
 

第 7回 蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 

兼 第 15 回 山形県ジュニア駅伝競走大会 

第 37 回 蔵王坊平クロスカントリー大会 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成 24 年８月５日（日） 

 会 場 上山市蔵王高原坊平クロスカントリーコース 

         

 

   一般財団法人山形陸上競技協会 
大会コード  12060006 

競技場コード  



 

総 務 矢 萩 治 男 

審 判 長 長 澤 吉 輝 

記 録 主 任 佐 藤 幸 夫 
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日付 時刻 天候 気温 湿度 風向風速 場所名
2012年 8月 5日  9:00 晴れ 27.9℃ 53.5％ 北東   0.7m/s 競技場

10:00 晴れ 28.5℃ 59.8％ 北東   0.5m/s 競技場
11:00 晴れ 28.7℃ 53.8％ 東北東 0.6m/s 競技場
12:00 晴れ 29.3℃ 55.1％              競技場
13:00 晴れ 29.6℃ 55.5％ 南南西 0.3m/s 競技場
14:00 晴れ 27.7℃ 60.0％ 南南東 0.2m/s 競技場



第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
　兼第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会

区間賞（男子）
氏　　名 所　　　属 記　録 備　考

第１区 　時田　爽士　３ 秋田陸協（秋田）・大曲中 １０：１９

　荒尾　実慧　６ 酒田市・松陵小

　鈴木　克彦　６ 村山市・楯岡小

第３区 　伊藤　平　２ 酒田市・鳥海八幡中 ９：２７ 区間新

第４区 　秋山　亮太　６ 秋田市（秋田）・大住小 ６：４４

第５区 　松田　健汰　３ 上山市・上山南中 ９：４８

区間新記録（男子・県内男子）
氏　名 所　属 記　録 前記録

第３区 　伊藤　平　２ 酒田市・鳥海八幡中 ９：２７  9:28

大会ﾀｲ記録（女子･県内女子）

チーム名 記　録

　上山市 ４８：１１

区間賞（女子）

氏　名 所　属 記　録 備　考

第１区 　原田　咲雪　３ 米沢市・米沢三中 １１：０９ 区間ﾀｲ

第２区 　齋野　泰葉　６ 上山市・南小 ７：０６

第３区 　佐藤　瑞穂　３ 上山市・上山南中 １０：５８

第４区 　石澤　希らら６ 上山市・南小 ７：１３

第５区 　徳田　　蒼　１ 酒田市・酒田一中 １１：０１

区間ﾀｲ記録（女子・県内女子）
氏　名 所　属 記　録

第１区 　原田　咲雪　３ 米沢市・米沢三中 １１：０９

平成24年8月5日

山形陸上競技協会

第２区 ６：４０



男子 全国  ジュニア駅伝男子全国大会 2012年 8月 5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      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1    51     44:05 秋田陸協    
秋　田      
            

時田　爽士　３    
ﾄｷﾀ ｿｳｼ           
大曲中            
(  1)    10:19
(  1)    10:19

竹澤　歩人　６    
ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ         
十和田小          
(  6)    06:47
(  1)    17:06

佐藤　慎太郎３    
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ         
鷹巣中            
(  4)    09:54
(  2)    27:00

佐藤　悠祐　６    
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ          
綴子小            
(  5)    07:04
(  2)    34:04

石垣　陽介　３    
ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ        
羽後中            
(  2)    10:01
(  1)    44:05

    2     4     44:36 酒田市      
            
            

荒生　悠喜　３    
ｱﾗｵ ﾋｻｷ           
酒田一中          
(  4)    10:34
(  4)    10:34

荒生　実慧　６    
ｱﾗｵ ﾏｻﾄ           
松陵小            
(  1)    06:40
(  2)    17:14

伊藤　平　２    
ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ          
鳥海八幡中        
(  1) *  09:27
(  1)    26:41

阿部　大和　６    
ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ           
宮野浦小          
( 15)    07:22
(  1)    34:03

冨樫　和樹　３    
ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ         
酒田四中          
( 13)    10:33
(  2)    44:36

    3     1     44:39 山形市      
            
            

菅原　直哉　３    
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ         
山形四中          
(  2)    10:21
(  2)    10:21

叶谷　友希　６    
ｶﾉﾔ ﾕｳｷ           
山大附小          
(  9)    06:56
(  3)    17:17

佐々木　守　３    
ｻｻｷ ﾏﾓﾙ           
山形十中          
(  6)    10:02
(  4)    27:19

奥山　登啓　６    
ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ         
みはらしの丘小    
(  6)    07:05
(  4)    34:24

遠藤　拓郎　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ        
山形十中          
(  6)    10:15
(  3)    44:39

    4     7     44:39 上山市      
            
            

川合　祥吾　３    
ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ        
上山北中          
( 12)    10:49
( 12)    10:49

半田　　陸　５    
ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ           
南小              
( 15)    07:09
( 10)    17:58

八鍬　弘樹　３    
ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ           
上山南中          
(  3)    09:51
(  5)    27:49

木村　海翔　６    
ｷﾑﾗ ｶｲﾄ           
南小              
(  4)    07:02
(  6)    34:51

松田　健汰　３    
ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ          
上山南中          
(  1)    09:48
(  4)    44:39

    5    52     44:59 秋田市      
秋　田      
            

佐藤　弥優　３    
ｻﾄｳ ﾐﾕ            
勝平中            
( 19)    11:09
( 19)    11:09

加藤　一輝　６    
ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ          
秋田東小          
(  8)    06:50
( 11)    17:59

小林　航大　３    
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ       
城南中            
(  7)    10:08
(  7)    28:07

秋山　亮太　６    
ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ         
大住小            
(  1)    06:44
(  5)    34:51

高井　大和　３    
ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ           
土崎中            
(  4)    10:08
(  5)    44:59

    6     3     45:02 鶴岡市      
            
            

石塚　朗大　３    
ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ        
豊浦中            
(  5)    10:35
(  5)    10:35

伊藤　春陽　６    
ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ           
朝暘一小          
( 10)    06:57
(  4)    17:32

佐藤　雄志　３    
ｻﾄｳ ﾕｳｼ           
鶴岡三中          
(  2)    09:46
(  3)    27:18

佐藤　悠太　６    
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ           
黄金小            
(  3)    06:56
(  3)    34:14

長南　昌吾　２    
ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ       
鶴岡一中          
( 20)    10:48
(  6)    45:02

    7     9     45:21 長井市      
            
            

佐藤　拓実　３    
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ           
長井南中          
( 11)    10:46
( 11)    10:46

四釜　峻佑　６    
ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ         
長井小            
( 16)    07:10
(  9)    17:56

安達　大悟　３    
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ        
長井北中          
(  5)    09:56
(  6)    27:52

齋藤　亘星　６    
ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ         
長井小            
( 11)    07:19
(  7)    35:11

菅野　利記　２    
ｶﾝﾉ ﾘｷ            
長井北中          
(  5)    10:10
(  7)    45:21

    8     5     45:52 新庄市      
            
            

松本　陽明　３    
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ         
日新中            
( 21)    11:11
( 21)    11:11

石川　創太　６    
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ          
日新小            
(  3)    06:41
(  5)    17:52

高橋　一輝　３    
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ         
日新中            
(  8)    10:18
(  8)    28:10

齋藤　優樹　６    
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ          
沼田小            
(  7)    07:06
(  9)    35:16

五十嵐　譲　３    
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ        
日新中            
( 15)    10:36
(  8)    45:52

    9    10     46:04 天童市      
            
            

鈴木　　信　３    
ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ          
天童一中          
( 16)    11:04
( 16)    11:04

太田　龍馬　６    
ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ          
寺津小            
( 14)    07:08
( 18)    18:12

清野　彪我　３    
ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ         
天童四中          
( 15)    10:32
( 14)    28:44

鈴木　修平　６    
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ        
寺津小            
(  9)    07:14
( 12)    35:58

澤田　颯太　３    
ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ          
天童一中          
(  3)    10:06
(  9)    46:04

   10     2     46:09 米沢市      
            
            

黒田　　賢　２    
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ          
米沢四中          
(  6)    10:39
(  6)    10:39

情野　　琳　６    
ｾｲﾉ ﾘﾝ            
愛宕小            
( 21)    07:16
(  8)    17:55

酒井　大貴　３    
ｻｶｲ ﾋﾛｷ           
米沢五中          
( 12)    10:26
( 10)    28:21

遠山　龍浩　６    
ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ         
北部小            
( 11)    07:19
( 10)    35:40

浦嶋　亮吾　３    
ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ        
米沢五中          
( 10)    10:29
( 10)    46:09

   11     8     46:09 村山市      
            
            

板垣　天汰　３    
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ         
楯岡中            
( 23)    11:24
( 23)    11:24

鈴木　克彦　６    
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ         
楯岡小            
(  1)    06:40
( 14)    18:04

井上　尚哉　３    
ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ          
楯岡中            
( 10)    10:20
( 11)    28:24

宇津井　琉紀６    
ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ          
楯岡小            
(  2)    06:52
(  8)    35:16

八鍬　佳紀　２    
ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ          
楯岡中            
( 23)    10:53
( 11)    46:09

   12    27     46:37 戸沢村      
            
            

西嶋　英倫　３    
ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ       
戸沢中            
( 10)    10:46
( 10)    10:46

中鉢　壱成　６    
ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ       
戸沢小            
( 13)    07:07
(  6)    17:53

小屋　嘉毅　３    
ｺﾔ ｶｽﾞｷ           
戸沢中            
( 16)    10:33
( 13)    28:26

皆川　桜介　５    
ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ        
神田小            
( 23)    07:44
( 14)    36:10

海藤　和敬　２    
ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ        
戸沢中            
(  9)    10:27
( 12)    46:37

   13    11     46:37 東根市      
            
            

吉田　　梢　２    
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ          
東根二中          
( 17)    11:06
( 17)    11:06

荒井　駿太　６    
ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ          
大森小            
( 20)    07:14
( 21)    18:20

長瀬　尭介　３    
ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ        
東根一中          
( 13)    10:31
( 16)    28:51

奥山　　舜　６    
ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ          
東根小            
( 13)    07:21
( 15)    36:12

荒井　雄哉　２    
ｱﾗｲ ﾕｳﾔ           
神町中            
(  7)    10:25
( 13)    46:37

   14    22     46:39 最上町      
            
            

奥山　智広　２    
ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ         
最上中            
(  3)    10:24
(  3)    10:24

菅　　大晟　６    
ｶﾝ ﾀｲｾｲ           
東法田小          
( 25)    07:29
(  7)    17:53

大場　　司　３    
ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ          
最上中            
(  9)    10:19
(  9)    28:12

