
第５７回山形県縦断駅伝競走大会
総合成績表 平成２４年４月２７～２９日

２８区間　２９７．１ｋｍ

順位 順位 順位 順位 順位 タイム

2 南陽東置賜 1 5:31:26 ※ 1 6:00:18 ※ 1 11:31:44 1 4:13:58 1 15:45:42 ※

6 天童東村山 2 5:35:54 2 6:08:24 ※ 2 11:44:18 4 4:21:51 2 16:06:09 ※

8 北村山 4 5:39:21 3 6:11:50 3 11:51:11 3 4:20:26 3 16:11:37 ※

5 山　形 5 5:41:30 5 6:13:55 4 11:55:25 5 4:22:39 4 16:18:04 ※

7 寒河江西村山 8 5:46:07 4 6:12:53 5 11:59:00 11 4:32:37 5 16:31:37

3 長井西置賜 9 5:48:47 6 6:14:52 6 12:03:39 8 4:28:51 6 16:32:30

9 新庄最上 7 5:46:01 7 6:22:00 7 12:08:01 9 4:29:39 7 16:37:40

4 上　山 10 5:48:50 8 6:26:46 8 12:15:36 6 4:26:01 8 16:41:37

10 鶴岡田川 6 5:45:54 10 6:30:31 9 12:16:25 10 4:31:39 9 16:48:04

1 米　沢 11 5:54:42 9 6:27:25 10 12:22:07 7 4:27:33 10 16:49:40

11 酒田飽海 3 5:38:45 - DNF - DNF 2 4:19:30 DNF

※大会新記録 DNF: 途中棄権
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第５７回山形県縦断駅伝競走大会　第１日目　総合結果

大会記録(1日目)     5:32:53　　北村山        55回   2009.4.27

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区 第８区 第９区 第１０区
遊佐～酒田 酒田～黒森 黒森～湯野浜 湯野浜～大山 大山～鶴岡 鶴岡～藤島 藤島～狩川 狩川～古口 古口～本合海 本合海～新庄

17.1km 10.4km 10.9km 7.4km 6.2km 9.2km 7.2km 19.2km 6.5km 11.0km
渡邉　清紘　(87) 大谷　　克　(88) 仁部　幸太　(88) 内山　富夫　(92) 吉田　周平　２ 長柴　　翔　(87) 大野　紘崇　(88) 小川　智寛　(89) 小野　正晃　(75) 渡邉　　大　(89)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ ﾆﾍﾞ ｺｳﾀ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾐｵ ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｼｮｳ ｵｵﾉ ﾋﾛﾀｶ ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ｵﾉ ﾏｻｱｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ
1 5:31:26 2 南陽東置賜 南陽市役所 南陽市役所 南陽市役所 南陽市役所 米沢工高 南陽市役所 南陽市役所 南陽東置賜陸協 南陽東置賜陸協 南陽東置賜陸協

NGR (2) 52:53 (1) 1:24:32 (1) 1:58:33 (1) 2:21:09 (1) 2:41:30 (1) 3:11:07 (1) 3:33:01 (1) 4:34:26 (1) 4:55:16 (1) 5:31:26
(2) 52:53 (2) 31:39 NSR (2) 34:01 (1) 22:36 NSR (8) 20:21 (4) 29:37 (1) 21:54 NSR (2) 1:01:25 (3) 20:50 (2) 36:10

遠田　将人　(89) 長谷川　淳　(75) 伹野　朋裕　(84) 安喰　文昭　(86) 多田　俊樹　３ 村山　佳悟　３ 清野　剛史　(78) 日野　裕也　(89) 鈴木　雄紀　１ 東海林　義雄(82)
ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ ｱｼﾞｷ ﾌﾐｱｷ ﾀﾀﾞ ﾄｼｷ ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ ｾｲﾉ ﾂﾖｼ ﾋﾉ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾖｼｵ

2 5:35:54 6 天童東村山 天童市役所 天童市役所 東北パイオニア 日新製薬 東海大山形高 東京農大 天童市陸協 日新製薬 亜細亜大 天童市陸協
(1) 52:24 (2) 1:25:17 (3) 2:00:21 (3) 2:23:51 (3) 2:43:39 (2) 3:12:26 (3) 3:35:58 (2) 4:36:26 (2) 4:58:21 (2) 5:35:54

(1) 52:24 NSR (7) 32:53 (6) 35:04 (3) 23:30 (4) 19:48 (1) 28:47 (6) 23:32 (1) 1:00:28 (7) 21:55 (6) 37:33
菅原　　翼　(88) 今井　慎吾　１ 三笠　慧吾　３ 工藤　天輝　３ 齋藤　宥哉　２ 鈴木　亮平　１ 小林　博人　１ 高山　博幸　(81) 池田　智久　(92) 高橋　健人　３

ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ ｲﾏｲ ｼﾝｺﾞ ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ
3 5:38:45 11 酒田飽海 酒田市陸協 亜細亜大 酒田南高 酒田南高 酒田南高 酒田南高 平成国際大 酒田市陸協 酒田市陸協 酒田南高

