     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   15    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   16    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   17    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   18    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   19    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   20     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   21    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   22    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   23    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   24    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   25    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   26    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   27    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   28    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   29    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   30    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   31    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   32    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   33    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   34    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   35    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   12    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   13     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   14     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   15    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   16    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   17    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   18    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   19    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   20     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   21    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   22    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   23    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   24    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   25    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   26    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   27    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   28    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   29    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   30    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   31    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   32    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   33    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   34    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   35    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5    51   11:49 秋田陸協    畠山　翆葉　３      ﾊﾀｹﾔﾏ ｽｲﾊ           秋　田・比内中        
    6     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    7     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    8    52   12:06 秋田市      山田　千夏　３      ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ            秋　田・城東中        
    9    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
   10     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
   11    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   12    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   13     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   14     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   15    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   16    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   17    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   18    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   19    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   20     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   21    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   22    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   23    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   24    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   25    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   26    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   27    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   28    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   29    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   30    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   31    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   32    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   33    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   34    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   35    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第２区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　７：０１　高橋　彩花　　　白鷹・東根小　　（第２回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　古瀬　絢菜　　　尾花沢・尾花沢小（第３回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　三上　優香　　　秋田・鷹巣小　　（第５回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
8 28 07:39 高畠町 栁澤 花梨 ６ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ 高 畠・糠野目小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    8    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
   10     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   11    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   12    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   13    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   14     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   15    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   16    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   17    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   18    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   19    52   08:01 秋田市      江畑　早彩　６      ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            秋　田・川尻小        
20 31 08:02 白鷹町 青木 菜々 ６ ｱｵｷ ﾅﾅ 白 鷹・荒砥小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    8    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
   10     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   11    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   12    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   13    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   14     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   15    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   16    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   17    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   18    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   19    52   08:01 秋田市      江畑　早彩　６      ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            秋　田・川尻小        
   20    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   21    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   21    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   23    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   24    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   25    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   26    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   27     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   28    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   29    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   30    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
31 30 08:37 小国町 金 奈々美 ５ ｺﾝ ﾅﾅﾐ 小 国 沖庭小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    8    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
   10     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   11    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   12    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   13    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   14     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   15    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   16    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   17    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   18    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   19    52   08:01 秋田市      江畑　早彩　６      ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            秋　田・川尻小        
   20    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   21    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   21    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   23    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   24    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   25    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   26    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   27     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   28    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   29    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   30    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   31    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   32    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   33    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   34    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   35    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    8    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
   10     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   11    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   12    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   13    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   14     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   15    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   16    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   17    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   18    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   19    52   08:01 秋田市      江畑　早彩　６      ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            秋　田・川尻小        
   20    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   21    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   21    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   23    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   24    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   25    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   26    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   27     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   28    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   29    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   30    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   31    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   32    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   33    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   34    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   35    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    8    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
   10     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   11    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   12    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   13    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   14     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   15    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   16    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   17    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   18    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   19    52   08:01 秋田市      江畑　早彩　６      ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            秋　田・川尻小        
   20    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   21    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   21    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   23    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   24    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   25    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   26    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   27     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   28    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   29    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   30    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   31    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   32    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   33    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   34    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   35    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    1    51   07:04 秋田陸協    藤田　正由加６      ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕｶ            秋　田・綴子小        
    3     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    4    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    5     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    6     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    7     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    8     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    8    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
   10     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   11    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   12    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   13    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   14     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   15    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   16    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   17    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   18    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   19    52   08:01 秋田市      江畑　早彩　６      ｴﾊﾞﾀ ｻｱﾔ            秋　田・川尻小        
   20    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   21    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   21    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   23    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   24    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   25    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   26    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   27     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   28    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   29    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   30    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   31    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   32    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   33    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   34    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   35    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第３区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１０：３９　高橋　彩花　　　白鷹・白鷹東中　（第３回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 4 11:22 酒田市 佐藤 咲希 ３ ｻﾄｳ ｻｷ 酒 田 飛鳥中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
12 2 12:10 米沢市 西京 笑里 １ ｻｲｷ ｳ ｴﾘ 米 沢 米沢五中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   12     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   13     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   13    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   13    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   16    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   17    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   18    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   19    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   20    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   21    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   22    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
23 18 12 43 朝日町 安藤 絵里香３ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 朝 日 朝日中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   12     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   13     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   13    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   13    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   16    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   17    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   18    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   19    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   20    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   21    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   22    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   23    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   24    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   25     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   26    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   27    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   28    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   28    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   30    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   31    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   32    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   33    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        

高畠町 大河原かなみ ｵｵｶ ﾗ ｶﾅ 高 畠 高畠 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   12     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   13     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   13    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   13    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   16    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   17    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   18    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   19    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   20    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   21    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   22    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   23    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   24    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   25     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   26    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   27    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   28    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   28    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   30    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   31    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   32    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   33    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   34    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   35    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   12     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   13     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   13    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   13    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   16    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   17    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   18    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   19    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   20    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   21    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   22    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   23    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   24    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   25     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   26    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   27    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   28    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   28    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   30    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   31    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   32    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   33    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   34    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   35    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   12     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   13     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   13    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   13    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   16    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   17    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   18    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   19    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   20    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   21    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   22    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   23    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   24    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   25     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   26    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   27    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   28    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   28    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   30    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   31    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   32    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   33    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   34    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   35    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5    51   11:32 秋田陸協    成田　利奈　３      ﾅﾘﾀ ﾘﾅ              秋　田・鷹巣中        
    6    52   11:34 秋田市      伊藤　咲季　２      ｲﾄｳ ｻｷ              秋　田・将軍野中      
    7     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    8    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    9    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
   10     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
   11    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   12     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   13     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   13    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   13    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   16    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   17    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   18    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   19    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   20    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   21    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   22    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   23    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   24    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   25     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   26    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   27    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   28    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   28    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   30    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   31    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   32    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   33    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   34    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   35    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第４区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　７：１０　千葉　ゆみ　　　尾花沢・尾花沢小（第２回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----

花 市 捺 ﾞ 花 花

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和 ６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋 田・花輪小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和　６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋　田・花輪小        
   12    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   13     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   14     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   14    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   16    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   17    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   18     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   18    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   20    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   21    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   22    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金 山・金山小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和　６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋　田・花輪小        
   12    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   13     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   14     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   14    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   16    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   17    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   18     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   18    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   20    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   21    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   22    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   23    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   24    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   25    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   26    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   27    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   28    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   28    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   30    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   31    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   32     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
33 25 09:32 大蔵村 高山 みのり５ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ 大 蔵・大蔵小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和　６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋　田・花輪小        
   12    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   13     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   14     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   14    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   16    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   17    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   18     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   18    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   20    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   21    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   22    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   23    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   24    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   25    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   26    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   27    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   28    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   28    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   30    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   31    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   32     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   33    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   34    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   35    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和　６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋　田・花輪小        
   12    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   13     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   14     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   14    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   16    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   17    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   18     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   18    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   20    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   21    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   22    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   23    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   24    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   25    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   26    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   27    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   28    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   28    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   30    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   31    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   32     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   33    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   34    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   35    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和　６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋　田・花輪小        
   12    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   13     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   14     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   14    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   16    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   17    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   18     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   18    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   20    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   21    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   22    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   23    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   24    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   25    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   26    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   27    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   28    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   28    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   30    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   31    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   32     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   33    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   34    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   35    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    52   07:44 秋田市      清水　　舞　６      ｼﾐｽﾞ ﾏｲ             秋　田・八橋小        
   10    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   11    51   07:49 秋田陸協    福島　日和　６      ﾌｸｼﾏ ﾋﾖﾘ            秋　田・花輪小        
   12    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   13     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   14     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   14    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   16    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   17    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   18     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   18    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   20    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   21    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   22    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   23    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   24    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   25    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   26    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   27    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   28    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   28    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   30    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   31    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   32     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   33    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   34    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   35    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