野口　　颯　６    
ﾉｸﾞﾁ ｿｳ           
向町小            
( 25)    07:52
( 13)    36:04

菅嶋　健斗　３    
ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ        
最上中            
( 14)    10:35
( 14)    46:39

   15    31     46:41 白鷹町      
            
            

竹田　裕道　３    
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ         
白鷹東中          
(  8)    10:42
(  8)    10:42

遠藤　幸登　５    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ         
東根小            
( 23)    07:21
( 13)    18:03

鈴木　皓大　２    
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ         
白鷹東中          
( 11)    10:22
( 12)    28:25

渡邉　海飛　６    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ         
荒砥小            
( 16)    07:26
( 11)    35:51

小形　駿一　３    
ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ        
白鷹東中          
( 22)    10:50
( 15)    46:41

   16    15     46:55 中山町      
            
            

佐藤　　拓　３    
ｻﾄｳ ﾋﾗｸ           
中山中            
( 20)    11:09
( 20)    11:09

鈴木　真大　６    
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ          
豊田小            
( 16)    07:10
( 20)    18:19

伊澤　早智　３    
ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ          
中山中            
( 19)    10:37
( 18)    28:56

今田　太志　６    
ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ           
豊田小            
( 21)    07:34
( 18)    36:30

阿部　博也　３    
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ           
中山中            
(  7)    10:25
( 16)    46:55

   17    34     47:05 庄内町      
            
            

長南　翔太　３    
ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ        
立川中            
( 24)    11:26
( 24)    11:26

足達　　元　６    
ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ          
余目三小          
(  4)    06:44
( 16)    18:10

富樫　勇斗　１    
ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ          
余目中            
( 25)    10:50
( 19)    29:00

高橋　優真　６    
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ          
余目三小          
( 10)    07:17
( 16)    36:17

佐藤　琉稀　１    
ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ          
余目中            
( 20)    10:48
( 17)    47:05

   18    19     47:16 大江町      
            
            

公平　和輝　２    
ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ         
大江中            
( 25)    11:27
( 25)    11:27

大沼　　翼　６    
ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ         
左沢小            
(  4)    06:44
( 17)    18:11

阿部　　海　３    
ｱﾍﾞ ｶｲ            
大江中            
( 20)    10:39
( 15)    28:50

金山　遼河　６    
ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ        
本郷東小          
( 19)    07:28
( 17)    36:18

鈴木　皓樹　２    
ｽｽﾞｷ ｺｳｷ          
大江中            
( 24)    10:58
( 18)    47:16

*…区間新記録



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

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   19    28     47:18 高畠町      
            
            

佐々木　優　３    
ｻｻｷ ﾕｳ            
高畠一中          
( 13)    10:50
( 13)    10:50

竹田　空良　６    
ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ           
糠野目小          
( 16)    07:10
( 12)    18:00

高野　志穏　３    
ﾀｶﾉ ｼｵﾝ           
高畠三中          
( 30)    11:22
( 23)    29:22

竹田　星音　６    
ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ          
糠野目小          
( 17)    07:27
( 22)    36:49

佐藤　洸人　１    
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ           
高畠二中          
( 10)    10:29
( 19)    47:18

   20    26     47:26 鮭川村      
            
            

髙橋　　司　３    
ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ          
鮭川中            
( 14)    10:52
( 14)    10:52

安彦　裕尚　６    
ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ         
鮭川小            
( 26)    07:32
( 23)    18:24

安彦　興太朗３    
ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ        
鮭川中            
( 26)    10:53
( 21)    29:17

齋藤　天斗　６    
ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ          
鮭川小            
( 17)    07:27
( 20)    36:44

髙橋　匡衡　３    
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ         
鮭川中            
( 19)    10:42
( 20)    47:26

   21    35     47:50 遊佐町      
            
            

髙橋　　泰　３    
ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ          
遊佐中            
( 28)    11:38
( 28)    11:38

高橋　虎太郎６    
ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ         
遊佐小            
(  6)    06:47
( 24)    18:25

佐藤　　巧　２    
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ           
遊佐中            
( 23)    10:47
( 20)    29:12

鈴木　竣介　６    
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ        
吹浦小            
( 22)    07:36
( 21)    36:48

石垣　世生　３    
ｲｼｶﾞｷ ｾｲ          
遊佐中            
( 25)    11:02
( 21)    47:50

   22    24     47:53 真室川町    
            
            

松沢　　翔　３    
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ         
真室川中          
( 26)    11:30
( 26)    11:30

藤田　登摩　５    
ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ          
真室川小          
( 24)    07:23
( 27)    18:53

小座間　匠斗１    
ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ          
真室川中          
( 23)    10:47
( 27)    29:40

渡部　康生　６    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ        
真室川小          
( 20)    07:32
( 24)    37:12

佐藤　　凌　１    
ｻﾄｳ ﾘｮｳ           
真室川中          
( 17)    10:41
( 22)    47:53

   23    16     47:58 河北町      
            
            

高橋　瑠依　３    
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ           
河北中            
( 15)    11:00
( 15)    11:00

五十嵐　勇亮６    
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ        
谷地中部小        
( 12)    07:06
( 15)    18:06

中村　大星　２    
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ         
河北中            
( 29)    11:15
( 22)    29:21

奥山　信希　６    
ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ         
谷地中部小        
( 26)    07:56
( 25)    37:17

石川　るい　２    
ｲｼｶﾜ ﾙｲ           
河北中            
( 17)    10:41
( 23)    47:58

   24    13     48:06 南陽市      
            
            

大津　吉信　３    
ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ         
宮内中            
(  9)    10:43
(  9)    10:43

相澤　宏有　６    
ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ        
宮内小            
( 27)    07:34
( 19)    18:17

西村　諒介　１    
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ        
宮内中            
( 17)    10:35
( 17)    28:52

後藤　龍之介５    
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ       
赤湯小            
( 32)    08:34
( 27)    37:26

竹田　淳哉　２    
ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ          
沖郷中            
( 16)    10:40
( 24)    48:06

   25    14     48:13 山辺町      
            
            

大宮　佳輝　３    
ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ          
山辺中            
( 30)    11:51
( 30)    11:51

下山　竜佑　６    
ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ        
相模小            
( 11)    07:00
( 25)    18:51

大場　啓史　３    
ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ          
山辺中            
( 21)    10:40
( 24)    29:31

庄司　夢ノ介５    
ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ       
山辺小            
(  7)    07:06
( 19)    36:37

庄司　海都　２    
ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ         
山辺中            
( 28)    11:36
( 25)    48:13

   26     6     48:26 寒河江市    
            
            

武田　和樹　３    
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ         
陵西中            
( 22)    11:16
( 22)    11:16

柏倉　佑哉　６    
ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ        
幸生小            
( 31)    07:50
( 28)    19:06

秋葉　洸介　３    
ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ         
陵西中            
( 18)    10:36
( 28)    29:42

佐藤　智輝　６    
ｻﾄｳ ﾄﾓｷ           
南部小            
( 13)    07:21
( 23)    37:03

菖蒲　智也　２    
ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ           
陵南中            
( 26)    11:23
( 26)    48:26

   27    12     48:49 尾花沢市    
            
            

三浦　壱成　２    
ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ          
福原中            
( 32)    12:33
( 32)    12:33

本間　海成　６    
ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ          
明徳小            
( 19)    07:11
( 31)    19:44

森　　謙太　３    
ﾓﾘ ｹﾝﾀ            
尾花沢中          
( 13)    10:31
( 29)    30:15

大類　遼貴　５    
ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ          
福原中部小        
( 29)    08:04
( 29)    38:19

清藤　　睦　３    
ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ          
常盤中            
( 12)    10:30
( 27)    48:49

   28    23     48:57 舟形町      
            
            

吉田　　航　２    
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ          
舟形中            
( 18)    11:08
( 18)    11:08

狩野　景太　６    
ｶﾉ ｹｲﾀ            
富長小            
( 30)    07:44
( 26)    18:52

浅沼　凱斗　２    
ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ          
舟形中            
( 22)    10:43
( 26)    29:35

富樫　太洋　６    
ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ         
富長小            
( 24)    07:46
( 26)    37:21

眞見　　樹　２    
ﾏﾐ ｲﾂｷ            
舟形中            
( 28)    11:36
( 28)    48:57

   29    29     49:41 川西町      
            
            

寒河江　璃矩３    
ｻｶﾞｴ ﾘｸ           
川西中            
(  7)    10:41
(  7)    10:41

情野　純平　５    
ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ       
中郡小            
( 29)    07:42
( 22)    18:23

小形　祥史　２    
ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ         
川西中            
( 27)    11:09
( 25)    29:32

土井　　匠　５    
ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ           
小松小            
( 28)    08:02
( 28)    37:34

齋藤　　陸　１    
ｻｲﾄｳ ﾘｸ           
川西中            
( 31)    12:07
( 29)    49:41

   30    20     51:19 大石田町    
            
            

遠藤　皇太　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ         
大石田中          
( 29)    11:44
( 29)    11:44

遠藤　寛人　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ         
大石田南小        
( 33)    08:12
( 32)    19:56

小玉　祥太　３    
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ         
大石田中          
( 30)    11:22
( 32)    31:18

海藤　崚二　６    
ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ        
大石田北小        
( 30)    08:06
( 31)    39:24

横尾　章宏　３    
ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ          
大石田中          
( 30)    11:55
( 30)    51:19

   31    17     51:26 西川町      
            
            

工藤　勇樹　３    
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ          
西川中            
( 31)    12:00
( 31)    12:00

工藤　龍河　６    
ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ        
西川小            
( 28)    07:38
( 30)    19:38

齋藤　陽雲　３    
ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ          
西川中            
( 32)    11:32
( 31)    31:10

大場　緋彩　５    
ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ          
西川小            
( 33)    08:42
( 32)    39:52

志田　圭司　３    
ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ          
西川中            
( 27)    11:34
( 31)    51:26

   32    30     51:46 小国町      
            
            

渡部　拳人　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ         
小国中            
( 27)    11:38
( 27)    11:38

玉津　海人　６    
ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ           
小国小            
( 31)    07:50
( 29)    19:28

伊藤　貴彦　３    
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ          
小国中            
( 27)    11:09
( 30)    30:37

木戸　景太　６    
ｷﾄﾞ ｹｲﾀ           
小国小            
( 31)    08:17
( 30)    38:54

伊藤　悠斗　２    
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ           
小国中            
( 32)    12:52
( 32)    51:46

   33    18     53:59 朝日町      
            
            

白田　佑太　３    
ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ           
朝日中            
( 33)    13:07
( 33)    13:07

佐竹　尚哉　６    
ｻﾀｹ ﾅｵﾔ           
宮宿小            
( 22)    07:18
( 33)    20:25

佐竹　智康　３    
ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ          
朝日中            
( 33)    11:59
( 33)    32:24

阿部　慎吾　６    
ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ          
大谷小            
( 27)    08:01
( 33)    40:25