(9) 54:18 (6) 1:26:30 (4) 2:00:35 (2) 2:23:50 (2) 2:43:19 (3) 3:12:42 (2) 3:35:35 (3) 4:41:36 (3) 5:02:11 (3) 5:38:45
(9) 54:18 (3) 32:12 (3) 34:05 (2) 23:15 (1) 19:29 (2) 29:23 (2) 22:53 (8) 1:06:01 (1) 20:35 (5) 36:34

土田　公平　(84) 竹内　竜真　２ 辻村　　充　(83) 岡部　佑矢　(84) 星川　　聖　３ 渡辺　敏弘　(89) 大塚　翔太　(89) 山本　竜一郎(78) 髙橋　政則　(79) 佐々木　睦之(77)
ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾙ ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾔ ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ ｻｻｷ ﾑﾂﾕｷ

4 5:39:21 8 北村山 神町自衛隊 東京農大 北村山地区陸協 神町自衛隊 東海大山形高 神町自衛隊 神町自衛隊 神町自衛隊 北村山地区陸協 神町自衛隊
(11) 54:53 (4) 1:26:02 (6) 2:00:58 (4) 2:24:35 (4) 2:44:18 (4) 3:14:06 (4) 3:37:27 (4) 4:42:33 (4) 5:03:12 (4) 5:39:21
(11) 54:53 (1) 31:09 NSR (5) 34:56 (4) 23:37 (2) 19:43 (5) 29:48 (4) 23:21 (7) 1:05:06 (2) 20:39 (1) 36:09

須藤　　朗　(87) 星川　裕貴　３ 土屋　　毅　４ 三澤　　凌　(93) 築達　有麻　３ 渋谷　晃輝　３ 八代　洸允　３ 渡辺　航旗　４ 堀江　和臣　(83) 佐藤　　剛　(74)
ｽﾄｳ ｱｷﾗ ﾎｼｶﾜ ﾕﾀｶ ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ ﾐｻﾜ ﾘｮｳ ﾁｸﾀﾞﾃ ﾕｳﾏ ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾌﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ ﾎﾘｴ ｶｽﾞｵﾐ ｻﾄｳ ﾂﾖｼ

5 5:41:30 5 山　形 ＪＡやまがた 平成国際大 山梨学院大 ＪＡやまがた 東海大山形高 東海大山形高 日本体育大 東北学院大 ＪＡやまがた 山形市陸協
(7) 54:02 (7) 1:26:32 (2) 1:59:47 (6) 2:25:16 (5) 2:45:13 (5) 3:15:19 (5) 3:38:48 (5) 4:43:43 (5) 5:05:05 (5) 5:41:30
(7) 54:02 (5) 32:30 (1) 33:15 NSR (11) 25:29 (6) 19:57 (6) 30:06 (5) 23:29 (5) 1:04:55 (4) 21:22 (3) 36:25

門脇　幸汰　３ 梅木　侑介　３ 鈴木　博斗　２ 齋藤　　諒　１ 須貝　俊太郎３ 工藤　亘太　３ 五十嵐　宇駿(93) 吉泉　　亘　(86) 日向　貴憲　(79) 中野　哲平　(84)
ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｽｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ ﾅｶﾉ ﾃｯﾍﾟｲ

6 5:45:54 10 鶴岡田川 東北福祉大 流通経済大 鶴岡工高 酒田南高 鶴岡南高 鶴岡工高 鶴岡市陸協 鶴岡市陸協 鶴岡市陸協 鶴岡市陸協
(8) 54:16 (8) 1:26:44 (7) 2:02:03 (7) 2:25:53 (7) 2:46:05 (8) 3:18:12 (9) 3:42:18 (6) 4:44:35 (6) 5:06:56 (6) 5:45:54
(8) 54:16 (4) 32:28 (8) 35:19 (5) 23:50 (7) 20:12 (11) 32:07 (9) 24:06 (3) 1:02:17 (8) 22:21 (10) 38:58

後藤　祐一　(87) 渡辺　　光　(88) 渡部　恭平　(87) 今井　達弥　(86) 小林　　駿　３ 渡辺　利彦　(77) 山口　大陽　(86) 井上　　徹　(82) 黒坂　洋平　(88) 木水　　良　(87)
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ ｲﾏｲ ﾀﾂﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ ｸﾛｻｶ ﾖｳﾍｲ ｷﾐｽﾞ ｱｷﾗ

7 5:46:01 9 新庄最上 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 山形中央高 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協
(5) 53:17 (10) 1:27:23 (8) 2:02:35 (9) 2:26:54 (9) 2:48:19 (9) 3:18:52 (8) 3:41:54 (8) 4:46:58 (8) 5:09:36 (7) 5:46:01
(5) 53:17 (10) 34:06 (7) 35:12 (8) 24:19 (11) 21:25 (8) 30:33 (3) 23:02 (6) 1:05:04 (11) 22:38 (3) 36:25