凡例: NSR:区間新記録



　第６回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第５区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１０：４５　梅津　春香　　　米沢・米沢二中　（第５回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
11 51 12:11 秋田陸協 佐々木 悠紗２ ｻｻｷ ﾕｳｻ 秋 田・十文字中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   11    51   12:11 秋田陸協    佐々木　悠紗２      ｻｻｷ ﾕｳｻ             秋　田・十文字中      
   12    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   13    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   14    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   15    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   16     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   17    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   18    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   19    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   20    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   21    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
22 18 13:03 朝日町 清水 ありさ２ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 朝 日・朝日中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   11    51   12:11 秋田陸協    佐々木　悠紗２      ｻｻｷ ﾕｳｻ             秋　田・十文字中      
   12    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   13    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   14    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   15    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   16     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   17    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   18    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   19    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   20    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   21    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   22    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   23    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   24    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   25    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   26    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   27    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   28     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   29    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   30    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   31    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   32    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
33 17 14:31 西川町 吉見 桃衣 ３ ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ 西 川・西川中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   11    51   12:11 秋田陸協    佐々木　悠紗２      ｻｻｷ ﾕｳｻ             秋　田・十文字中      
   12    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   13    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   14    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   15    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   16     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   17    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   18    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   19    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   20    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   21    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   22    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   23    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   24    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   25    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   26    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   27    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   28     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   29    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   30    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   31    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   32    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   33    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   34    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   35    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   11    51   12:11 秋田陸協    佐々木　悠紗２      ｻｻｷ ﾕｳｻ             秋　田・十文字中      
   12    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   13    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   14    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   15    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   16     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   17    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   18    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   19    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   20    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   21    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   22    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   23    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   24    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   25    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   26    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   27    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   28     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   29    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   30    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   31    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   32    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   33    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   34    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   35    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   11    51   12:11 秋田陸協    佐々木　悠紗２      ｻｻｷ ﾕｳｻ             秋　田・十文字中      
   12    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   13    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   14    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   15    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   16     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   17    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   18    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   19    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   20    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   21    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   22    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   23    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   24    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   25    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   26    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   27    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   28     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   29    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   30    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   31    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   32    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   33    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   34    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   35    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8    52   11:47 秋田市      渡邊　里緒　２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ            秋　田・秋大附中      
    9     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
   10     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   11    51   12:11 秋田陸協    佐々木　悠紗２      ｻｻｷ ﾕｳｻ             秋　田・十文字中      
   12    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   13    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   14    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   15    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   16     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   17    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   18    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   19    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   20    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   21    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   22    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   23    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   24    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   25    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   26    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   27    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   28     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   29    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   30    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   31    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   32    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   33    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   34    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   35    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        



女子 県内  ジュニア駅伝女子県内大会 2011年 8月 7日 12時30分 スタート
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総合成績

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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

    1     7     48:21 上山市      
            

加藤　文胡　３      
ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             
上山南中            
(  1)    11:16
(  1)    11:16

佐藤　璃奈　６      
ｻﾄｳ ﾘﾅ              
上山南小            
(  2)    07:12
(  1)    18:28

佐藤　璃歩　３      
ｻﾄｳ ﾘﾎ              
上山南中            
(  4)    11:29
(  1)    29:57

齋野　泰葉　５      
ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             
上山南小            
(  3)    07:23
(  1)    37:20

鈴木　　彩　２      
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            
上山南中            
(  1)    11:01
(  1)    48:21

    2     4     49:31 酒田市      
            

三浦　万歩　２      
ﾐｳﾗ ﾏﾎ              
飛鳥中              
(  3)    11:40
(  3)    11:40

德田　　蒼　６      
ﾄｸﾀ ｱｵｲ             
泉小                
(  1)    07:04
(  2)    18:44

佐藤　咲希　３      
ｻﾄｳ ｻｷ              
飛鳥中              
(  1)    11:22
(  2)    30:06

三浦　あおい６      
ﾐｳﾗ ｱｵｲ             
松山小              
(  4)    07:36
(  2)    37:42

池田　有紗　２      
ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            
酒田一中            
(  8)    11:49
(  2)    49:31

    3     1     49:53 山形市      
            

石岡　夏乃　３      
ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            
山形十中            
(  6)    12:04
(  6)    12:04

武田　明日華６      
ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            
東沢小              
(  9)    07:42
(  6)    19:46

野本　千祥　２      
ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             
山形二中            
(  2)    11:25
(  3)    31:11

長沢　菜津未６      
ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           
山形六小            
(  5)    07:37
(  4)    38:48

川崎　美祈　３      
ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            
山形十中            
(  2)    11:05
(  3)    49:53

    4     6     50:48 寒河江市    
            

郷野　莉沙　３      
ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             
陵西中              
(  5)    11:59
(  5)    11:59

額田　真衣　６      
ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             
柴橋小              
(  7)    07:39
(  5)    19:38

五十嵐　茜音１      
ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           
陵南中              
(  8)    11:53
(  4)    31:31

日塔　玲那　６      
ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            
寒河江小            
(  2)    07:15
(  3)    38:46

田中　沙織　３      
ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             
陵南中              
(  9)    12:02
(  4)    50:48

    5     3     50:59 鶴岡市      
            

上野　文歌　１      
ｳｴﾉ ｱﾔｶ             
鶴岡一中            
( 18)    12:40
( 18)    12:40

山口　百合花６      
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           
朝暘三小            
(  5)    07:33
( 10)    20:13

清野　未鈴　１      
ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            
鶴岡四中            
(  3)    11:28
(  6)    31:41

長澤　星来　５      
ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           
朝暘六小            
(  6)    07:41
(  5)    39:22

丸山　紗彩　３      
ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            
鶴岡二中            
(  5)    11:37
(  5)    50:59

    6    10     51:25 天童市      
            

鎌田　靖菜　３      
ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             
天童三中            
( 13)    12:36
( 13)    12:36

野崎　優果　６      
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            
天童中部小          
( 10)    07:44
( 13)    20:20

五十嵐　菜央３      
ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            
天童三中            
(  7)    11:46
( 10)    32:06