鈴木　雅也　３    
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ          
朝日中            
( 33)    13:34
( 33)    53:59

  OPN    32     50:59 飯豊町      
            
            

鈴木　春記　２    
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ          
飯豊中            
(OPN)    11:54
(OPN)    11:54

佐藤　悠真　６    
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ           
飯豊一小          
(OPN)    07:42
(OPN)    19:36

後藤　祐樹　３    
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ          
飯豊中            
(OPN)    11:43
(OPN)    31:19

渡部　怜央　６    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ          
飯豊一小          
(OPN)    08:08
(OPN)    39:27

伊藤　　篤　２    
ｲﾄｳ ｱﾂｼ           
飯豊中            
(OPN)    11:32
(OPN)    50:59

   21
DQ  

金山町      
            
            

髙橋　翔太　３    
ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ        
金山中            

  X 

星川　優河　６    
ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ        
明安小            

  S 

大山　　悠　２    
ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ          
金山中            

  S 

髙橋　大地　６    
ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ        
金山小            

  S 

黒沼　武尊　３    
ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ         
金山中            

  S 

   25
DNS 

大蔵村      
            
            

佐藤　大亮　２    
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ         
大蔵中            

    

半田　愛士　６    
ﾊﾝﾀﾞ ｲﾄｼ          
大蔵小            

    

八鍬　武志　２    
ﾔｸﾜ ﾀｹｼ           
大蔵中            

    

清水　太洋　６    
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ         
大蔵小            

    

柿﨑　陵児　３    
ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ       
大蔵中            

    

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

續木　悠也          
協和中　6th         

  09:28

鈴木　　快          
合川西小5th         

  06:35

山邊　諒太郎        
山形十中6th         

  09:40

X…区間失格 S…区間未発走

凡例: OPN: オープン参加 ／ DQ :失    格 ／ DNS:欠    場



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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 タイム チ 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    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      

9 13 10 43 南陽市 大津 吉信 ３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 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    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    9    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
   10    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   11     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   12     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   13    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   14    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   15    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   16    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   17    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   18    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
19 52 11 09 秋 市 佐藤 弥優 ｻ ｳ 勝 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    9    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
   10    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   11     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   12     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   13    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   14    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   15    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   16    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   17    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   18    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   19    52   11:09 秋田市      佐藤　弥優　３ ｻﾄｳ ﾐﾕ        勝平中        
   20    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   21     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   22     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   23     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   24    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   25    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   26    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   27    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   28    35   11:38 遊佐町      髙橋 　泰 ３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    9    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
   10    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   11     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   12     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   13    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   14    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   15    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   16    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   17    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   18    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   19    52   11:09 秋田市      佐藤　弥優　３ ｻﾄｳ ﾐﾕ        勝平中        
   20    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   21     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   22     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   23     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   24    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   25    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   26    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   27    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   28    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   29    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   30    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   31    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   32    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   33    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    9    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
   10    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   11     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   12     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   13    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   14    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   15    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   16    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   17    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   18    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   19    52   11:09 秋田市      佐藤　弥優　３ ｻﾄｳ ﾐﾕ        勝平中        
   20    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   21     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   22     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   23     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   24    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   25    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   26    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   27    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   28    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   29    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   30    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   31    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   32    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   33    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    9    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
   10    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   11     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   12     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   13    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   14    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   15    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   16    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   17    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   18    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   19    52   11:09 秋田市      佐藤　弥優　３ ｻﾄｳ ﾐﾕ        勝平中        
   20    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   21     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   22     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   23     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   24    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   25    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   26    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   27    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   28    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   29    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   30    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   31    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   32    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   33    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    51   10:19 秋田陸協    時田　爽士　３ ﾄｷﾀ ｿｳｼ       大曲中        
    2     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    3    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    4     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    5     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    6     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    7    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    8    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    9    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
   10    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   11     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   12     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   13    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   14    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   15    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   16    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   17    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   18    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   19    52   11:09 秋田市      佐藤　弥優　３ ｻﾄｳ ﾐﾕ        勝平中        
   20    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   21     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   22     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   23     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   24    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   25    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   26    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   27    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   28    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   29    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   30    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   31    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   32    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   33    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

凡例: DSQ:区間失格／OPN: オープン参加



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5日

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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
10 3 06:57 鶴岡市 伊藤 春陽 ６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ 朝暘一小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
   10     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
   11    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   12    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   13    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   14    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   15     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   16     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   16    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   16    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   19    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
20 11 07:14 東根市 荒井 駿太 ６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ 大森小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
   10     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
   11    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   12    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   13    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   14    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   15     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   16     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   16    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   16    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   19    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   20    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   21     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   22    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   23    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   24    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   25    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   26    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   27    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   28    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   29    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
30 23 07:44 舟形町 狩野 景太 ６ ｶﾉ ｹｲﾀ 富長小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
   10     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
   11    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   12    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   13    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   14    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   15     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   16     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   16    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   16    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   19    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   20    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   21     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   22    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   23    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   24    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   25    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   26    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   27    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   28    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   29    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   30    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   31     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   31    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   33    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
   10     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
   11    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   12    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   13    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   14    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   15     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   16     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   16    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   16    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   19    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   20    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   21     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   22    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   23    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   24    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   25    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   26    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   27    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   28    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   29    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   30    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   31     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   31    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   33    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
   10     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
   11    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   12    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   13    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   14    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   15     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   16     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   16    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   16    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   19    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   20    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   21     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   22    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   23    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   24    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   25    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   26    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   27    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   28    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   29    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   30    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   31     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   31    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   33    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    6    51   06:47 秋田陸協    竹澤　歩人　６ ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾕﾄ     十和田小      
    8    52   06:50 秋田市      加藤　一輝　６ ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ      秋田東小      
    9     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
   10     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
   11    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   12    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   13    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   14    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   15     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   16     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   16    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   16    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   19    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   20    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   21     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   22    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   23    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   24    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   25    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   26    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   27    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   28    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   29    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   30    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   31     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   31    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   33    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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　續木　悠也　　　秋田・協和中　　（第６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   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
10 8 10:20 村山市 井上 尚哉 ３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 楯岡中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
   10     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
   11    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   12     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   13    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   13    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   15    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   16    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   17    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   18     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   19    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
20 19 10:39 大江町 阿部 海 ３ ｱﾍﾞ ｶｲ 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   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
   10     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
   11    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   12     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   13    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   13    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   15    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   16    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   17    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   18     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   19    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   20    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   21    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   22    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   23    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   23    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   25    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   26    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   27    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   27    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   29    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
30 20 11 22 大石田町 小玉 祥太 ﾀﾞ ｼ ｳﾀ 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     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
   10     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
   11    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   12     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   13    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   13    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   15    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   16    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   17    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   18     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   19    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   20    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   21    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   22    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   23    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   23    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   25    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   26    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   27    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   27    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   29    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   30    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   30    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   32    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   33    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
   10     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
   11    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   12     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   13    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   13    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   15    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   16    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   17    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   18     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   19    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   20    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   21    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   22    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   23    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   23    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   25    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   26    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   27    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   27    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   29    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   30    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   30    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   32    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   33    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
   10     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
   11    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   12     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   13    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   13    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   15    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   16    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   17    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   18     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   19    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   20    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   21    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   22    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   23    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   23    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   25    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   26    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   27    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   27    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   29    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   30    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   30    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   32    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   33    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

凡例: NSR:区間新記録／DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4    51   09:54 秋田陸協    佐藤　慎太郎３ ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ     鷹巣中        
    5     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    6     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    7    52   10:08 秋田市      小林　航大　３ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ   城南中        
    8     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    9    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
   10     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
   11    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   12     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   13    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   13    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   15    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   16    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   17    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   18     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   19    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   20    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   21    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   22    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   23    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   23    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   25    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   26    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   27    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   27    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   29    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   30    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   30    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   32    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   33    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

凡例: NSR:区間新記録／DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
10 34 07:17 庄内町 高橋 優真 ６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 余目三小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
   10    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
   11     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
   11     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   13     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   13    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   15     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   16    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   17    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   17    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   19    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
20 24 07:32 真室川町 渡部 康生 ６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 真室川小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
   10    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
   11     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
   11     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   13     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   13    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   15     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   16    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   17    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   17    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   19    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   20    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   21    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   22    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   23    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   24    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   25    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   26    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   27    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   28    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   29    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
30 20 08:06 大石田町 海藤 崚二 ６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 大石田北小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
   10    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
   11     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
   11     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   13     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   13    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   15     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   16    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   17    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   17    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   19    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   20    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   21    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   22    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   23    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   24    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   25    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   26    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   27    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   28    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   29    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   30    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   31    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   32    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   33    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    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    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
   10    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
   11     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
   11     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   13     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   13    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   15     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   16    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   17    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   17    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   19    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   20    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   21    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   22    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   23    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   24    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   25    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   26    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   27    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   28    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   29    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   30    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   31    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   32    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   33    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    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    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
   10    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
   11     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
   11     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   13     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   13    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   15     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   16    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   17    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   17    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   19    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   20    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   21    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   22    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   23    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   24    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   25    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   26    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   27    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   28    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   29    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   30    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   31    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   32    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   33    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    金山小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1    52   06:44 秋田市      秋山　亮太　６ ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ     大住小        
    2     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    3     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    4     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    5    51   07:04 秋田陸協    佐藤　悠祐　６ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      綴子小        
    6     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    7     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    7    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    9    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
   10    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
   11     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
   11     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   13     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   13    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   15     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   16    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   17    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   17    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   19    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   20    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   21    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   22    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   23    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   24    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   25    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   26    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   27    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   28    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   29    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   30    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   31    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   32    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   33    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    金山小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5日