高橋　　大　３ 永瀬　克也　(88) 鈴木　智彦　(87) 安藤　茂昭　(85) 布施　学人　３ 菅野　　均　４ 古澤　哲平　３ 菊地　春紀　(85) 古川　康之　１ 渡辺　直人　(73)
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲ ﾅｶﾞｾ ｶﾂﾔ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｱｷ ﾌｾ ﾏﾅﾄ ｶﾝﾉ ﾋﾄｼ ﾌﾙｻﾜ ﾃｯﾍﾟｲ ｷｸﾁ ﾊﾙｷ ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ

8 5:46:07 7 寒河江西村山 流通経済大 西村山地区陸協 西村山地区陸協 西村山地区陸協 東海大山形高 東北大 新潟大 西村山地区陸協 明治国際医療大 西村山地区陸協
(4) 53:13 (5) 1:26:07 (9) 2:02:45 (8) 2:26:40 (8) 2:46:23 (6) 3:15:49 (6) 3:39:39 (7) 4:46:25 (7) 5:08:13 (8) 5:46:07
(4) 53:13 (8) 32:54 (9) 36:38 (6) 23:55 (2) 19:43 (3) 29:26 (7) 23:50 (10) 1:06:46 (6) 21:48 (7) 37:54

新野　貴啓　(84) 高野　　光　３ 竹田　則幸　(74) 渡部　祐治　(91) 安部　亮太　３ 中津川　遥也３ 手塚　雄一朗(91) 樋口　勝利　(87) 林　　幸則　(70) 沼澤　伸壽　(83)
ﾆｲﾉ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ[T] ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾄｼ

9 5:48:47 3 長井西置賜 協同薬品 東海大山形高 西置賜地区陸協 西置賜地区陸協 米沢中央高 上山明新館高 西置賜地区陸協 西置賜地区陸協 西置賜地区陸協 西置賜地区陸協
(10) 54:24 (11) 1:28:52 (11) 2:05:41 (11) 2:30:21 (11) 2:51:06 (11) 3:22:10 (11) 3:46:15 (10) 4:48:36 (10) 5:10:13 (9) 5:48:47
(10) 54:24 (11) 34:28 (10) 36:49 (9) 24:40 (9) 20:45 (9) 31:04 (8) 24:05 (4) 1:02:21 (5) 21:37 (8) 38:34

佐藤　寛人　(90) 櫻井　　豊　(85) 渡邉　　貴　２ 小玉　健太　(93) 鏡　　凌太　３ 酒井　　光　３ 木村　泰之　(83) 千葉　貴士　(88) 金子　正太　(93) 渡邉　敦士　(80)
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ ｶｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ｻｶｲ ﾋｶﾙ ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ﾁﾊﾞ ﾀｶｼ ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

10 5:48:50 4 上　山 上山市陸協 上山市陸協 東海大山形高 上山市陸協 山形工高 東海大山形高 上山市陸協 上山市陸協 上山市陸協 神町自衛隊
(3) 53:05 (3) 1:25:43 (5) 2:00:37 (5) 2:24:38 (6) 2:46:02 (7) 3:16:17 (7) 3:41:21 (9) 4:47:31 (9) 5:10:07 (10) 5:48:50
(3) 53:05 (6) 32:38 (4) 34:54 (7) 24:01 (10) 21:24 (7) 30:15 (10) 25:04 (9) 1:06:10 (10) 22:36 (9) 38:43

管成　真一　(80) 佐竹　信哉　１ 島貫　　亘　(80) 西村　　翔　２ 蜂屋　瑛拡　１ 髙橋　郁人　１ 須貝　誠耶　２ 狭間　貴博　３ 斎藤　誉也　２ 菅野　駿之介(90)
ｶﾝﾅﾘ ｼﾝｲﾁ ｻﾀｹ ｼﾝﾔ ｼﾏﾇｷ ｾﾝ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ ﾊﾁﾔ ｱｷﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ ｽｶﾞｲ ｾｲﾔ ﾊｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ ｶﾝﾉ ｼｭﾝﾉｽｹ[T]

11 5:54:42 1 米　沢 米沢市陸協 平成国際大 米沢市陸協 米沢工高 東海大山形高 東北文教短大 米沢工高 山形大 米沢工高 米沢市陸協
(6) 53:33 (9) 1:26:48 (10) 2:03:45 (10) 2:29:10 (10) 2:49:06 (10) 3:20:31 (10) 3:45:46 (11) 4:53:05 (11) 5:15:31 (11) 5:54:42
(6) 53:33 (9) 33:15 (11) 36:57 (10) 25:25 (5) 19:56 (10) 31:25 (11) 25:15 (11) 1:07:19 (9) 22:26 (11) 39:11

52:48 31:50 33:44 22:51 18:06 28:01 21:59 58:24 20:06 35:29
櫻井　　豊　 梅木　貴文 佐藤　寛才 石丸　貴志 奥泉　伸 五十嵐　毅 須藤　　朗 堀　　悟 須藤　智樹 岡部　佑矢
(上山)54回 (鶴岡・田川)55回 (酒田･飽海)54回 (北村山)52回 (鶴岡・田川)39回 (天童・東村山)45回 (山形)53回 (北村山)53回 (天童・東村山)53回 (北村山)55回