佐藤　未菜　６      
ｻﾄｳ ﾐﾅ              
長岡小              
( 10)    07:55
( 10)    40:01

清野　　陽　３      
ｾｲﾉ ｱｶﾘ             
天童四中            
(  4)    11:24
(  6)    51:25

    7     9     51:35 長井市      
            

飯澤　妃奈　３      
ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            
長井北中            
( 11)    12:31
( 11)    12:31

安達　富葵　５      
ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             
致芳小              
(  6)    07:37
(  8)    20:08

四釜　佑香　３      
ｼｶﾏ ﾕｶ              
長井南中            
(  5)    11:40
(  8)    31:48

近野　桃花　５      
ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             
豊田小              
( 12)    08:09
(  9)    39:57

小笠原　奈々３      
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           
長井南中            
(  6)    11:38
(  7)    51:35

    8     2     51:35 米沢市      
            

遠藤　花琳　３      
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           
米沢三中            
(  8)    12:19
(  8)    12:19

長沼　明音　５      
ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           
北部小              
(  4)    07:32
(  7)    19:51

西京　笑里　１      
ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            
米沢五中            
( 10)    12:10
(  9)    32:01

情野　　櫻　５      
ｾｲﾉ ｻｸﾗ             
西部小              
( 16)    08:13
( 11)    40:14

辻　　佑妃　２      
ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             
米沢一中            
(  3)    11:21
(  8)    51:35

    9    11     52:09 東根市      
            

梅津　干布　２      
ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            
東根二中            
( 17)    12:40
( 17)    12:40

金村　真帆　６      
ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             
長瀞小              
( 12)    07:49
( 14)    20:29

早坂　愛理　３      
ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            
神町中              
(  6)    11:43
( 11)    32:12

早坂　基生　５      
ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            
神町小              
( 16)    08:13
( 13)    40:25

矢口　こはる２      
ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            
東根一中            
(  7)    11:44
(  9)    52:09

   10    35     52:24 遊佐町      
            

佐藤　芽吹　２      
ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            
遊佐中              
(  4)    11:41
(  4)    11:41

佐藤　香里　６      
ｻﾄｳ ｶｵﾘ             
遊佐小              
( 16)    07:57
(  4)    19:38

佐藤　悠里　２      
ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             
遊佐中              
(  9)    12:01
(  5)    31:39

小野寺　紗希５      
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            
遊佐小              
(  9)    07:47
(  6)    39:26

坪池　奈津　２      
ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            
遊佐中              
( 18)    12:58
( 10)    52:24

   11     5     52:41 新庄市      
            

石川　涼音　２      
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           
日新中              
(  2)    11:35
(  2)    11:35

早坂　珠実　５      
ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            
新庄小              
( 13)    07:52
(  3)    19:27

佐藤　咲希　３      
ｻﾄｳ ｻｷ              
萩野中              
( 11)    12:19
(  7)    31:46

本間　優芽　６      
ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              
日新小              
( 11)    08:06
(  7)    39:52

星川　瑞希　３      
ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           
萩野中              
( 14)    12:49
( 11)    52:41

   12    12     52:50 尾花沢市    
            

原田　桃香　３      
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            
常盤中              
( 19)    12:42
( 19)    12:42

高橋　侑愛　５      
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             
尾花沢小            
(  3)    07:27
(  9)    20:09

五十嵐　萌　２      
ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            
常盤中              
( 20)    12:39
( 13)    32:48

武田　千捺　５      
ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            
尾花沢小            
(  1) *  07:08
(  8)    39:56

西尾　千咲　１      
ﾆｼｵ ﾁｻ              
尾花沢中            
( 16)    12:54
( 12)    52:50

   13    16     53:41 河北町      
            

五十嵐　梨菜１      
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            
河北中              
(  7)    12:11
(  7)    12:11

渡邉　宏佳　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           
北谷地小            
( 21)    08:06
( 11)    20:17

矢作　美幸　１      
ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            
河北中              
( 11)    12:19
( 12)    32:36

片倉　祐香　６      
ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             
谷地中部小          
(  7)    07:42
( 12)    40:18

中村　帆乃花３      
ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            
河北中              
( 23)    13:23
( 13)    53:41

   14    29     54:20 川西町      
            

大河原　綾乃３      
ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           
川西中              
( 10)    12:25
( 10)    12:25

小林　萌夏　６      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           
小松小              
( 14)    07:53
( 12)    20:18

菊地　真琴　３      
ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             
川西中              
( 22)    12:47
( 14)    33:05

長澤　日桜里４      
ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           
中郡小              
( 19)    08:25
( 14)    41:30

大河原　千聖３      
ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           
川西中              
( 15)    12:50
( 14)    54:20

   15    20     54:35 大石田町    
            

阿部　有紗　２      
ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             
大石田中            
( 25)    13:14
( 25)    13:14

小玉　　雅　６      
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           
大石田南小          
( 22)    08:08
( 25)    21:22

小玉　奈々　２      
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             
大石田中            
( 14)    12:20
( 19)    33:42

小玉　美奈　５      
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             
大石田南小          
( 18)    08:21
( 17)    42:03

西村　優花　２      
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             
大石田中            
( 12)    12:32
( 15)    54:35

   16    31     54:44 白鷹町      
            

広川　夕季　３      
ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            
白鷹東中            
( 23)    13:04
( 23)    13:04

青木　菜々　６      
ｱｵｷ ﾅﾅ              
荒砥小              
( 18)    08:02
( 21)    21:06

大滝　碧菜　３      
ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            
白鷹西中            
( 17)    12:29
( 17)    33:35

芳賀　美優花５      
ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             
鮎貝小              
( 15)    08:12
( 16)    41:47

橋本　美穂　３      
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             
白鷹東中            
( 17)    12:57
( 16)    54:44

   17    15     55:02 中山町      
            

堀　有咲美　３      
ﾎﾘ ｱｻﾐ              
中山中              
( 16)    12:39
( 16)    12:39

萩原　実久　６      
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            
長崎小              
( 24)    08:23
( 18)    21:02

伊藤　有希　２      
ｲﾄｳ ﾕｷ              
中山中              
( 18)    12:30
( 16)    33:32

海野　菜桜　５      
ｳﾝﾉ ﾅｵ              
豊田小              
( 14)    08:11
( 15)    41:43

神尾　菜摘　３      
ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             
中山中              
( 22)    13:19
( 17)    55:02

   18    27     55:11 戸沢村      
            

佐藤　朱音　３      
ｻﾄｳ ｱｶﾈ             
戸沢中              
(  9)    12:21
(  9)    12:21

中村　瑠奈　５      
ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             
古口小              
( 27)    08:35
( 16)    20:56

齋藤　詩織　２      
ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            
角川中              
( 26)    13:01
( 22)    33:57

八鍬　夏乃　６      
ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             
神田小              
( 28)    09:00
( 22)    42:57

大山　佳菜子２      
ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            
角川中              
( 10)    12:14
( 18)    55:11

   19    26     55:21 鮭川村      
            

八鍬　あゆみ３      
ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             
鮭川中              
( 27)    13:22
( 27)    13:22