男子　第５区　区間記録表 　 山形陸上競技協会

　　区間記録　　　　　　９：４０　山邊　諒太郎　　　山形・山形十中（第６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   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
10 2 10:29 米沢市 浦嶋 亮吾 ３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ 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     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
   10     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
   10    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   12    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   13     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   14    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   15     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   16    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   17    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   17    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   19    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
20 3 10:48 鶴岡市 長南 昌吾 ２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ 鶴岡 中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
   10     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
   10    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   12    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   13     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   14    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   15     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   16    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   17    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   17    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   19    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   20     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   20    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   22    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   23     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   24    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   25    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   26     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   27    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   28    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   28    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
30 20 11:55 大石田町 横尾 章宏 ３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ 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   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
   10     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
   10    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   12    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   13     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   14    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   15     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   16    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   17    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   17    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   19    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   20     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   20    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   22    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   23     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   24    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   25    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   26     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   27    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   28    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   28    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   30    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   31    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   32    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   33    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
   10     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
   10    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   12    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   13     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   14    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   15     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   16    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   17    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   17    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   19    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   20     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   20    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   22    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   23     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   24    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   25    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   26     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   27    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   28    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   28    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   30    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   31    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   32    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   33    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
   10     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
   10    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   12    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   13     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   14    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   15     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   16    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   17    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   17    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   19    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   20     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   20    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   22    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   23     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   24    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   25    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   26     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   27    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   28    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   28    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   30    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   31    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   32    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   33    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    51   10:01 秋田陸協    石垣　陽介　３ ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ    羽後中        
    3    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    4    52   10:08 秋田市      高井　大和　３ ﾀｶｲ ﾔﾏﾄ       土崎中        
    5     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    6     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    7    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    7    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    9    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
   10     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
   10    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   12    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   13     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   14    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   15     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   16    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   17    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   17    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   19    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   20     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   20    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   22    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   23     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   24    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   25    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   26     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   27    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   28    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   28    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   30    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   31    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   32    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   33    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



男子 県内  ジュニア駅伝男子県内大会 2012年 8月 5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      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     4     44:36 酒田市      
            
            

荒生　悠喜　３    
ｱﾗｵ ﾋｻｷ           
酒田一中          
(  3)    10:34
(  3)    10:34

荒生　実慧　６    
ｱﾗｵ ﾏｻﾄ           
松陵小            
(  1)    06:40
(  1)    17:14

伊藤　平　２    
ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ          
鳥海八幡中        
(  1) *  09:27
(  1)    26:41

阿部　大和　６    
ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ           
宮野浦小          
( 13)    07:22
(  1)    34:03

冨樫　和樹　３    
ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ         
酒田四中          
( 11)    10:33
(  1)    44:36

    2     1     44:39 山形市      
            
            

菅原　直哉　３    
ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ         
山形四中          
(  1)    10:21
(  1)    10:21

叶谷　友希　６    
ｶﾉﾔ ﾕｳｷ           
山大附小          
(  7)    06:56
(  2)    17:17

佐々木　守　３    
ｻｻｷ ﾏﾓﾙ           
山形十中          
(  5)    10:02
(  3)    27:19

奥山　登啓　６    
ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ         
みはらしの丘小    
(  4)    07:05
(  3)    34:24

遠藤　拓郎　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ        
山形十中          
(  4)    10:15
(  2)    44:39

    3     7     44:39 上山市      
            
            

川合　祥吾　３    
ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ        
上山北中          
( 11)    10:49
( 11)    10:49

半田　　陸　５    
ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ           
南小              
( 13)    07:09
(  9)    17:58

八鍬　弘樹　３    
ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ           
上山南中          
(  3)    09:51
(  4)    27:49

木村　海翔　６    
ｷﾑﾗ ｶｲﾄ           
南小              
(  3)    07:02
(  4)    34:51

松田　健汰　３    
ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ          
上山南中          
(  1)    09:48
(  3)    44:39

    4     3     45:02 鶴岡市      
            
            

石塚　朗大　３    
ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ        
豊浦中            
(  4)    10:35
(  4)    10:35

伊藤　春陽　６    
ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ           
朝暘一小          
(  8)    06:57
(  3)    17:32

佐藤　雄志　３    
ｻﾄｳ ﾕｳｼ           
鶴岡三中          
(  2)    09:46
(  2)    27:18

佐藤　悠太　６    
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ           
黄金小            
(  2)    06:56
(  2)    34:14

長南　昌吾　２    
ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ       
鶴岡一中          
( 18)    10:48
(  4)    45:02

    5     9     45:21 長井市      
            
            

佐藤　拓実　３    
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ           
長井南中          
( 10)    10:46
( 10)    10:46

四釜　峻佑　６    
ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ         
長井小            
( 14)    07:10
(  8)    17:56

安達　大悟　３    
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ        
長井北中          
(  4)    09:56
(  5)    27:52

齋藤　亘星　６    
ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ         
長井小            
(  9)    07:19
(  5)    35:11

菅野　利記　２    
ｶﾝﾉ ﾘｷ            
長井北中          
(  3)    10:10
(  5)    45:21

    6     5     45:52 新庄市      
            
            

松本　陽明　３    
ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ         
日新中            
( 19)    11:11
( 19)    11:11

石川　創太　６    
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ          
日新小            
(  3)    06:41
(  4)    17:52

高橋　一輝　３    
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ         
日新中            
(  6)    10:18
(  6)    28:10

齋藤　優樹　６    
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ          
沼田小            
(  5)    07:06
(  7)    35:16

五十嵐　譲　３    
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ        
日新中            
( 13)    10:36
(  6)    45:52

    7    10     46:04 天童市      
            
            

鈴木　　信　３    
ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ          
天童一中          
( 15)    11:04
( 15)    11:04

太田　龍馬　６    
ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ          
寺津小            
( 12)    07:08
( 16)    18:12

清野　彪我　３    
ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ         
天童四中          
( 13)    10:32
( 12)    28:44

鈴木　修平　６    
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ        
寺津小            
(  7)    07:14
( 10)    35:58

澤田　颯太　３    
ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ          
天童一中          
(  2)    10:06
(  7)    46:04

    8     2     46:09 米沢市      
            
            

黒田　　賢　２    
ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ          
米沢四中          
(  5)    10:39
(  5)    10:39

情野　　琳　６    
ｾｲﾉ ﾘﾝ            
愛宕小            
( 19)    07:16
(  7)    17:55

酒井　大貴　３    
ｻｶｲ ﾋﾛｷ           
米沢五中          
( 10)    10:26
(  8)    28:21

遠山　龍浩　６    
ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ         
北部小            
(  9)    07:19
(  8)    35:40

浦嶋　亮吾　３    
ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ        
米沢五中          
(  8)    10:29
(  8)    46:09

    9     8     46:09 村山市      
            
            

板垣　天汰　３    
ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ         
楯岡中            
( 21)    11:24
( 21)    11:24

鈴木　克彦　６    
ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ         
楯岡小            
(  1)    06:40
( 12)    18:04

井上　尚哉　３    
ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ          
楯岡中            
(  8)    10:20
(  9)    28:24

宇津井　琉紀６    
ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ          
楯岡小            
(  1)    06:52
(  6)    35:16

八鍬　佳紀　２    
ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ          
楯岡中            
( 21)    10:53
(  9)    46:09

   10    27     46:37 戸沢村      
            
            

西嶋　英倫　３    
ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ       
戸沢中            
(  9)    10:46
(  9)    10:46

中鉢　壱成　６    
ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ       
戸沢小            
( 11)    07:07
(  5)    17:53

小屋　嘉毅　３    
ｺﾔ ｶｽﾞｷ           
戸沢中            
( 14)    10:33
( 11)    28:26

皆川　桜介　５    
ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ        
神田小            
( 21)    07:44
( 12)    36:10

海藤　和敬　２    
ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ        
戸沢中            
(  7)    10:27
( 10)    46:37

   11    11     46:37 東根市      
            
            

吉田　　梢　２    
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ          
東根二中          
( 16)    11:06
( 16)    11:06

荒井　駿太　６    
ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ          
大森小            
( 18)    07:14
( 19)    18:20

長瀬　尭介　３    
ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ        
東根一中          
( 11)    10:31
( 14)    28:51

奥山　　舜　６    
ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ          
東根小            
( 11)    07:21
( 13)    36:12

荒井　雄哉　２    
ｱﾗｲ ﾕｳﾔ           
神町中            
(  5)    10:25
( 11)    46:37

   12    22     46:39 最上町      
            
            

奥山　智広　２    
ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ         
最上中            
(  2)    10:24
(  2)    10:24

菅　　大晟　６    
ｶﾝ ﾀｲｾｲ           
東法田小          
( 23)    07:29
(  6)    17:53

大場　　司　３    
ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ          
最上中            
(  7)    10:19
(  7)    28:12

野口　　颯　６    
ﾉｸﾞﾁ ｿｳ           
向町小            
( 23)    07:52
( 11)    36:04

菅嶋　健斗　３    
ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ        
最上中            
( 12)    10:35
( 12)    46:39

   13    31     46:41 白鷹町      
            
            

竹田　裕道　３    
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ         
白鷹東中          
(  7)    10:42
(  7)    10:42

遠藤　幸登　５    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ         
東根小            
( 21)    07:21
( 11)    18:03

鈴木　皓大　２    
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ         
白鷹東中          
(  9)    10:22
( 10)    28:25

渡邉　海飛　６    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ         
荒砥小            
( 14)    07:26
(  9)    35:51

小形　駿一　３    
ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ        
白鷹東中          
( 20)    10:50
( 13)    46:41

   14    15     46:55 中山町      
            
            

佐藤　　拓　３    
ｻﾄｳ ﾋﾗｸ           
中山中            
( 18)    11:09
( 18)    11:09

鈴木　真大　６    
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ          
豊田小            
( 14)    07:10
( 18)    18:19

伊澤　早智　３    
ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ          
中山中            
( 17)    10:37
( 16)    28:56

今田　太志　６    
ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ           
豊田小            
( 19)    07:34
( 16)    36:30

阿部　博也　３    
ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ           
中山中            
(  5)    10:25
( 14)    46:55

   15    34     47:05 庄内町      
            
            

長南　翔太　３    
ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ        
立川中            
( 22)    11:26
( 22)    11:26

足達　　元　６    
ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ          
余目三小          
(  4)    06:44
( 14)    18:10

富樫　勇斗　１    
ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ          
余目中            
( 23)    10:50
( 17)    29:00

高橋　優真　６    
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ          
余目三小          
(  8)    07:17
( 14)    36:17

佐藤　琉稀　１    
ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ          
余目中            
( 18)    10:48
( 15)    47:05

   16    19     47:16 大江町      
            
            

公平　和輝　２    
ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ         
大江中            
( 23)    11:27
( 23)    11:27

大沼　　翼　６    
ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ         
左沢小            
(  4)    06:44
( 15)    18:11

阿部　　海　３    
ｱﾍﾞ ｶｲ            
大江中            
( 18)    10:39
( 13)    28:50

金山　遼河　６    
ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ        
本郷東小          
( 17)    07:28
( 15)    36:18

鈴木　皓樹　２    
ｽｽﾞｷ ｺｳｷ          
大江中            
( 22)    10:58
( 16)    47:16

   17    28     47:18 高畠町      
            
            

佐々木　優　３    
ｻｻｷ ﾕｳ            
高畠一中          
( 12)    10:50
( 12)    10:50

竹田　空良　６    
ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ           
糠野目小          
( 14)    07:10
( 10)    18:00

高野　志穏　３    
ﾀｶﾉ ｼｵﾝ           
高畠三中          
( 28)    11:22
( 21)    29:22

竹田　星音　６    
ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ          
糠野目小          
( 15)    07:27
( 20)    36:49