NGR: 大会新記録　　 NSR: 区間新記録 New Sect. Record

順位 No. チーム／メンバー
記録
ｺﾒﾝﾄ



第５７回山形県縦断駅伝競走大会　第２日目　総合結果

大会記録(２日目)     6:09:33　　南陽東置賜        56回   2010.4.28

第１１区 第１２区 第１３区 第１４区 第１５区 第１６区 第１７区 第１８区 第１９区 第２０区
新庄～舟形 舟形～尾花沢 尾花沢～村山 村山～東根 東根～天童 天童～寒河江 寒河江～大江 大江～朝日 朝日～白鷹 白鷹～長井

9.4km 13.9km 17.7km 6.2km 8.6km 11.4km 6.0km 11.4km 16.2km 11.1km
佐藤　真二　(91) 三浦　隆稔　(87) 古瀬　弘賢　(88) 鈴木　一哉　３ 土屋　佑介　(84) 堀　　宏和　(86) 武田　郷史　(84) 内山　富夫　(92) 大野　紘崇　(88) 髙橋　拓巳　(89)

ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ ﾐｳﾗ ﾀｶﾄｼ ﾌﾙｾ ﾋﾛﾀｶ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ ﾎﾘ ﾋﾛｶｽﾞ ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾐｵ ｵｵﾉ ﾋﾛﾀｶ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ
1 6:00:18 2 南陽東置賜 南陽市役所 南陽市役所 南陽市役所 高畠高 南陽東置賜陸協 南陽市役所 南陽東置賜陸協 南陽市役所 南陽市役所 南陽東置賜陸協

NGR (1) 28:54 (1) 1:13:31 (2) 2:10:24 (2) 2:30:16 (1) 2:57:53 (1) 3:34:04 (1) 3:53:35 (1) 4:30:11 (1) 5:22:50 (1) 6:00:18
(1) 28:54 (2) 44:37 NSR (3) 56:53 NSR (1) 19:52 (1) 27:37 (1) 36:11 =SR (1) 19:31 (1) 36:36 (1) 52:39 (1) 37:28

本間　涼介　３ 石山　英明　(86) 遠田　将人　(89) 江口　正太　２ 遠藤　　仁　(73) 村山　佳悟　３ 菅野　真澄　(83) 東海林　義雄(82) 安喰　文昭　(86) 設楽　公貴　(75)
ﾎﾝﾏ ﾘｮｳｽｹ ｲｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ ｴｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ ｶﾝﾉ ﾏｽﾐ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾖｼｵ ｱｼﾞｷ ﾌﾐｱｷ ｼﾀﾗ ｺｳｷ

2 6:08:24 6 天童東村山 山形南高 日新製薬 天童市役所 東海大山形高 天童市陸協 東京農大 日新製薬 天童市陸協 日新製薬 天童市役所
NGR (3) 29:06 (3) 1:14:19 (1) 2:08:52 (1) 2:29:54 (3) 3:00:18 (3) 3:38:00 (3) 3:58:19 (2) 4:35:52 (2) 5:30:38 (2) 6:08:24

(3) 29:06 (4) 45:13 NSR (1) 54:33 NSR (8) 21:02 (11) 30:24 (4) 37:42 (4) 20:19 (4) 37:33 (3) 54:46 (2) 37:46
桃谷　和秀　４ 五十嵐　清和(77) 神　　寛樹　(76) 荒井　大輝　２ 赤坂　英介　(80) 渡辺　敏弘　(89) 秋庭　正司　(78) 鈴木　勇司　(71) 伊東　克和師(80) 堀　　　悟　(78)
ﾓﾓﾔ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖｶｽﾞ ｼﾞﾝ ﾋﾛｷ ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ｱｶｻｶ ｴｲｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ ｱｷﾆﾜ ﾏｻｼ ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ ﾎﾘ ｻﾄﾙ

3 6:11:50 8 北村山 東海大 神町自衛隊 神町自衛隊 東海大山形高 神町自衛隊 神町自衛隊 北村山地区陸協 神町自衛隊 神町自衛隊 神町自衛隊
(10) 30:26 (6) 1:15:29 (7) 2:14:51 (5) 2:35:06 (5) 3:02:53 (4) 3:40:22 (4) 4:00:43 (5) 4:38:43 (4) 5:33:45 (3) 6:11:50
(10) 30:26 (3) 45:03 NSR (8) 59:22 (2) 20:15 (2) 27:47 (3) 37:29 (5) 20:21 (5) 38:00 (4) 55:02 (4) 38:05

荒木　暸一　３ 永瀬　克也　(88) 高橋　　大　３ 布施　学人　３ 伊東　直之　(90) 渡辺　哲也　２ 岸　　太一　(85) 杉沼　聖平　(90) 安藤　茂昭　(85) 草苅　伴和　(82)
ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ ﾅｶﾞｾ ｶﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲ ﾌｾ ﾏﾅﾄ ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ ｷｼ ﾀｲﾁ ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ[T] ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｱｷ ｸｻｶﾘ ﾄﾓｶｽﾞ