黒坂　汐里　６      
ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            
鮭川小              
( 17)    07:59
( 23)    21:21

中川　美月　２      
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          
鮭川中              
( 11)    12:19
( 18)    33:40

早坂　礼美　６      
ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             
鮭川小              
( 22)    08:40
( 19)    42:20

三浦　咲稀　３      
ﾐｳﾗ ｻｷ              
鮭川中              
( 19)    13:01
( 19)    55:21

   20    34     55:33 庄内町      
            

兼古　　杏　３      
ｶﾈｺ ｷｮｳ             
余目中              
( 22)    12:55
( 22)    12:55

富樫　沙樹　６      
ﾄｶﾞｼ ｻｷ             
立川小              
( 30)    09:01
( 28)    21:56

池田　成紗　３      
ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            
余目中              
( 16)    12:25
( 25)    34:21

大滝　彩未　６      
ｵｵﾀｷ ｱﾐ             
余目三小            
( 26)    08:51
( 25)    43:12

佐藤　　凛　１      
ｻﾄｳ ﾘﾝ              
余目中              
( 11)    12:21
( 20)    55:33

*…区間新記録



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

第２区      
(1.9km)     

第３区      
(2.8km)     

第４区      
(1.9km)     

第５区      
(2.8km)     

   21    13     55:41 南陽市      
            

樋口　亜沙美１      
ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            
赤湯中              
( 20)    12:43
( 20)    12:43

渡部　有未　６      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            
梨郷小              
( 19)    08:05
( 15)    20:48

佐藤　瑞希　３      
ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            
沖郷中              
( 29)    13:14
( 23)    34:02

佐藤　由唯　６      
ｻﾄｳ ﾕｲ              
赤湯小              
( 12)    08:09
( 18)    42:11

渡部　日奈乃２      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           
宮内中              
( 25)    13:30
( 21)    55:41

   22    21     55:45 金山町      
            

柴田　玲奈　２      
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            
金山中              
( 30)    13:54
( 30)    13:54

柴田　明日香５      
ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            
有屋小              
( 11)    07:47
( 26)    21:41

柴田　　裕　１      
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             
金山中              
( 26)    13:01
( 26)    34:42

柴田　くるみ６      
ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            
金山小              
( 20)    08:28
( 24)    43:10

高橋　侑亜　３      
ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             
金山中              
( 13)    12:35
( 22)    55:45

   23    28     55:52 高畠町      
            

髙橋　あやか１      
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            
高畠四中            
( 29)    13:25
( 29)    13:25

栁澤　花梨　６      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          
糠野目小            
(  7)    07:39
( 20)    21:04

大河原かなみ２      
ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           
高畠一中            
( 32)    13:55
( 28)    34:59

安部　日和　６      
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             
糠野目小            
(  7)    07:42
( 21)    42:41

鹿場　聖礼　２      
ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            
高畠一中            
( 21)    13:11
( 23)    55:52

   24    30     56:22 小国町      
            

安部　あずさ３      
ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            
小国中              
( 21)    12:45
( 21)    12:45

金　奈々美　５      
ｺﾝ ﾅﾅﾐ              
沖庭小              
( 29)    08:37
( 24)    21:22

二村　綾華　１      
ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            
小国中              
( 15)    12:23
( 20)    33:45

伊藤　麻樹　６      
ｲﾄｳ ﾏｷ              
小国小              
( 21)    08:35
( 20)    42:20

阿部　愛美　２      
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             
小国中              
( 29)    14:02
( 24)    56:22

   25     8     56:51 村山市      
            

細矢　和花　３      
ﾎｿﾔ ﾜｶ              
葉山中              
( 12)    12:32
( 12)    12:32

永岡　紅杏　６      
ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           
袖崎小              
( 25)    08:31
( 19)    21:03

清水　理沙　１      
ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             
楯岡中              
( 23)    12:48
( 21)    33:51

西山　彩朱里５      
ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           
楯岡小              
( 30)    09:21
( 26)    43:12

高橋　　咲　２      
ﾀｶﾊｼ ｻｷ             
葉山中              
( 26)    13:39
( 25)    56:51

   26    24     56:56 真室川町    
            

五十嵐　美鈴２      
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          
真室川中            
( 15)    12:38
( 15)    12:38

池添　世菜　６      
ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            
真室川小            
( 23)    08:20
( 17)    20:58

梁瀬　麻歩　３      
ﾔﾅｾ ﾏﾎ              
真室川中            
( 19)    12:33
( 15)    33:31

髙橋　美衣菜５      
ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            
真室川小            
( 32)    09:35
( 23)    43:06

斎藤　ひかる３      
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            
真室川中            
( 27)    13:50
( 26)    56:56

   27    19     57:03 大江町      
            

富樫　風香　３      
ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            
大江中              
( 24)    13:13
( 24)    13:13

横山　琉生　６      
ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             
本郷西小            
( 28)    08:36
( 27)    21:49

阿部　海悠　２      
ｱﾍﾞ ﾐﾕ              
大江中              
( 24)    12:56
( 27)    34:45

髙橋　凜奈　５      
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            
本郷西小            
( 26)    08:51
( 28)    43:36

金山　奈央　３      
ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             
大江中              
( 24)    13:27
( 27)    57:03

   28    23     58:02 舟形町      
            

渡邉　祐未　３      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            
舟形中              
( 28)    13:23
( 28)    13:23

伊藤　歩美　６      
ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             
舟形小              
( 15)    07:54
( 22)    21:17

尾形　安芸　３      
ｵｶﾞﾀ ｱｷ             
舟形中              
( 25)    12:58
( 24)    34:15

沼澤　巴南　６      
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            
舟形小              
( 29)    09:03
( 27)    43:18

髙橋　瑞希　３      
ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           
舟形中              
( 32)    14:44
( 28)    58:02

   29    14     59:47 山辺町      
            

齋藤　光恵　１      
ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            
山辺中              
( 32)    15:08
( 32)    15:08

小池　綾音　６      
ｺｲｹ ｱﾔﾈ             
相模小              
( 19)    08:05
( 30)    23:13

川瀬　瑞貴　３      
ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            
作谷沢中            
( 33)    14:01
( 31)    37:14

武田　麗音　６      
ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            
大寺小              
( 23)    08:42
( 30)    45:56

後藤　萌花　３      
ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            
山辺中              
( 28)    13:51
( 29)    59:47

   30    25   1:00:28 大蔵村      
            

矢口　真帆　２      
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             
大蔵中              
( 26)    13:22
( 26)    13:22

早坂　　綾　６      
ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            
大蔵小              
( 31)    09:02
( 29)    22:24

加藤　　綾　２      
ｶﾄｳ ｱﾔ              
大蔵中              
( 28)    13:11
( 29)    35:35

高山　みのり５      
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            
大蔵小              
( 31)    09:32
( 29)    45:07

佐藤　真生　１      
ｻﾄｳ ﾏｵ              
大蔵中              
( 33)    15:21
( 30)  1:00:28