佐藤　洸人　１    
ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ           
高畠二中          
(  8)    10:29
( 17)    47:18

   18    26     47:26 鮭川村      
            
            

髙橋　　司　３    
ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ          
鮭川中            
( 13)    10:52
( 13)    10:52

安彦　裕尚　６    
ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ         
鮭川小            
( 24)    07:32
( 21)    18:24

安彦　興太朗３    
ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ        
鮭川中            
( 24)    10:53
( 19)    29:17

齋藤　天斗　６    
ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ          
鮭川小            
( 15)    07:27
( 18)    36:44

髙橋　匡衡　３    
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ         
鮭川中            
( 17)    10:42
( 18)    47:26

*…区間新記録



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

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   19    35     47:50 遊佐町      
            
            

髙橋　　泰　３    
ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ          
遊佐中            
( 26)    11:38
( 26)    11:38

高橋　虎太郎６    
ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ         
遊佐小            
(  6)    06:47
( 22)    18:25

佐藤　　巧　２    
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ           
遊佐中            
( 21)    10:47
( 18)    29:12

鈴木　竣介　６    
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ        
吹浦小            
( 20)    07:36
( 19)    36:48

石垣　世生　３    
ｲｼｶﾞｷ ｾｲ          
遊佐中            
( 23)    11:02
( 19)    47:50

   20    24     47:53 真室川町    
            
            

松沢　　翔　３    
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ         
真室川中          
( 24)    11:30
( 24)    11:30

藤田　登摩　５    
ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ          
真室川小          
( 22)    07:23
( 25)    18:53

小座間　匠斗１    
ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ          
真室川中          
( 21)    10:47
( 25)    29:40

渡部　康生　６    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ        
真室川小          
( 18)    07:32
( 22)    37:12

佐藤　　凌　１    
ｻﾄｳ ﾘｮｳ           
真室川中          
( 15)    10:41
( 20)    47:53

   21    16     47:58 河北町      
            
            

高橋　瑠依　３    
ﾀｶﾊｼ ﾙｲ           
河北中            
( 14)    11:00
( 14)    11:00

五十嵐　勇亮６    
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ        
谷地中部小        
( 10)    07:06
( 13)    18:06

中村　大星　２    
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ         
河北中            
( 27)    11:15
( 20)    29:21

奥山　信希　６    
ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ         
谷地中部小        
( 24)    07:56
( 23)    37:17

石川　るい　２    
ｲｼｶﾜ ﾙｲ           
河北中            
( 15)    10:41
( 21)    47:58

   22    13     48:06 南陽市      
            
            

大津　吉信　３    
ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ         
宮内中            
(  8)    10:43
(  8)    10:43

相澤　宏有　６    
ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ        
宮内小            
( 25)    07:34
( 17)    18:17

西村　諒介　１    
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ        
宮内中            
( 15)    10:35
( 15)    28:52

後藤　龍之介５    
ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ       
赤湯小            
( 30)    08:34
( 25)    37:26

竹田　淳哉　２    
ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ          
沖郷中            
( 14)    10:40
( 22)    48:06

   23    14     48:13 山辺町      
            
            

大宮　佳輝　３    
ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ          
山辺中            
( 28)    11:51
( 28)    11:51

下山　竜佑　６    
ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ        
相模小            
(  9)    07:00
( 23)    18:51

大場　啓史　３    
ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ          
山辺中            
( 19)    10:40
( 22)    29:31

庄司　夢ノ介５    
ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ       
山辺小            
(  5)    07:06
( 17)    36:37

庄司　海都　２    
ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ         
山辺中            
( 26)    11:36
( 23)    48:13

   24     6     48:26 寒河江市    
            
            

武田　和樹　３    
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ         
陵西中            
( 20)    11:16
( 20)    11:16

柏倉　佑哉　６    
ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ        
幸生小            
( 29)    07:50
( 26)    19:06

秋葉　洸介　３    
ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ         
陵西中            
( 16)    10:36
( 26)    29:42

佐藤　智輝　６    
ｻﾄｳ ﾄﾓｷ           
南部小            
( 11)    07:21
( 21)    37:03

菖蒲　智也　２    
ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ           
陵南中            
( 24)    11:23
( 24)    48:26

   25    12     48:49 尾花沢市    
            
            

三浦　壱成　２    
ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ          
福原中            
( 30)    12:33
( 30)    12:33

本間　海成　６    
ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ          
明徳小            
( 17)    07:11
( 29)    19:44

森　　謙太　３    
ﾓﾘ ｹﾝﾀ            
尾花沢中          
( 11)    10:31
( 27)    30:15

大類　遼貴　５    
ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ          
福原中部小        
( 27)    08:04
( 27)    38:19

清藤　　睦　３    
ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ          
常盤中            
( 10)    10:30
( 25)    48:49

   26    23     48:57 舟形町      
            
            

吉田　　航　２    
ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ          
舟形中            
( 17)    11:08
( 17)    11:08

狩野　景太　６    
ｶﾉ ｹｲﾀ            
富長小            
( 28)    07:44
( 24)    18:52

浅沼　凱斗　２    
ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ          
舟形中            
( 20)    10:43
( 24)    29:35

富樫　太洋　６    
ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ         
富長小            
( 22)    07:46
( 24)    37:21

眞見　　樹　２    
ﾏﾐ ｲﾂｷ            
舟形中            
( 26)    11:36
( 26)    48:57

   27    29     49:41 川西町      
            
            

寒河江　璃矩３    
ｻｶﾞｴ ﾘｸ           
川西中            
(  6)    10:41
(  6)    10:41

情野　純平　５    
ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ       
中郡小            
( 27)    07:42
( 20)    18:23

小形　祥史　２    
ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ         
川西中            
( 25)    11:09
( 23)    29:32

土井　　匠　５    
ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ           
小松小            
( 26)    08:02
( 26)    37:34

齋藤　　陸　１    
ｻｲﾄｳ ﾘｸ           
川西中            
( 29)    12:07
( 27)    49:41

   28    20     51:19 大石田町    
            
            

遠藤　皇太　３    
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ         
大石田中          
( 27)    11:44
( 27)    11:44

遠藤　寛人　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ         
大石田南小        
( 31)    08:12
( 30)    19:56

小玉　祥太　３    
ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ         
大石田中          
( 28)    11:22
( 30)    31:18

海藤　崚二　６    
ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ        
大石田北小        
( 28)    08:06
( 29)    39:24

横尾　章宏　３    
ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ          
大石田中          
( 28)    11:55
( 28)    51:19

   29    17     51:26 西川町      
            
            

工藤　勇樹　３    
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ          
西川中            
( 29)    12:00
( 29)    12:00

工藤　龍河　６    
ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ        
西川小            
( 26)    07:38
( 28)    19:38

齋藤　陽雲　３    
ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ          
西川中            
( 30)    11:32
( 29)    31:10

大場　緋彩　５    
ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ          
西川小            
( 31)    08:42
( 30)    39:52

志田　圭司　３    
ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ          
西川中            
( 25)    11:34
( 29)    51:26

   30    30     51:46 小国町      
            
            

渡部　拳人　３    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ         
小国中            
( 25)    11:38
( 25)    11:38

玉津　海人　６    
ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ           
小国小            
( 29)    07:50
( 27)    19:28

伊藤　貴彦　３    
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ          
小国中            
( 25)    11:09
( 28)    30:37

木戸　景太　６    
ｷﾄﾞ ｹｲﾀ           
小国小            
( 29)    08:17
( 28)    38:54

伊藤　悠斗　２    
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ           
小国中            
( 30)    12:52
( 30)    51:46

   31    18     53:59 朝日町      
            
            

白田　佑太　３    
ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ           
朝日中            
( 31)    13:07
( 31)    13:07

佐竹　尚哉　６    
ｻﾀｹ ﾅｵﾔ           
宮宿小            
( 20)    07:18
( 31)    20:25

佐竹　智康　３    
ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ          
朝日中            
( 31)    11:59
( 31)    32:24

阿部　慎吾　６    
ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ          
大谷小            
( 25)    08:01
( 31)    40:25

鈴木　雅也　３    
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ          
朝日中            
( 31)    13:34
( 31)    53:59

  OPN    32     50:59 飯豊町      
            
            

鈴木　春記　２    
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ          
飯豊中            
(OPN)    11:54
(OPN)    11:54

佐藤　悠真　６    
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ           
飯豊一小          
(OPN)    07:42
(OPN)    19:36

後藤　祐樹　３    
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ          
飯豊中            
(OPN)    11:43
(OPN)    31:19

渡部　怜央　６    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ          
飯豊一小          
(OPN)    08:08
(OPN)    39:27

伊藤　　篤　２    
ｲﾄｳ ｱﾂｼ           
飯豊中            
(OPN)    11:32
(OPN)    50:59

   21
DQ  

金山町      
            
            

髙橋　翔太　３    
ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ        
金山中            

  X 

星川　優河　６    
ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ        
明安小            

  S 

大山　　悠　２    
ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ          
金山中            

  S 

髙橋　大地　６    
ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ        
金山小            

  S 

黒沼　武尊　３    
ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ         
金山中            

  S 

   25
DNS 

大蔵村      
            
            

佐藤　大亮　２    
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ         
大蔵中            

    

半田　愛士　６    
ﾊﾝﾀﾞ ｲﾄｼ          
大蔵小            

    

八鍬　武志　２    
ﾔｸﾜ ﾀｹｼ           
大蔵中            

    

清水　太洋　６    
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾖｳ         
大蔵小            

    

柿﨑　陵児　３    
ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ       
大蔵中            

    

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

X…区間失格 S…区間未発走

凡例: OPN: オープン参加 ／ DQ :失    格 ／ DNS:欠    場



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
9 27 10:46 戸沢村 西嶋 英倫 ３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 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     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
    9    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   10     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   11     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   12    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   13    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   14    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   15    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   16    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   17    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   18    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
19 5 11:11 新庄市 松本 陽明 ３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ 日新中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
    9    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   10     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   11     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   12    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   13    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   14    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   15    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   16    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   17    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   18    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   19     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   20     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   21     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   22    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   23    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   24    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   25    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   26    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   27    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   28    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
29 17 12:00 西川町 工藤 勇樹 ３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 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     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
    9    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   10     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   11     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   12    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   13    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   14    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   15    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   16    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   17    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   18    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   19     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   20     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   21     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   22    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   23    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   24    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   25    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   26    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   27    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   28    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   29    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   30    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   31    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
    9    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   10     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   11     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   12    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   13    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   14    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   15    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   16    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   17    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   18    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   19     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   20     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   21     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   22    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   23    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   24    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   25    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   26    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   27    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   28    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   29    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   30    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   31    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
    9    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   10     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   11     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   12    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   13    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   14    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   15    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   16    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   17    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   18    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   19     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   20     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   21     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   22    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   23    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   24    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   25    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   26    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   27    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   28    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   29    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   30    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   31    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