4 6:12:53 7 寒河江西村山 東海大山形高 西村山地区陸協 流通経済大 東海大山形高 西村山地区陸協 専修大 西村山地区陸協 西村山地区陸協 西村山地区陸協 西村山地区陸協
(8) 29:41 (2) 1:14:15 (3) 2:10:37 (3) 2:31:05 (2) 2:59:13 (2) 3:36:36 (2) 3:57:13 (3) 4:36:38 (3) 5:33:00 (4) 6:12:53
(8) 29:41 (1) 44:34 NSR (2) 56:22 NSR (4) 20:28 (3) 28:08 (2) 37:23 (6) 20:37 (9) 39:25 (7) 56:22 (9) 39:53

安食　徹郎　３ 八代　洸允　３ 木野　安騎史２ 谷地　宏康　２ 草場　勇作　４ 板垣　康彦　(82) 堀江　和臣　(83) 熊坂　太郎　(85) 渡邉　和史　３ 佐藤　　剛　(74)
ｱｼﾞｷﾃﾂﾛｳ ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾌﾞ ｷﾉ ｱｷﾌﾐ ﾔﾁ ﾋﾛﾔｽ ｸｻﾊﾞﾕｳｻｸ ｲﾀｶﾞｷﾔｽﾋｺ ﾎﾘｴ ｶｽﾞｵﾐ ｸﾏｻｶ ﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞｶｽﾞﾋﾄ ｻﾄｳ ﾂﾖｼ

5 6:13:55 5 山　形 山形中央高 日本体育大 平成国際大 東海大山形高 山形大 山形市陸協 ＪＡやまがた 山形市陸協 新潟大 山形市陸協
(2) 28:57 (4) 1:14:27 (4) 2:12:26 (4) 2:33:19 (4) 3:02:47 (5) 3:41:10 (5) 4:01:11 (6) 4:39:51 (6) 5:36:06 (5) 6:13:55
(2) 28:57 (5) 45:30 (5) 57:59 (6) 20:53 (7) 29:28 (7) 38:23 (3) 20:01 (7) 38:40 (5) 56:15 (3) 37:49

小出　央人　３ 嶋貫　大地　(88) 新野　貴啓　(84) 安部　斗夢　３ 高野　　光　３ 鈴木　友幸　(82) 五十峯　大貴(85) 林　　幸則　(70) 高橋　賢人　(87) 竹田　則幸　(74)
ｺｲﾃﾞ ﾋﾛﾄ ｼﾏﾇｷ ﾀﾞｲﾁ ﾆｲﾉ ﾀｶﾋﾛ ｱﾍﾞ ﾄﾑ ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ ｲｽﾞﾐﾈ ﾀﾞｲｷ ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ

6 6:14:52 3 長井西置賜 長井高 西置賜地区陸協 協同薬品 九里学園高 東海大山形高 神町自衛隊 西置賜地区陸協 西置賜地区陸協 協同薬品 西置賜地区陸協
(9) 29:45 (9) 1:16:47 (6) 2:14:44 (7) 2:35:23 (7) 3:03:35 (7) 3:41:33 (7) 4:02:22 (7) 4:42:13 (5) 5:35:37 (6) 6:14:52
(9) 29:45 (9) 47:02 (4) 57:57 (5) 20:39 (4) 28:12 (6) 37:58 (7) 20:49 (11) 39:51 (2) 53:24 (7) 39:15

渡辺　　光　(88) 藤山　修一　(88) 渡部　恭平　(87) 斎藤　勇磨　２ 今井　達弥　(86) 菅野　　学　(76) 須賀　　暁　(88) 渡辺　利彦　(77) 井上　　徹　(82) 髙橋　勝利　(88)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｲﾏｲ ﾀﾂﾔ ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ ｽｶﾞ ｻﾄﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾄｼ

7 6:22:00 9 新庄最上 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 酒田南高 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協 神町自衛隊
(7) 29:28 (7) 1:15:36 (9) 2:16:03 (9) 2:37:25 (9) 3:06:00 (9) 3:46:14 (9) 4:07:35 (9) 4:45:39 (7) 5:41:55 (7) 6:22:00
(7) 29:28 (7) 46:08 (10) 1:00:27 (11) 21:22 (6) 28:35 (9) 40:14 (9) 21:21 (6) 38:04 (6) 56:16 (10) 40:05

木村　勇人　２ 城戸口　元磨(89) 木村　秀人　１ 酒井　　光　３ 髙橋　洸樹　(93) 小玉　健太　(93) 稲毛　義樹　M２ 荒井　　学　(78) 鈴木　洋平　(89) 鈴木　一成　(89)
ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ ｻｶｲ ﾋｶﾙ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ ｲﾅｹﾞ ﾖｼｷ ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ

8 6:26:46 4 上　山 東海大山形高 神町自衛隊 中央学院大 東海大山形高 上山市陸協 上山市陸協 東北大 上山市陸協 神町自衛隊 神町自衛隊
(6) 29:24 (8) 1:15:51 (8) 2:15:32 (8) 2:35:56 (8) 3:05:25 (8) 3:44:40 (8) 4:05:46 (8) 4:45:33 (8) 5:44:53 (8) 6:26:46
(6) 29:24 (8) 46:27 (9) 59:41 (3) 20:24 (8) 29:29 (8) 39:15 (8) 21:06 (10) 39:47 (9) 59:20 (11) 41:53