   31    32   1:00:47 飯豊町      
            

舟山　莉央　２      
ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             
飯豊中              
( 31)    14:47
( 31)    14:47

安部　瑠奈　６      
ｱﾍﾞ ﾙﾅ              
飯豊一小            
( 32)    09:19
( 32)    24:06

大橋　絵梨花２      
ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            
飯豊中              
( 30)    13:22
( 32)    37:28

小川　りさ　５      
ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             
飯豊二小            
( 25)    08:50
( 31)    46:18

髙橋　寿奈　１      
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           
飯豊中              
( 30)    14:29
( 31)  1:00:47

   32    17   1:01:03 西川町      
            

鈴木　佐紀　３      
ｽｽﾞｷ ｻｷ             
西川中              
( 33)    15:43
( 33)    15:43

土田　寧々　６      
ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             
睦合小              
( 26)    08:34
( 33)    24:17

奥山　沙紀　２      
ｵｸﾔﾏ ｻｷ             
西川中              
( 31)    13:26
( 33)    37:43

吉見　碧梨　６      
ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            
西山小              
( 24)    08:49
( 32)    46:32

吉見　桃衣　３      
ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             
西川中              
( 31)    14:31
( 32)  1:01:03

   33    18   1:01:14 朝日町      
            

白田　恵里華３      
ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             
朝日中              
( 14)    12:37
( 14)    12:37

布施　美咲　５      
ﾌｾ ﾐｻｷ              
宮宿小              
( 33)    10:39
( 31)    23:16

安藤　絵里香３      
ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           
朝日中              
( 21)    12:43
( 30)    35:59

小松　花奈　５      
ｺﾏﾂ ｶﾅ              
宮宿小              
( 33)    12:12
( 33)    48:11

清水　ありさ２      
ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            
朝日中              
( 20)    13:03
( 33)  1:01:14

   22
DNS 

最上町      
            

木田　弥希　３      
ｷﾀﾞ ﾐｷ              
最上中              

    

下山　華奈　５      
ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ             
向町小              

    

堀江　如来　３      
ﾎﾘｴ ﾕｷﾅ             
最上中              

    

阿部　那緒　６      
ｱﾍﾞ ﾅｵ              
大堀小              

    

保科　裕華　１      
ﾎｼﾅ ﾕｳｶ             
最上中              

    

小林　文香          
米沢五中 12th       

  11:09

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
梅津春香（米沢二中）

  10:45

凡例: DNS:欠    場



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第１区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１１：０９　小林　文香　　　米沢・米沢五中　（第12回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 7 11:16 上山市 加藤 文胡 ３ ｶﾄｳ ﾌﾐｺ 上 山・上山南中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
12 8 12:32 村山市 細矢 和花 ３ ﾎｿﾔ ﾜｶ 村 山 葉山中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   12     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   13    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   14    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   15    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   16    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   17    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   18     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   19    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   20    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   21    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   22    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
23 31 13:04 白鷹町 広川 夕季 ３ ﾋ ｶﾜ ﾕｳｷ 白 鷹 白鷹東中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   12     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   13    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   14    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   15    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   16    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   17    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   18     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   19    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   20    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   21    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   22    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   23    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   24    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   25    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   26    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   27    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   28    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   29    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   30    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   31    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   32    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   33    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   12     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   13    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   14    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   15    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   16    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   17    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   18     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   19    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   20    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   21    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   22    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   23    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   24    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   25    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   26    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   27    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   28    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   29    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   30    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   31    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   32    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   33    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   12     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   13    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   14    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   15    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   16    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   17    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   18     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   19    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   20    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   21    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   22    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   23    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   24    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   25    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   26    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   27    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   28    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   29    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   30    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   31    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   32    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   33    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   12     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   13    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   14    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   15    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   16    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   17    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   18     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   19    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   20    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   21    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   22    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   23    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   24    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   25    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   26    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   27    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   28    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   29    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   30    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   31    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   32    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   33    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:16 上山市      加藤　文胡　３      ｶﾄｳ ﾌﾐｺ             上　山・上山南中      
    2     5   11:35 新庄市      石川　涼音　２      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ           新　庄・日新中        
    3     4   11:40 酒田市      三浦　万歩　２      ﾐｳﾗ ﾏﾎ              酒　田・飛鳥中        
    4    35   11:41 遊佐町      佐藤　芽吹　２      ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ            遊　佐・遊佐中        
    5     6   11:59 寒河江市    郷野　莉沙　３      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ             寒河江・陵西中        
    6     1   12:04 山形市      石岡　夏乃　３      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ            山　形・山形十中      
    7    16   12:11 河北町      五十嵐　梨菜１      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ            河　北・河北中        
    8     2   12:19 米沢市      遠藤　花琳　３      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ           米　沢・米沢三中      
    9    27   12:21 戸沢村      佐藤　朱音　３      ｻﾄｳ ｱｶﾈ             戸　沢・戸沢中        
   10    29   12:25 川西町      大河原　綾乃３      ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔﾉ           川　西・川西中        
   11     9   12:31 長井市      飯澤　妃奈　３      ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾅ            長　井・長井北中      
   12     8   12:32 村山市      細矢　和花　３      ﾎｿﾔ ﾜｶ              村　山・葉山中        
   13    10   12:36 天童市      鎌田　靖菜　３      ｶﾏﾀ ﾔｽﾅ             天　童・天童三中      
   14    18   12:37 朝日町      白田　恵里華３      ｼﾗﾀ ｴﾘｶ             朝　日・朝日中        
   15    24   12:38 真室川町    五十嵐　美鈴２      ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ          真室川・真室川中      
   16    15   12:39 中山町      堀　有咲美　３      ﾎﾘ ｱｻﾐ              中　山・中山中        
   17    11   12:40 東根市      梅津　干布　２      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ            東　根・東根二中      
   18     3   12:40 鶴岡市      上野　文歌　１      ｳｴﾉ ｱﾔｶ             鶴　岡・鶴岡一中      
   19    12   12:42 尾花沢市    原田　桃香　３      ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓｶ            尾花沢・常盤中        
   20    13   12:43 南陽市      樋口　亜沙美１      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ            南　陽・赤湯中        
   21    30   12:45 小国町      安部　あずさ３      ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ            小　国・小国中        
   22    34   12:55 庄内町      兼古　　杏　３      ｶﾈｺ ｷｮｳ             庄　内・余目中        
   23    31   13:04 白鷹町      広川　夕季　３      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｷ            白　鷹・白鷹東中      
   24    19   13:13 大江町      富樫　風香　３      ﾄｶﾞｼ ﾌｳｶ            大　江・大江中        
   25    20   13:14 大石田町    阿部　有紗　２      ｱﾍﾞ ｱﾘｻ             大石田・大石田中      
   26    25   13:22 大蔵村      矢口　真帆　２      ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ             大　蔵・大蔵中        
   27    26   13:22 鮭川村      八鍬　あゆみ３      ﾔｸﾜ ｱﾕﾐ             鮭　川・鮭川中        
   28    23   13:23 舟形町      渡邉　祐未　３      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ            舟　形・舟形中        
   29    28   13:25 高畠町      髙橋　あやか１      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ            高　畠・高畠四中      
   30    21   13:54 金山町      柴田　玲奈　２      ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ            金　山・金山中        
   31    32   14:47 飯豊町      舟山　莉央　２      ﾌﾅﾔﾏ ﾘｵ             飯　豊・飯豊中        
   32    14   15:08 山辺町      齋藤　光恵　１      ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ            山　辺・山辺中        
   33    17   15:43 西川町      鈴木　佐紀　３      ｽｽﾞｷ ｻｷ             西　川・西川中        