凡例: DSQ:区間失格／OPN: オ プン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     1   10:21 山形市      菅原　直哉　３ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ     山形四中      
    2    22   10:24 最上町      奥山　智広　２ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ     最上中        
    3     4   10:34 酒田市      荒生　悠喜　３ ｱﾗｵ ﾋｻｷ       酒田一中      
    4     3   10:35 鶴岡市      石塚　朗大　３ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ    豊浦中        
    5     2   10:39 米沢市      黒田　　賢　２ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ      米沢四中      
    6    29   10:41 川西町      寒河江　璃矩３ ｻｶﾞｴ ﾘｸ       川西中        
    7    31   10:42 白鷹町      竹田　裕道　３ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ     白鷹東中      
    8    13   10:43 南陽市      大津　吉信　３ ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ     宮内中        
    9    27   10:46 戸沢村      西嶋　英倫　３ ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ   戸沢中        
   10     9   10:46 長井市      佐藤　拓実　３ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       長井南中      
   11     7   10:49 上山市      川合　祥吾　３ ｶﾜｱｲ ｼｮｳｺﾞ    上山北中      
   12    28   10:50 高畠町      佐々木　優　３ ｻｻｷ ﾕｳ        高畠一中      
   13    26   10:52 鮭川村      髙橋　　司　３ ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ      鮭川中        
   14    16   11:00 河北町      高橋　瑠依　３ ﾀｶﾊｼ ﾙｲ       河北中        
   15    10   11:04 天童市      鈴木　　信　３ ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ      天童一中      
   16    11   11:06 東根市      吉田　　梢　２ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ      東根二中      
   17    23   11:08 舟形町      吉田　　航　２ ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ      舟形中        
   18    15   11:09 中山町      佐藤　　拓　３ ｻﾄｳ ﾋﾗｸ       中山中        
   19     5   11:11 新庄市      松本　陽明　３ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾒｲ     日新中        
   20     6   11:16 寒河江市    武田　和樹　３ ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ     陵西中        
   21     8   11:24 村山市      板垣　天汰　３ ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾝﾀ     楯岡中        
   22    34   11:26 庄内町      長南　翔太　３ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳﾀ    立川中        
   23    19   11:27 大江町      公平　和輝　２ ｺｳﾍｲ ｶｽﾞｷ     大江中        
   24    24   11:30 真室川町    松沢　　翔　３ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ     真室川中      
   25    30   11:38 小国町      渡部　拳人　３ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ     小国中        
   26    35   11:38 遊佐町      髙橋　　泰　３ ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ      遊佐中        
   27    20   11:44 大石田町    遠藤　皇太　３ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ     大石田中      
   28    14   11:51 山辺町      大宮　佳輝　３ ｵｵﾐﾔ ﾖｼｷ      山辺中        
   29    17   12:00 西川町      工藤　勇樹　３ ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ      西川中        
   30    12   12:33 尾花沢市    三浦　壱成　２ ﾐｳﾗ ｲｯｾｲ      福原中        
   31    18   13:07 朝日町      白田　佑太　３ ｼﾗﾀ ﾕｳﾀ       朝日中        
  OPN    32   11:54 飯豊町      鈴木　春記　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ      飯豊中        

   21   DSQ 金山町      髙橋　翔太　３ ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳﾀ    金山中        

凡例: DSQ:区間失格／OPN: オープン参加



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5日

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 4 06:40 酒田市 荒生 実慧 ６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 松陵小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
11 27 07:07 戸沢村 中鉢 壱成 ６ ﾁ ｳ ﾞﾁ ｲ ｾｲ 戸沢小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   11    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   12    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   13     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   14     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   14    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   14    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   17    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   18    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   19     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   20    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
21 31 07:21 白鷹町 遠藤 幸登 ５ ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾄ 東根小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   11    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   12    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   13     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   14     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   14    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   14    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   17    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   18    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   19     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   20    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   21    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   22    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   23    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   24    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   25    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   26    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   27    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   28    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   29     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   29    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
31 20 08 12 大石田町 遠藤 寛人 ６ ﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 大石田南小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   11    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   12    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   13     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   14     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   14    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   14    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   17    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   18    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   19     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   20    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   21    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   22    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   23    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   24    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   25    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   26    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   27    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   28    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   29     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   29    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   31    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   11    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   12    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   13     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   14     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   14    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   14    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   17    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   18    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   19     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   20    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   21    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   22    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   23    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   24    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   25    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   26    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   27    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   28    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   29     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   29    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   31    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   11    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   12    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   13     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   14     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   14    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   14    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   17    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   18    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   19     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   20    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   21    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   22    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   23    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   24    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   25    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   26    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   27    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   28    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   29     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   29    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   31    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   06:40 酒田市      荒生　実慧　６ ｱﾗｵ ﾏｻﾄ       松陵小        
    1     8   06:40 村山市      鈴木　克彦　６ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ     楯岡小        
    3     5   06:41 新庄市      石川　創太　６ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ      日新小        
    4    19   06:44 大江町      大沼　　翼　６ ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ     左沢小        
    4    34   06:44 庄内町      足達　　元　６ ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ      余目三小      
    6    35   06:47 遊佐町      高橋　虎太郎６ ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ     遊佐小        
    7     1   06:56 山形市      叶谷　友希　６ ｶﾉﾔ ﾕｳｷ       山大附小      
    8     3   06:57 鶴岡市      伊藤　春陽　６ ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ       朝暘一小      
    9    14   07:00 山辺町      下山　竜佑　６ ｼﾓﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ    相模小        
   10    16   07:06 河北町      五十嵐　勇亮６ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ    谷地中部小    
   11    27   07:07 戸沢村      中鉢　壱成　６ ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｲｯｾｲ   戸沢小        
   12    10   07:08 天童市      太田　龍馬　６ ｵｵﾀ ﾘｮｳﾏ      寺津小        
   13     7   07:09 上山市      半田　　陸　５ ﾊﾝﾀﾞ ﾘｸ       南小          
   14     9   07:10 長井市      四釜　峻佑　６ ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ     長井小        
   14    15   07:10 中山町      鈴木　真大　６ ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ      豊田小        
   14    28   07:10 高畠町      竹田　空良　６ ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ       糠野目小      
   17    12   07:11 尾花沢市    本間　海成　６ ﾎﾝﾏ ｶｲｾｲ      明徳小        
   18    11   07:14 東根市      荒井　駿太　６ ｱﾗｲ ｼｭﾝﾀ      大森小        
   19     2   07:16 米沢市      情野　　琳　６ ｾｲﾉ ﾘﾝ        愛宕小        
   20    18   07:18 朝日町      佐竹　尚哉　６ ｻﾀｹ ﾅｵﾔ       宮宿小        
   21    31   07:21 白鷹町      遠藤　幸登　５ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ     東根小        
   22    24   07:23 真室川町    藤田　登摩　５ ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ      真室川小      
   23    22   07:29 最上町      菅　　大晟　６ ｶﾝ ﾀｲｾｲ       東法田小      
   24    26   07:32 鮭川村      安彦　裕尚　６ ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅｵ     鮭川小        
   25    13   07:34 南陽市      相澤　宏有　６ ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄﾓ    宮内小        
   26    17   07:38 西川町      工藤　龍河　６ ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｶﾞ    西川小        
   27    29   07:42 川西町      情野　純平　５ ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   中郡小        
   28    23   07:44 舟形町      狩野　景太　６ ｶﾉ ｹｲﾀ        富長小        
   29     6   07:50 寒河江市    柏倉　佑哉　６ ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾕｳﾔ    幸生小        
   29    30   07:50 小国町      玉津　海人　６ ﾀﾏﾂ ｶｲﾄ       小国小        
   31    20   08:12 大石田町    遠藤　寛人　６ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ     大石田南小    
  OPN    32   07:42 飯豊町      佐藤　悠真　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ       飯豊一小      

   21   DNS 金山町      星川　優河　６ ﾎｼｶﾜ  ﾕｳｶﾞ    明安小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
10 2 10:26 米沢市 酒井 大貴 ３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ 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   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   10     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   11    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   11    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   13    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   14    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   15    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   16     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   17    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   18    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   19    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
20 23 10:43 舟形町 浅沼 凱斗 ２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ 舟形中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   10     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   11    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   11    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   13    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   14    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   15    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   16     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   17    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   18    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   19    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   20    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   21    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   21    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   23    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   24    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   25    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   25    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   27    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   28    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   28    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
30 17 11:32 西川町 齋藤 陽雲 ３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ 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     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   10     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   11    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   11    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   13    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   14    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   15    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   16     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   17    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   18    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   19    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   20    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   21    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   21    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   23    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   24    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   25    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   25    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   27    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   28    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   28    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   30    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   31    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   10     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   11    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   11    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   13    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   14    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   15    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   16     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   17    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   18    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   19    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   20    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   21    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   21    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   23    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   24    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   25    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   25    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   27    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   28    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   28    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   30    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   31    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   10     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   11    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   11    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   13    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   14    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   15    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   16     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   17    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   18    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   19    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   20    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   21    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   21    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   23    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   24    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   25    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   25    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   27    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   28    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   28    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   30    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   31    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