酒井　佑貴　２ 伊藤　将太　３ 佐藤　　航　(87) 髙橋　　椋　３ 斎藤　誉也　２ 佐藤　和美　(86) 菅井　大地　３ 齋藤　裕太　(86) 髙岡　利彦　(76) 島貫　　亘　(80)
ｻｶｲ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ ｽｶﾞｲﾀﾞｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾀｶｵｶ ﾄｼﾋｺ ｼﾏﾇｷ ｾﾝ

9 6:27:25 1 米　沢 米沢興譲館高 上武大 米沢市陸協 九里学園高 米沢工高 米沢市陸協 九里学園高 米沢市陸協 米沢市陸協 米沢市陸協
(11) 31:42 (11) 1:19:07 (10) 2:17:57 (10) 2:39:08 (10) 3:09:20 (11) 3:50:10 (11) 4:12:04 (10) 4:49:30 (9) 5:48:29 (9) 6:27:25
(11) 31:42 (10) 47:25 (6) 58:50 (9) 21:11 (10) 30:12 (11) 40:50 (11) 21:54 (3) 37:26 (8) 58:59 (6) 38:56

齋藤　　諒　１ 五十嵐　宇駿(93) 加藤　善宏　(74) 上野　聖哉　２ 多田　拓未　２ 中野　哲平　(84) 安野　　大　３ 須貝　俊太郎３ 志田　北斗　(86) 工藤　亘太　３
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ ｳｴﾉ ﾏｻﾔ ﾀﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾅｶﾉ ﾃｯﾍﾟｲ ﾔｽﾉ ﾀﾞｲ ｽｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｼﾀﾞ ﾎｸﾄ ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ

10 6:30:31 10 鶴岡田川 酒田南高 鶴岡市陸協 鶴岡市陸協 鶴岡南高 鶴岡東高 鶴岡市陸協 鶴岡中央高 鶴岡南高 鶴岡市陸協 鶴岡工高
(4) 29:10 (10) 1:17:18 (11) 2:18:26 (11) 2:39:37 (11) 3:09:32 (10) 3:49:59 (10) 4:11:24 (11) 4:50:17 (10) 5:50:59 (10) 6:30:31
(4) 29:10 (11) 48:08 (11) 1:01:08 (9) 21:11 (9) 29:55 (10) 40:27 (10) 21:25 (8) 38:53 (10) 1:00:42 (8) 39:32

鈴木　亮平　１ 今野　和磨　(89) 石川　　貴　(80) 加藤　巧記　２ 齋藤　宥哉　２ 柴田　　翔　(89) 佐藤　　翔　(88) 池田　智久　(92) 高橋　直貴　(85) 富山　裕二　(82)
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾏ ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ ｶﾄｳ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ ｻﾄｳ ｼｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

DNF 11 酒田飽海 酒田南高 酒田市陸協 酒田市陸協 酒田南高 酒田南高 酒田市陸協 酒田市陸協 酒田市陸協 酒田市陸協 酒田市陸協
(5) 29:23 (5) 1:15:17 (5) 2:14:11 (6) 2:35:11 (6) 3:03:28 (6) 3:41:15 (6) 4:01:12 (4) 4:38:34
(5) 29:23 (6) 45:54 (7) 58:54 (7) 21:00 (5) 28:17 (5) 37:47 (2) 19:57 (2) 37:22 DNF (5) 38:16

27:55 45:23 56:58 19:09 26:19 36:11 18:41 35:45 51:42 35:23
滝口　雄仁 土田　公平 斎藤　伴和 菅野　真澄 近野聡志(南陽)43回 鈴木　弘成 佐々木　睦之 後藤　拓馬 武田　郷史 石丸　貴志
(山形)52回 （北村山）56回 (寒河江･西村山)56回 (寒河江･西村山)47回 土田公平(北村)53回 (天童・東村山)56回 (北村山)55回 (鶴岡・田川)53回 （南陽・東置賜）56回 (北村山)52回

NGR: 大会新記録　　NSR: 区間新記録　　=SR: 区間タイ記録　　DNF: 途中棄権

順位 No. チーム／メンバー
記録
ｺﾒﾝﾄ



第５７回山形県縦断駅伝競走大会　第３日目　総合結果

大会記録(３日目)     4:13:52　　酒田飽海        56回   2010.4.29

第２１区 第２２区 第２３区 第２４区 第２５区 第２６区 第２７区 第２８区
長井～川西 川西～米沢 米沢～上郷 上郷～亀岡 亀岡～高畠 高畠～南陽 南陽～上山 上山～山形

13.2km 13.4km 2.8km 8.4km 3.0km 8.5km 16.6km 14.2km
大谷　　克　(88) 渡邉　清紘　(87) 佐々木　優　３ 伊藤　　翼　３ 小川　悟史　３ 佐藤　真二　(91) ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ・ｺｽﾏｽ(89) 小川　智寛　(89)

ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ ｻｻｷ ﾕｳ ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ ｵﾝﾃﾞｨﾊﾞ ｺｽﾏｽ ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ
1 4:13:58 2 南陽東置賜 南陽市役所 南陽市役所 高畠一中 米沢工高 高畠四中 南陽市役所 南陽市役所 南陽東置賜陸協

(1) 40:23 (1) 1:22:42 (1) 1:31:51 (3) 1:59:32 (3) 2:10:02 (3) 2:37:44 (1) 3:28:33 (1) 4:13:58
(1) 40:23 (1) 42:19 (8) 9:09 (7) 27:41 (10) 10:30 (4) 27:42 (1) 50:49 NSR (1) 45:25

菅原　　翼　(88) 今井　慎吾　１ 伊藤　祐平　２ 工藤　天輝　３ 荒生　悠喜　３ 三笠　慧吾　３ 今野　和磨　(89) 小林　博人　１
ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ ｲﾏｲ ｼﾝｺﾞ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ ｱﾗｵ ﾋｻｷ ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ

2 4:19:30 11 酒田飽海 酒田市陸協 亜細亜大 鳥海八幡中 酒田南高 酒田一中 酒田南高 酒田市陸協 平成国際大
(4) 41:03 (2) 1:23:57 (2) 1:32:29 (2) 1:59:24 (2) 2:09:26 (2) 2:36:09 (3) 3:32:11 (2) 4:19:30
(4) 41:03 (3) 42:54 (2) 8:32 (2) 26:55 (1) 10:02 (2) 26:43 (8) 56:02 (3) 47:19

五十嵐　清和(77) 土田　公平　(84) 本間　　渉　３ 吉田　　楓　３ 武田　将樹　２ 竹内　竜真　２ 辻村　　充　(83) 岡部　佑矢　(84)
ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖｶｽﾞ ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｷ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾙ ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾔ

3 4:20:26 8 北村山 神町自衛隊 神町自衛隊 福原中 東海大山形高 尾花沢中 東京農大 北村山地区陸協 神町自衛隊
(6) 41:36 (4) 1:24:52 (5) 1:33:31 (1) 1:59:09 (1) 2:09:24 (1) 2:34:52 (2) 3:29:51 (3) 4:20:26
(6) 41:36 (4) 43:16 (3) 8:39 (1) 25:38 NSR (4) 10:15 (1) 25:28 NSR (4) 54:59 (10) 50:35

日野　裕也　(89) 石山　英明　(86) 黒田　将也　３ 多田　俊樹　３ 土屋　　隆　３ 清野　剛史　(78) 伹野　朋裕　(84) 長谷川　淳　(75)
ﾋﾉ ﾕｳﾔ ｲｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾔ ﾀﾀﾞ ﾄｼｷ ﾂﾁﾔ ﾘｭｳ ｾｲﾉ ﾂﾖｼ ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ

4 4:21:51 6 天童東村山 日新製薬 日新製薬 天童二中 東海大山形高 天童一中 天童市陸協 東北パイオニア 天童市役所
(2) 40:28 (3) 1:24:32 (3) 1:33:14 (5) 2:00:56 (5) 2:11:21 (5) 2:39:24 (5) 3:35:11 (4) 4:21:51
(2) 40:28 (7) 44:04 (4) 8:42 (8) 27:42 (7) 10:25 (6) 28:03 (6) 55:47 (2) 46:40

星川　裕貴　３ 木野　安騎史２ 森　　優太　３ 田中　友也　３ 菅原　直哉　３ 渋谷　晃輝　３ 須藤　　朗　(87) 渡辺　航旗　４
ﾎｼｶﾜ ﾕﾀｶ ｷﾉ ｱｷﾌﾐ ﾓﾘ ﾕｳﾀ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ ｽﾄｳ ｱｷﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ

5 4:22:39 5 山　形 平成国際大 平成国際大 山形十中 山形中央高 山形四中 東海大山形高 ＪＡやまがた 東北学院大
(7) 41:40 (5) 1:25:10 (4) 1:33:25 (4) 2:00:49 (4) 2:10:52 (4) 2:38:47 (4) 3:35:01 (5) 4:22:39
(7) 41:40 (5) 43:30 (1) 8:15 (4) 27:24 (2) 10:03 (5) 27:55 (9) 56:14 (4) 47:38

櫻井　　豊　(85) 城戸口　元磨(89) 會田　健人　３ 木村　勇人　２ 川合　祥吾　３ 渡邉　　貴　２ 佐藤　寛人　(90) 木村　秀人　１
ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ ｱｲﾀ ﾀｹﾋﾄ ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ

6 4:26:01 4 上　山 上山市陸協 神町自衛隊 上山北中 東海大山形高 上山北中 東海大山形高 上山市陸協 中央学院大
(8) 41:57 (9) 1:27:38 (9) 1:36:48 (8) 2:04:12 (8) 2:14:41 (6) 2:42:13 (6) 3:36:07 (6) 4:26:01
(8) 41:57 (10) 45:41 (9) 9:10 (4) 27:24 (9) 10:29 (3) 27:32 (3) 53:54 (6) 49:54