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第２区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　７：０１　高橋　彩花　　　白鷹・東根小　　（第10回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　古瀬　絢菜　　　尾花沢・尾花沢小（第11回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   11    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   12    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   13     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   14    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   15    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   16    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   17    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   18    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   19    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   19    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   21    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳 ６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河 北・北谷地小      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   11    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   12    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   13     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   14    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   15    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   16    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   17    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   18    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   19    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   19    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   21    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   22    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   23    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   24    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   25     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   26    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   27    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   28    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   29    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   30    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   31    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
32 32 09:19 飯豊町 安部 瑠奈 ６ ｱﾍﾞ ﾙﾅ 飯 豊・飯豊一小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   11    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   12    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   13     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   14    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   15    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   16    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   17    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   18    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   19    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   19    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   21    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   22    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   23    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   24    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   25     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   26    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   27    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   28    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   29    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   30    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   31    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   32    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   33    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   11    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   12    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   13     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   14    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   15    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   16    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   17    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   18    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   19    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   19    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   21    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   22    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   23    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   24    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   25     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   26    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   27    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   28    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   29    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   30    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   31    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   32    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   33    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   11    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   12    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   13     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   14    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   15    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   16    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   17    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   18    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   19    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   19    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   21    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   22    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   23    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   24    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   25     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   26    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   27    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   28    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   29    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   30    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   31    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   32    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   33    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   07:04 酒田市      德田　　蒼　６      ﾄｸﾀ ｱｵｲ             酒　田・泉小          
    2     7   07:12 上山市      佐藤　璃奈　６      ｻﾄｳ ﾘﾅ              上　山・上山南小      
    3    12   07:27 尾花沢市    高橋　侑愛　５      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             尾花沢・尾花沢小      
    4     2   07:32 米沢市      長沼　明音　５      ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ           米　沢・北部小        
    5     3   07:33 鶴岡市      山口　百合花６      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｶ           鶴　岡・朝暘三小      
    6     9   07:37 長井市      安達　富葵　５      ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ             長　井・致芳小        
    7     6   07:39 寒河江市    額田　真衣　６      ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ             寒河江・柴橋小        
    7    28   07:39 高畠町      栁澤　花梨　６      ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ          高　畠・糠野目小      
    9     1   07:42 山形市      武田　明日華６      ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ            山　形・東沢小        
   10    10   07:44 天童市      野崎　優果　６      ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ            天　童・天童中部小    
   11    21   07:47 金山町      柴田　明日香５      ｼﾊﾞﾀ ｱｽｶ            金　山・有屋小        
   12    11   07:49 東根市      金村　真帆　６      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ             東　根・長瀞小        
   13     5   07:52 新庄市      早坂　珠実　５      ﾊﾔｻｶ ﾀﾏﾐ            新　庄・新庄小        
   14    29   07:53 川西町      小林　萌夏　６      ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ           川　西・小松小        
   15    23   07:54 舟形町      伊藤　歩美　６      ｲﾄｳ ｱﾕﾐ             舟　形・舟形小        
   16    35   07:57 遊佐町      佐藤　香里　６      ｻﾄｳ ｶｵﾘ             遊　佐・遊佐小        
   17    26   07:59 鮭川村      黒坂　汐里　６      ｸﾛｻｶ ｼｵﾘ            鮭　川・鮭川小        
   18    31   08:02 白鷹町      青木　菜々　６      ｱｵｷ ﾅﾅ              白　鷹・荒砥小        
   19    13   08:05 南陽市      渡部　有未　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐ            南　陽・梨郷小        
   19    14   08:05 山辺町      小池　綾音　６      ｺｲｹ ｱﾔﾈ             山　辺・相模小        
   21    16   08:06 河北町      渡邉　宏佳　６      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶ           河　北・北谷地小      
   22    20   08:08 大石田町    小玉　　雅　６      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾔﾋﾞ           大石田・大石田南小    
   23    24   08:20 真室川町    池添　世菜　６      ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ            真室川・真室川小      
   24    15   08:23 中山町      萩原　実久　６      ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ            中　山・長崎小        
   25     8   08:31 村山市      永岡　紅杏　６      ﾅｶﾞｵｶ ｸﾚｱ           村　山・袖崎小        
   26    17   08:34 西川町      土田　寧々　６      ﾂﾁﾀﾞ ﾈﾈ             西　川・睦合小        
   27    27   08:35 戸沢村      中村　瑠奈　５      ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ             戸　沢・古口小        
   28    19   08:36 大江町      横山　琉生　６      ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ             大　江・本郷西小      
   29    30   08:37 小国町      金　奈々美　５      ｺﾝ ﾅﾅﾐ              小　国・沖庭小        
   30    34   09:01 庄内町      富樫　沙樹　６      ﾄｶﾞｼ ｻｷ             庄　内・立川小        
   31    25   09:02 大蔵村      早坂　　綾　６      ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ            大　蔵・大蔵小        
   32    32   09:19 飯豊町      安部　瑠奈　６      ｱﾍﾞ ﾙﾅ              飯　豊・飯豊一小      
   33    18   10:39 朝日町      布施　美咲　５      ﾌｾ ﾐｻｷ              朝　日・宮宿小        



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第３区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１０：３９　高橋　彩花　　　白鷹・白鷹東中　（第11回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 4 11 22 酒田市 佐藤 咲希 ３ ｻﾄｳ ｻｷ 酒 田 飛鳥中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        

河北町 矢作 美幸 ｷﾞ ｷ 河 北 河北中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   11    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   11    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   14    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   15    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   16    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   17    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   18    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   19    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   20    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   21    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   22    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        