凡例: NSR:区間新記録／DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   09:27 酒田市      伊藤　平　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ      鳥海八幡中    NSR
    2     3   09:46 鶴岡市      佐藤　雄志　３ ｻﾄｳ ﾕｳｼ       鶴岡三中      
    3     7   09:51 上山市      八鍬　弘樹　３ ﾔｸﾜ ﾋﾛｷ       上山南中      
    4     9   09:56 長井市      安達　大悟　３ ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ    長井北中      
    5     1   10:02 山形市      佐々木　守　３ ｻｻｷ ﾏﾓﾙ       山形十中      
    6     5   10:18 新庄市      高橋　一輝　３ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ     日新中        
    7    22   10:19 最上町      大場　　司　３ ｵｵﾊﾞ ﾂｶｻ      最上中        
    8     8   10:20 村山市      井上　尚哉　３ ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ      楯岡中        
    9    31   10:22 白鷹町      鈴木　皓大　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ     白鷹東中      
   10     2   10:26 米沢市      酒井　大貴　３ ｻｶｲ ﾋﾛｷ       米沢五中      
   11    11   10:31 東根市      長瀬　尭介　３ ﾅｶﾞｾ ｷｮｳｽｹ    東根一中      
   11    12   10:31 尾花沢市    森　　謙太　３ ﾓﾘ ｹﾝﾀ        尾花沢中      
   13    10   10:32 天童市      清野　彪我　３ ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ     天童四中      
   14    27   10:33 戸沢村      小屋　嘉毅　３ ｺﾔ ｶｽﾞｷ       戸沢中        
   15    13   10:35 南陽市      西村　諒介　１ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    宮内中        
   16     6   10:36 寒河江市    秋葉　洸介　３ ｱｷﾊﾞ ｺｳｽｹ     陵西中        
   17    15   10:37 中山町      伊澤　早智　３ ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ      中山中        
   18    19   10:39 大江町      阿部　　海　３ ｱﾍﾞ ｶｲ        大江中        
   19    14   10:40 山辺町      大場　啓史　３ ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ      山辺中        
   20    23   10:43 舟形町      浅沼　凱斗　２ ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ      舟形中        
   21    24   10:47 真室川町    小座間　匠斗１ ｵｻﾞﾏ ﾀｸﾄ      真室川中      
   21    35   10:47 遊佐町      佐藤　　巧　２ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ       遊佐中        
   23    34   10:50 庄内町      富樫　勇斗　１ ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ      余目中        
   24    26   10:53 鮭川村      安彦　興太朗３ ｱﾋﾞｺ ｺｳﾀﾛｳ    鮭川中        
   25    29   11:09 川西町      小形　祥史　２ ｵｶﾞﾀ ｱｷﾌﾐ     川西中        
   25    30   11:09 小国町      伊藤　貴彦　３ ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ      小国中        
   27    16   11:15 河北町      中村　大星　２ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     河北中        
   28    20   11:22 大石田町    小玉　祥太　３ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ     大石田中      
   28    28   11:22 高畠町      高野　志穏　３ ﾀｶﾉ ｼｵﾝ       高畠三中      
   30    17   11:32 西川町      齋藤　陽雲　３ ｻｲﾄｳ ﾔｸﾓ      西川中        
   31    18   11:59 朝日町      佐竹　智康　３ ｻﾀｹ ﾄﾓﾔｽ      朝日中        
  OPN    32   11:43 飯豊町      後藤　祐樹　３ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ      飯豊中        

   21   DNS 金山町      大山　　悠　２ ｵｵﾔﾏ  ﾕｳ      金山中        

凡例: NSR:区間新記録／DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        

9 9 07:19 長井市 齋藤 亘星 ６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 長井小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
    9     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   11     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   11    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   13     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   14    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   15    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   15    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   17    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   18    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   19    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
20 35 07:36 遊佐町 鈴木 竣介 ６ ｽｽﾞｷ ｼ ﾝｽｹ 吹浦小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
    9     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   11     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   11    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   13     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   14    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   15    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   15    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   17    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   18    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   19    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   20    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   21    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   22    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   23    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   24    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   25    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   26    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   27    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   28    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   29    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
30 13 08 34 南陽市 後藤 龍之介５ ﾞﾄｳ ﾘ ｳﾉｽｹ 赤湯小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
    9     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   11     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   11    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   13     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   14    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   15    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   15    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   17    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   18    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   19    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   20    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   21    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   22    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   23    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   24    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   25    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   26    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   27    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   28    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   29    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   30    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   31    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    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     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
    9     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   11     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   11    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   13     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   14    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   15    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   15    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   17    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   18    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   19    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   20    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   21    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   22    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   23    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   24    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   25    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   26    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   27    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   28    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   29    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   30    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   31    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    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     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
    9     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   11     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   11    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   13     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   14    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   15    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   15    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   17    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   18    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   19    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   20    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   21    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   22    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   23    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   24    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   25    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   26    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   27    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   28    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   29    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   30    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   31    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    金山小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     8   06:52 村山市      宇津井　琉紀６ ｳﾂｲ ﾘｭｳｷ      楯岡小        
    2     3   06:56 鶴岡市      佐藤　悠太　６ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ       黄金小        
    3     7   07:02 上山市      木村　海翔　６ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ       南小          
    4     1   07:05 山形市      奥山　登啓　６ ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾗ     みはらしの丘小
    5     5   07:06 新庄市      齋藤　優樹　６ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ      沼田小        
    5    14   07:06 山辺町      庄司　夢ノ介５ ｼｮｳｼﾞ ﾕﾒﾉｽｹ   山辺小        
    7    10   07:14 天童市      鈴木　修平　６ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ    寺津小        
    8    34   07:17 庄内町      高橋　優真　６ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ      余目三小      
    9     2   07:19 米沢市      遠山　龍浩　６ ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ     北部小        
    9     9   07:19 長井市      齋藤　亘星　６ ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ     長井小        
   11     6   07:21 寒河江市    佐藤　智輝　６ ｻﾄｳ ﾄﾓｷ       南部小        
   11    11   07:21 東根市      奥山　　舜　６ ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ      東根小        
   13     4   07:22 酒田市      阿部　大和　６ ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ       宮野浦小      
   14    31   07:26 白鷹町      渡邉　海飛　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ     荒砥小        
   15    26   07:27 鮭川村      齋藤　天斗　６ ｻｲﾄｳ ｱﾏﾄ      鮭川小        
   15    28   07:27 高畠町      竹田　星音　６ ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ      糠野目小      
   17    19   07:28 大江町      金山　遼河　６ ｶﾈﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ    本郷東小      
   18    24   07:32 真室川町    渡部　康生　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ    真室川小      
   19    15   07:34 中山町      今田　太志　６ ｺﾝﾀ ﾌﾄｼ       豊田小        
   20    35   07:36 遊佐町      鈴木　竣介　６ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ    吹浦小        
   21    27   07:44 戸沢村      皆川　桜介　５ ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    神田小        
   22    23   07:46 舟形町      富樫　太洋　６ ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ     富長小        
   23    22   07:52 最上町      野口　　颯　６ ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       向町小        
   24    16   07:56 河北町      奥山　信希　６ ｵｸﾔﾏ ﾉﾌﾞｷ     谷地中部小    
   25    18   08:01 朝日町      阿部　慎吾　６ ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ      大谷小        
   26    29   08:02 川西町      土井　　匠　５ ﾄﾞｲ ﾀｸﾐ       小松小        
   27    12   08:04 尾花沢市    大類　遼貴　５ ｵｵﾙｲ ﾊﾙｷ      福原中部小    
   28    20   08:06 大石田町    海藤　崚二　６ ｶｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ    大石田北小    
   29    30   08:17 小国町      木戸　景太　６ ｷﾄﾞ ｹｲﾀ       小国小        
   30    13   08:34 南陽市      後藤　龍之介５ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   赤湯小        
   31    17   08:42 西川町      大場　緋彩　５ ｵｵﾊﾞ ﾋｲﾛ      西川小        
  OPN    32   08:08 飯豊町      渡部　怜央　６ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ      飯豊一小      

   21   DNS 金山町      髙橋　大地　６ ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ    金山小        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5日

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 7 09 48 上山市 松田 健汰 ﾀﾞ ｹ ﾀ 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   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        

ﾞ ﾞ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   11     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   12    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   13     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   14    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   15    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   15    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   17    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   18     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   18    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   20    31   10:50 白鷹町      小形 駿一 ３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    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   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   11     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   12    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   13     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   14    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   15    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   15    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   17    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   18     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   18    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   20    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   21     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   22    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   23    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   24     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   25    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   26    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   26    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   28    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   29    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
30 30 12:52 小国町 伊藤 悠斗 ２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 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   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   11     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   12    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   13     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   14    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   15    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   15    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   17    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   18     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   18    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   20    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   21     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   22    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   23    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   24     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   25    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   26    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   26    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   28    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   29    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   30    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   31    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   11     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   12    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   13     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   14    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   15    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   15    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   17    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   18     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   18    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   20    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   21     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   22    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   23    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   24     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   25    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   26    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   26    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   28    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   29    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   30    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   31    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   11     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   12    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   13     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   14    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   15    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   15    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   17    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   18     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   18    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   20    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   21     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   22    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   23    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   24     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   25    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   26    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   26    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   28    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   29    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   30    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   31    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   09:48 上山市      松田　健汰　３ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ      上山南中      
    2    10   10:06 天童市      澤田　颯太　３ ｻﾜﾀﾞ ｿｳﾀ      天童一中      
    3     9   10:10 長井市      菅野　利記　２ ｶﾝﾉ ﾘｷ        長井北中      
    4     1   10:15 山形市      遠藤　拓郎　３ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ    山形十中      
    5    11   10:25 東根市      荒井　雄哉　２ ｱﾗｲ ﾕｳﾔ       神町中        
    5    15   10:25 中山町      阿部　博也　３ ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ       中山中        
    7    27   10:27 戸沢村      海藤　和敬　２ ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ    戸沢中        
    8     2   10:29 米沢市      浦嶋　亮吾　３ ｳﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ    米沢五中      
    8    28   10:29 高畠町      佐藤　洸人　１ ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ       高畠二中      
   10    12   10:30 尾花沢市    清藤　　睦　３ ｾｲﾄｳ ﾁｶｼ      常盤中        
   11     4   10:33 酒田市      冨樫　和樹　３ ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ     酒田四中      
   12    22   10:35 最上町      菅嶋　健斗　３ ｽｶﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾄ    最上中        
   13     5   10:36 新庄市      五十嵐　譲　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞﾙ    日新中        
   14    13   10:40 南陽市      竹田　淳哉　２ ﾀｹﾀﾞ ｱﾂﾔ      沖郷中        
   15    16   10:41 河北町      石川　るい　２ ｲｼｶﾜ ﾙｲ       河北中        
   15    24   10:41 真室川町    佐藤　　凌　１ ｻﾄｳ ﾘｮｳ       真室川中      
   17    26   10:42 鮭川村      髙橋　匡衡　３ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾗ     鮭川中        
   18     3   10:48 鶴岡市      長南　昌吾　２ ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ   鶴岡一中      
   18    34   10:48 庄内町      佐藤　琉稀　１ ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ      余目中        
   20    31   10:50 白鷹町      小形　駿一　３ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ    白鷹東中      
   21     8   10:53 村山市      八鍬　佳紀　２ ﾔｸﾜ ﾖｼﾉﾘ      楯岡中        
   22    19   10:58 大江町      鈴木　皓樹　２ ｽｽﾞｷ ｺｳｷ      大江中        
   23    35   11:02 遊佐町      石垣　世生　３ ｲｼｶﾞｷ ｾｲ      遊佐中        
   24     6   11:23 寒河江市    菖蒲　智也　２ ｱﾔﾒ ﾄﾓﾔ       陵南中        
   25    17   11:34 西川町      志田　圭司　３ ｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ      西川中        
   26    14   11:36 山辺町      庄司　海都　２ ｼｮｳｼﾞ ｶｲﾄ     山辺中        
   26    23   11:36 舟形町      眞見　　樹　２ ﾏﾐ ｲﾂｷ        舟形中        
   28    20   11:55 大石田町    横尾　章宏　３ ﾖｺｵ ｱｷﾋﾛ      大石田中      
   29    29   12:07 川西町      齋藤　　陸　１ ｻｲﾄｳ ﾘｸ       川西中        
   30    30   12:52 小国町      伊藤　悠斗　２ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ       小国中        
   31    18   13:34 朝日町      鈴木　雅也　３ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ      朝日中        
  OPN    32   11:32 飯豊町      伊藤　　篤　２ ｲﾄｳ ｱﾂｼ       飯豊中        