佐竹　信哉　１ 佐藤　　航　(87) 黒田　　賢　２ 西村　　翔　２ 熊谷　哲志　２ 髙橋　郁人　１ 管成　真一　(80) 狭間　貴博　３
ｻﾀｹ ｼﾝﾔ ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂｼ ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ ｶﾝﾅﾘ ｼﾝｲﾁ ﾊｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

7 4:27:33 1 米　沢 平成国際大 米沢市陸協 米沢四中 米沢工高 米沢三中 東北文教短大 米沢市陸協 山形大
(10) 42:41 (8) 1:26:42 (8) 1:35:47 (10) 2:05:14 (10) 2:15:28 (10) 2:44:38 (7) 3:37:29 (7) 4:27:33
(10) 42:41 (6) 44:01 (6) 9:05 (11) 29:27 (3) 10:14 (9) 29:10 (2) 52:51 (8) 50:04

樋口　勝利　(87) 嶋貫　大地　(88) 竹田　裕道　３ 安部　亮太　３ 菅野　利記　２ 手塚　雄一朗(91) 高橋　賢人　(87) 駒津　普司　(70)
ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ ｼﾏﾇｷ ﾀﾞｲﾁ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｶﾝﾉ ﾘｷ ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ[T] ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ

8 4:28:51 3 長井西置賜 西置賜地区陸協 西置賜地区陸協 白鷹東中 米沢中央高 長井北中 西置賜地区陸協 協同薬品 西置賜地区陸協
(3) 40:40 (7) 1:25:49 (7) 1:34:56 (6) 2:03:14 (6) 2:13:41 (7) 2:42:15 (8) 3:38:13 (8) 4:28:51
(3) 40:40 (8) 45:09 (7) 9:07 (9) 28:18 (8) 10:27 (8) 28:34 (7) 55:58 (11) 50:38

木水　　良　(87) 後藤　祐一　(87) 髙橋　翔太　３ 小林　　駿　３ 西嶋　英倫　３ 菅野　　学　(76) 藤山　修一　(88) 山口　大陽　(86)
ｷﾐｽﾞ ｱｷﾗ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ﾆｼｼﾞﾏﾋﾃﾞﾉﾘ ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

9 4:29:39 9 新庄最上 新庄地区陸協 新庄地区陸協 金山中 山形中央高 戸沢中 新庄地区陸協 新庄地区陸協 新庄地区陸協
(11) 42:49 (6) 1:25:34 (6) 1:34:33 (7) 2:03:29 (7) 2:13:50 (9) 2:43:17 (10) 3:41:54 (9) 4:29:39
(11) 42:49 (2) 42:45 (5) 8:59 (10) 28:56 (5) 10:21 (10) 29:27 (10) 58:37 (5) 47:45

梅木　侑介　３ 日向　貴憲　(79) 丸山　祐也　２ 鈴木　博斗　２ 工藤　　求　２ 多田　拓未　２ 吉泉　　亘　(86) 加藤　善宏　(74)
ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ｸﾄﾞｳ ﾓﾄﾑ ﾀﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

10 4:31:39 10 鶴岡田川 流通経済大 鶴岡市陸協 鶴岡二中 鶴岡工高 余目中 鶴岡東高 鶴岡市陸協 鶴岡市陸協
(5) 41:30 (11) 1:29:26 (11) 1:38:40 (11) 2:06:13 (11) 2:16:36 (11) 2:46:18 (9) 3:41:41 (10) 4:31:39
(5) 41:30 (11) 47:56 (10) 9:14 (6) 27:33 (6) 10:23 (11) 29:42 (5) 55:23 (7) 49:58

菅野　　均　４ 渡辺　哲也　２ 武田　和樹　３ 荒木　暸一　３ 高橋　瑠依　３ 伊東　直之　(90) 鈴木　智彦　(87) 菊地　春紀　(85)
ｶﾝﾉ ﾋﾄｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ ｷｸﾁ ﾊﾙｷ

11 4:32:37 7 寒河江西村山 東北大 専修大 陵西中 東海大山形高 河北中 西村山地区陸協 西村山地区陸協 西村山地区陸協
(9) 42:32 (10) 1:27:53 (10) 1:37:07 (9) 2:04:25 (9) 2:15:07 (8) 2:43:11 (11) 3:42:15 (11) 4:32:37
(9) 42:32 (9) 45:21 (10) 9:14 (3) 27:18 (11) 10:42 (7) 28:04 (11) 59:04 (9) 50:22

39:39 40:38 8:10 25:52 9:44 26:07 50:50 44:00
阿宗　高広 佐藤　寛才 伊藤　弘毅 竹内　竜真 横山　雄太 佐々木睦之 羽島　駿介 堀　　　悟
(上山)53回 (酒田･飽海)56回 (米沢)54回 (北村山)56回 (米沢)53回 (北村山)54回 (上山)53回 (北村山)52回

NGR: 大会新記録　　NSR: 区間新記録

順位 No. チーム／メンバー
記録
ｺﾒﾝﾄ