村 市 ﾞ 村

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   11    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   11    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   14    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   15    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   16    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   17    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   18    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   19    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   20    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   21    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   22    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   23     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   24    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   25    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   26    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   26    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   28    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   29    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   30    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   31    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   32    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   33    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴 ３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山 辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   11    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   11    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   14    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   15    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   16    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   17    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   18    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   19    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   20    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   21    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   22    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   23     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   24    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   25    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   26    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   26    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   28    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   29    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   30    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   31    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   32    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   33    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   11    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   11    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   14    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   15    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   16    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   17    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   18    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   19    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   20    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   21    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   22    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   23     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   24    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   25    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   26    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   26    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   28    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   29    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   30    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   31    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   32    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   33    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   11    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   11    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   14    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   15    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   16    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   17    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   18    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   19    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   20    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   21    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   22    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   23     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   24    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   25    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   26    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   26    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   28    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   29    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   30    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   31    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   32    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   33    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     4   11:22 酒田市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              酒　田・飛鳥中        
    2     1   11:25 山形市      野本　千祥　２      ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ             山　形・山形二中      
    3     3   11:28 鶴岡市      清野　未鈴　１      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ            鶴　岡・鶴岡四中      
    4     7   11:29 上山市      佐藤　璃歩　３      ｻﾄｳ ﾘﾎ              上　山・上山南中      
    5     9   11:40 長井市      四釜　佑香　３      ｼｶﾏ ﾕｶ              長　井・長井南中      
    6    11   11:43 東根市      早坂　愛理　３      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ            東　根・神町中        
    7    10   11:46 天童市      五十嵐　菜央３      ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ            天　童・天童三中      
    8     6   11:53 寒河江市    五十嵐　茜音１      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ           寒河江・陵南中        
    9    35   12:01 遊佐町      佐藤　悠里　２      ｻﾄｳ ﾕｳﾘ             遊　佐・遊佐中        
   10     2   12:10 米沢市      西京　笑里　１      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ            米　沢・米沢五中      
   11     5   12:19 新庄市      佐藤　咲希　３      ｻﾄｳ ｻｷ              新　庄・萩野中        
   11    16   12:19 河北町      矢作　美幸　１      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ            河　北・河北中        
   11    26   12:19 鮭川村      中川　美月　２      ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ          鮭　川・鮭川中        
   14    20   12:20 大石田町    小玉　奈々　２      ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅ             大石田・大石田中      
   15    30   12:23 小国町      二村　綾華　１      ﾌﾀﾑﾗ ｱﾔｶ            小　国・小国中        
   16    34   12:25 庄内町      池田　成紗　３      ｲｹﾀﾞ ﾅﾘｻ            庄　内・余目中        
   17    31   12:29 白鷹町      大滝　碧菜　３      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ            白　鷹・白鷹西中      
   18    15   12:30 中山町      伊藤　有希　２      ｲﾄｳ ﾕｷ              中　山・中山中        
   19    24   12:33 真室川町    梁瀬　麻歩　３      ﾔﾅｾ ﾏﾎ              真室川・真室川中      
   20    12   12:39 尾花沢市    五十嵐　萌　２      ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ            尾花沢・常盤中        
   21    18   12:43 朝日町      安藤　絵里香３      ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ           朝　日・朝日中        
   22    29   12:47 川西町      菊地　真琴　３      ｷｸﾁ ﾏｺﾄ             川　西・川西中        
   23     8   12:48 村山市      清水　理沙　１      ｼﾐｽﾞ ﾘｻ             村　山・楯岡中        
   24    19   12:56 大江町      阿部　海悠　２      ｱﾍﾞ ﾐﾕ              大　江・大江中        
   25    23   12:58 舟形町      尾形　安芸　３      ｵｶﾞﾀ ｱｷ             舟　形・舟形中        
   26    21   13:01 金山町      柴田　　裕　１      ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ             金　山・金山中        
   26    27   13:01 戸沢村      齋藤　詩織　２      ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ            戸　沢・角川中        
   28    25   13:11 大蔵村      加藤　　綾　２      ｶﾄｳ ｱﾔ              大　蔵・大蔵中        
   29    13   13:14 南陽市      佐藤　瑞希　３      ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ            南　陽・沖郷中        
   30    32   13:22 飯豊町      大橋　絵梨花２      ｵｵﾊｼ ｴﾘｶ            飯　豊・飯豊中        
   31    17   13:26 西川町      奥山　沙紀　２      ｵｸﾔﾏ ｻｷ             西　川・西川中        
   32    28   13:55 高畠町      大河原かなみ２      ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ           高　畠・高畠一中      
   33    14   14:01 山辺町      川瀬　瑞貴　３      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ            山　辺・作谷沢中      



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第４区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　７：１０　千葉　ゆみ　　　尾花沢・尾花沢小（第10回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
1 12 07 08 尾花沢市 武田 千捺 ５ ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ 尾花沢 尾花沢小 NSR

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        

長井市 近野 桃花 ｶ 長 井 豊 小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   12     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   12    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   14    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   15    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   16     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   16    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   18    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   19    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   20    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   21    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   22    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        

音

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   12     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   12    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   14    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   15    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   16     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   16    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   18    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   19    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   20    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   21    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   22    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   23    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   24    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   25    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   26    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   26    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   28    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   29    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   30     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   31    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   32    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   33    18   12:12 朝日町      小松　花奈 ５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝 日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   12     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   12    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   14    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   15    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   16     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   16    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   18    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   19    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   20    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   21    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   22    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   23    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   24    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   25    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   26    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   26    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   28    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   29    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   30     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   31    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   32    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   33    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   12     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   12    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   14    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   15    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   16     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   16    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   18    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   19    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   20    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   21    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   22    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   23    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   24    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   25    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   26    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   26    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   28    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   29    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   30     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   31    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   32    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   33    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   12     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   12    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   14    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   15    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   16     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   16    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   18    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   19    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   20    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   21    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   22    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   23    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   24    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   25    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   26    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   26    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   28    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   29    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   30     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   31    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   32    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   33    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1    12   07:08 尾花沢市    武田　千捺　５      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ            尾花沢・尾花沢小      NSR
    2     6   07:15 寒河江市    日塔　玲那　６      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ            寒河江・寒河江小      
    3     7   07:23 上山市      齋野　泰葉　５      ｻｲﾉ ﾔｽﾊ             上　山・上山南小      
    4     4   07:36 酒田市      三浦　あおい６      ﾐｳﾗ ｱｵｲ             酒　田・松山小        
    5     1   07:37 山形市      長沢　菜津未６      ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ           山　形・山形六小      
    6     3   07:41 鶴岡市      長澤　星来　５      ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ           鶴　岡・朝暘六小      
    7    16   07:42 河北町      片倉　祐香　６      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ             河　北・谷地中部小    
    7    28   07:42 高畠町      安部　日和　６      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ             高　畠・糠野目小      
    9    35   07:47 遊佐町      小野寺　紗希５      ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ            遊　佐・遊佐小        
   10    10   07:55 天童市      佐藤　未菜　６      ｻﾄｳ ﾐﾅ              天　童・長岡小        
   11     5   08:06 新庄市      本間　優芽　６      ﾎﾝﾏ ﾕﾒ              新　庄・日新小        
   12     9   08:09 長井市      近野　桃花　５      ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ             長　井・豊田小        
   12    13   08:09 南陽市      佐藤　由唯　６      ｻﾄｳ ﾕｲ              南　陽・赤湯小        
   14    15   08:11 中山町      海野　菜桜　５      ｳﾝﾉ ﾅｵ              中　山・豊田小        
   15    31   08:12 白鷹町      芳賀　美優花５      ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ             白　鷹・鮎貝小        
   16     2   08:13 米沢市      情野　　櫻　５      ｾｲﾉ ｻｸﾗ             米　沢・西部小        
   16    11   08:13 東根市      早坂　基生　５      ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ            東　根・神町小        
   18    20   08:21 大石田町    小玉　美奈　５      ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ             大石田・大石田南小    
   19    29   08:25 川西町      長澤　日桜里４      ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ           川　西・中郡小        
   20    21   08:28 金山町      柴田　くるみ６      ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ            金　山・金山小        
   21    30   08:35 小国町      伊藤　麻樹　６      ｲﾄｳ ﾏｷ              小　国・小国小        
   22    26   08:40 鮭川村      早坂　礼美　６      ﾊﾔｻｶ ﾚﾐ             鮭　川・鮭川小        
   23    14   08:42 山辺町      武田　麗音　６      ﾀｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ            山　辺・大寺小        
   24    17   08:49 西川町      吉見　碧梨　６      ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ            西　川・西山小        
   25    32   08:50 飯豊町      小川　りさ　５      ｵｶﾞﾜ ﾘｻ             飯　豊・飯豊二小      
   26    19   08:51 大江町      髙橋　凜奈　５      ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾅ            大　江・本郷西小      
   26    34   08:51 庄内町      大滝　彩未　６      ｵｵﾀｷ ｱﾐ             庄　内・余目三小      
   28    27   09:00 戸沢村      八鍬　夏乃　６      ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ             戸　沢・神田小        
   29    23   09:03 舟形町      沼澤　巴南　６      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ            舟　形・舟形小        
   30     8   09:21 村山市      西山　彩朱里５      ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ           村　山・楯岡小        
   31    25   09:32 大蔵村      高山　みのり５      ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            大　蔵・大蔵小        
   32    24   09:35 真室川町    髙橋　美衣菜５      ﾀｶﾊｼ ﾐｲﾅ            真室川・真室川小      
   33    18   12:12 朝日町      小松　花奈　５      ｺﾏﾂ ｶﾅ              朝　日・宮宿小        

凡例: ESR:区間ﾀｲ記録



　第14回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成23年8月7日

女子　第５区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　１０：４５　土田　真由美　　米沢・米沢五中　（第８回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　梅津　春香　　　米沢・米沢二中　（第13回）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
11 34 12 21 庄内町 佐藤 凛 １ ｻﾄｳ ﾘﾝ 庄 内 余目中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   11    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   12    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   13    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   14     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   15    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   16    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   17    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   18    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   19    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   20    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   21    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      

中山町 神尾 菜摘 ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ 中 山 中山中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   11    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   12    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   13    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   14     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   15    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   16    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   17    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   18    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   19    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   20    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   21    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   22    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   23    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   24    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   25    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   26     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   27    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   28    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   29    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   30    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   31    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   32    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        

大 村 佐藤 真 大 大

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   11    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   12    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   13    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   14     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   15    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   16    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   17    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   18    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   19    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   20    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   21    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   22    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   23    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   24    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   25    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   26     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   27    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   28    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   29    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   30    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   31    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   32    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   33    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   11    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   12    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   13    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   14     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   15    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   16    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   17    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   18    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   19    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   20    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   21    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   22    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   23    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   24    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   25    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   26     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   27    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   28    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   29    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   30    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   31    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   32    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   33    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   11    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   12    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   13    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   14     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   15    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   16    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   17    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   18    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   19    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   20    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   21    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   22    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   23    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   24    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   25    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   26     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   27    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   28    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   29    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   30    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   31    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   32    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   33    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------------- -------------------- ---------------------- ----
    1     7   11:01 上山市      鈴木　　彩　２      ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ            上　山・上山南中      
    2     1   11:05 山形市      川崎　美祈　３      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ            山　形・山形十中      
    3     2   11:21 米沢市      辻　　佑妃　２      ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ             米　沢・米沢一中      
    4    10   11:24 天童市      清野　　陽　３      ｾｲﾉ ｱｶﾘ             天　童・天童四中      
    5     3   11:37 鶴岡市      丸山　紗彩　３      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ            鶴　岡・鶴岡二中      
    6     9   11:38 長井市      小笠原　奈々３      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ           長　井・長井南中      
    7    11   11:44 東根市      矢口　こはる２      ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ            東　根・東根一中      
    8     4   11:49 酒田市      池田　有紗　２      ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            酒　田・酒田一中      
    9     6   12:02 寒河江市    田中　沙織　３      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ             寒河江・陵南中        
   10    27   12:14 戸沢村      大山　佳菜子２      ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ            戸　沢・角川中        
   11    34   12:21 庄内町      佐藤　　凛　１      ｻﾄｳ ﾘﾝ              庄　内・余目中        
   12    20   12:32 大石田町    西村　優花　２      ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             大石田・大石田中      
   13    21   12:35 金山町      高橋　侑亜　３      ﾀｶﾊｼ ﾕｱ             金　山・金山中        
   14     5   12:49 新庄市      星川　瑞希　３      ﾎｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ           新　庄・萩野中        
   15    29   12:50 川西町      大河原　千聖３      ｵｵｶﾜﾗ ﾁｻﾄ           川　西・川西中        
   16    12   12:54 尾花沢市    西尾　千咲　１      ﾆｼｵ ﾁｻ              尾花沢・尾花沢中      
   17    31   12:57 白鷹町      橋本　美穂　３      ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ             白　鷹・白鷹東中      
   18    35   12:58 遊佐町      坪池　奈津　２      ﾂﾎﾞｲｹ ﾅﾂ            遊　佐・遊佐中        
   19    26   13:01 鮭川村      三浦　咲稀　３      ﾐｳﾗ ｻｷ              鮭　川・鮭川中        
   20    18   13:03 朝日町      清水　ありさ２      ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ            朝　日・朝日中        
   21    28   13:11 高畠町      鹿場　聖礼　２      ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ            高　畠・高畠一中      
   22    15   13:19 中山町      神尾　菜摘　３      ｶﾐｵ ﾅﾂﾐ             中　山・中山中        
   23    16   13:23 河北町      中村　帆乃花３      ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ            河　北・河北中        
   24    19   13:27 大江町      金山　奈央　３      ｶﾈﾔﾏ ﾅｵ             大　江・大江中        
   25    13   13:30 南陽市      渡部　日奈乃２      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ           南　陽・宮内中        
   26     8   13:39 村山市      高橋　　咲　２      ﾀｶﾊｼ ｻｷ             村　山・葉山中        
   27    24   13:50 真室川町    斎藤　ひかる３      ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ            真室川・真室川中      
   28    14   13:51 山辺町      後藤　萌花　３      ｺﾞﾄｳ ﾓｴｶ            山　辺・山辺中        
   29    30   14:02 小国町      阿部　愛美　２      ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ             小　国・小国中        
   30    32   14:29 飯豊町      髙橋　寿奈　１      ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾅ           飯　豊・飯豊中        
   31    17   14:31 西川町      吉見　桃衣　３      ﾖｼﾐ ﾓﾓｴ             西　川・西川中        
   32    23   14:44 舟形町      髙橋　瑞希　３      ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ           舟　形・舟形中        
   33    25   15:21 大蔵村      佐藤　真生　１      ｻﾄｳ ﾏｵ              大　蔵・大蔵中        