   21   DNS 金山町      黒沼　武尊　３ ｸﾛﾇﾏ  ﾀｹﾙ     金山中        

凡例: DNS:区間未発走／OPN: オープン参加



女子 全国  ジュニア駅伝女子全国大会 2012年 8月 5日 12時30分 スタート

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      
中学生      
(3.0km)     

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     7     48:11
EGR 

上山市      
            
            

鈴木　　彩　３    
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ          
上山南中          
(  5)    11:48
(  5)    11:48

齋野　泰葉　６    
ｻｲﾉ ﾔｽﾊ           
南小              
(  1)    07:06
(  2)    18:54

佐藤　瑞穂　３    
ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ          
上山南中          
(  1)    10:58
(  1)    29:52

石澤　希らら６    
ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ         
南小              
(  1)    07:13
(  1)    37:05

宇野　花紀　２    
ｳﾉ ﾊﾅｷ            
上山南中          
(  2)    11:06
(  1)    48:11

    2     4     48:37 酒田市      
            
            

森　穂乃佳　３    
ﾓﾘ ﾎﾉｶ            
酒田三中          
(  7)    12:02
(  7)    12:02

庄司　雅花　６    
ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ         
十坂小            
(  3)    07:14
(  6)    19:16

斉藤　　睦　２    
ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ          
飛鳥中            
(  2)    11:02
(  3)    30:18

奥山　美咲　５    
ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ          
十坂小            
(  2)    07:18
(  2)    37:36

德田　　蒼　１    
ﾄｸﾀ ｱｵｲ           
酒田一中          
(  1)    11:01
(  2)    48:37

    3     1     49:17 山形市      
            
            

山川　穂乃実３    
ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ          
山形十中          
(  2)    11:25
(  2)    11:25

鈴木　瀬里奈６    
ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ          
山形三小          
( 17)    07:45
(  4)    19:10

加藤　嶺奈　３    
ｶﾄｳ ﾚｲﾅ           
山形五中          
(  3)    11:10
(  4)    30:20

後藤　みずき６    
ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ         
山形三小          
(  8)    07:45
(  3)    38:05

野本　千祥　３    
ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ           
山形二中          
(  3)    11:12
(  3)    49:17

    4     3     49:34 鶴岡市      
            
            

清野　未鈴　２    
ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ          
鶴岡四中          
(  6)    11:49
(  6)    11:49

冨樫　美央　６    
ﾄｶﾞｼ ﾐｵ           
朝暘四小          
(  5)    07:23
(  5)    19:12

上野　文歌　２    
ｳｴﾉ ｱﾔｶ           
鶴岡一中          
(  6)    11:28
(  5)    30:40

長澤　星来　６    
ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ         
朝暘六小          
(  5)    07:32
(  5)    38:12

五十嵐　徳子２    
ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ         
鶴岡一中          
(  4)    11:22
(  4)    49:34

    5     2     49:56 米沢市      
            
            

原田　咲雪　３    
ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ          
米沢三中          
(  1) =  11:09
(  1)    11:09

黒田　愛奈　５    
ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ           
窪田小            
(  7)    07:29
(  1)    18:38

西京　笑里　２    
ｻｲｷｮｳ ｴﾘ          
米沢五中          
(  5)    11:24
(  2)    30:02

情野　　櫻　６    
ｾｲﾉ ｻｸﾗ           
西部小            
( 13)    08:05
(  4)    38:07

辻　　佑妃　３    
ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ           
米沢一中          
(  5)    11:49
(  5)    49:56

    6     5     50:28 新庄市      
            
            

石川　涼音　３    
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ         
日新中            
(  3)    11:31
(  3)    11:31

梁瀬　芽生　６    
ﾔﾅｾ ﾒｲ            
沼田小            
( 12)    07:38
(  3)    19:09

矢作　真穂　２    
ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ           
日新中            
(  7)    11:38
(  6)    30:47

新田　美麗　６    
ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ           
泉田小            
(  3)    07:26
(  6)    38:13

矢口　和佳奈２    
ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ          
日新中            
( 11)    12:15
(  6)    50:28

    7    51     50:55 秋田陸協    
秋　田      
            

浪岡　幸奈　２    
ﾅﾐｵｶ ﾕｷﾅ          
大館東中          
( 20)    12:50
( 20)    12:50

長谷山悠吏亜６    
ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ          
東由利小          
(  2)    07:09
(  9)    19:59

小松　千絵美３    
ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ           
美郷中            
(  4)    11:18
(  7)    31:17

澤田　茉奈　６    
ｻﾜﾀ ﾏﾅ            
桜小              
(  7)    07:44
(  7)    39:01

伊藤　咲季　３    
ｲﾄｳ ｻｷ            
将軍野中          
(  6)    11:54
(  7)    50:55

    8     9     51:17 長井市      
            
            

紺野　公美子２    
ｺﾝﾉｸﾐｺ            
長井南中          
(  9)    12:23
(  9)    12:23

安達　富葵　６    
ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ           
致芳小            
(  3)    07:14
(  8)    19:37

小関　瑠奈　２    
ｺｾｷ ﾙﾅ            
長井南中          
( 12)    12:12
(  9)    31:49

近野　桃花　６    
ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ           
豊田小            
(  4)    07:30
(  8)    39:19

沼澤　遥香　２    
ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ          
長井南中          
(  9)    11:58
(  8)    51:17

    9    16     52:04 河北町      
            
            

五十嵐　梨菜２    
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ          
河北中            
(  4)    11:45
(  4)    11:45

青木　歌音　６    
ｱｵｷ ｶﾉﾝ           
溝延小            
(  9)    07:35
(  7)    19:20

矢作　美幸　２    
ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ          
河北中            
( 14)    12:17
(  8)    31:37

石井　彩夏　６    
ｲｼｲ ｱﾔｶ           
谷地南部小        
( 14)    08:06
(  9)    39:43

片倉　祐香　１    
ｶﾀｸﾗ ﾕｶ           
河北中            
( 14)    12:21
(  9)    52:04

   10    52     52:31 秋田市      
秋　田      
            

安部　萌菜美２    
ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ           
山王中            
( 14)    12:33
( 14)    12:33

伊藤　杏優　５    
ｲﾄｳ ｱﾕ            
勝平小            
( 14)    07:40
( 13)    20:13

永須　千尋　３    
ｴｲｽ ﾁﾋﾛ           
城南中            
(  8)    11:40
( 10)    31:53

清水　　萌　５    
ｼﾐｽﾞ ﾓｴ           
築山小            
( 15)    08:07
( 10)    40:00

池田　和奏　３    
ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ          
将軍野中          
( 16)    12:31
( 10)    52:31

   11    13     52:52 南陽市      
            
            

樋口　亜沙美２    
ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ          
赤湯中            
( 11)    12:28
( 11)    12:28

吉田　愛望　６    
ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ          
中川小            
( 21)    07:57
( 16)    20:25

髙橋　梨奈　２    
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ           
沖郷中            
( 11)    12:09
( 13)    32:34

加川　愛紗綺６    
ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ         
赤湯小            
(  9)    07:58
( 11)    40:32

横川　千夏　３    
ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ          
沖郷中            
( 12)    12:20
( 11)    52:52

   12    11     53:05 東根市      
            
            

矢口　こはる３    
ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ          
東根一中          
( 18)    12:44
( 18)    12:44

青野　朱李　６    
ｱｵﾉ ｼｭﾘ           
長瀞小            
(  6)    07:26
( 12)    20:10

伊藤　未也美２    
ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ          
東根一中          
( 17)    12:41
( 14)    32:51

早坂　基生　６    
ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ          
神町小            
( 12)    08:04
( 12)    40:55

大内　美紗翔２    
ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ          
東根一中          
( 10)    12:10
( 12)    53:05

   13    35     53:08 遊佐町      
            
            

佐藤　芽吹　３    
ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ          
遊佐中            
( 13)    12:30
( 13)    12:30

小野寺　紗希６    
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ          
遊佐小            
( 10)    07:36
( 10)    20:06

石垣　加代　２    
ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ          
遊佐中            
(  9)    11:50
( 11)    31:56

石垣　ちひろ６    
ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ         
稲川小            
( 30)    09:16
( 15)    41:12

松田　七海　２    
ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ           
遊佐中            
(  7)    11:56
( 13)    53:08

   14    28     53:27 高畠町      
            
            

髙橋　あやか２    
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ          
高畠四中          
( 17)    12:44
( 17)    12:44

木伏　　葵　５    
ｷﾌｼ ｱｵｲ           
高畠小            
( 22)    08:05
( 19)    20:49

栁澤　花梨　１    
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ        
高畠四中          
( 13)    12:14
( 17)    33:03

佐々木あやか６    
ｻｻｷ ｱﾔｶ           
高畠小            
( 20)    08:27
( 18)    41:30

安部　日和　１    
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ           
高畠四中          
(  8)    11:57
( 14)    53:27

   15    29     53:34 川西町      
            
            

高橋　春香　２    
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ          
川西中            
( 12)    12:28
( 12)    12:28

長澤　日桜里５    
ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ         
中郡小            
( 14)    07:40
( 11)    20:08

鈴木　春菜　２    
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ          
川西中            
( 10)    12:04
( 12)    32:12

塩野　諒子　６    
ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ          
小松小            
( 29)    09:02
( 16)    41:14

浦田　風子　２    
ｳﾗﾀ ﾌｳｺ           
川西中            
( 12)    12:20
( 15)    53:34

   16    34     53:41 庄内町      
            
            

佐藤　　凜　２    
ｻﾄｳ ﾘﾝ            
余目中            
(  8)    12:14
(  8)    12:14

佐藤　明日美６    
ｻﾄｳ ｱｽﾐ           
立川小            
( 27)    08:24
( 17)    20:38

佐藤　美紅　２    
ｻﾄｳ ﾐｸ            
余目中            
( 15)    12:18
( 15)    32:56

瀬川　美桜　５    
ｾｶﾞﾜ ﾐｵ           
余目四小          
( 11)    08:03
( 13)    40:59

長南　那於　２    
ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ          
余目中            
( 17)    12:42
( 16)    53:41

   17     6     53:47 寒河江市    
            
            

五十嵐　茜音２    
ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ         
陵南中            
( 15)    12:38
( 15)    12:38

新宮　凛々杏６    
ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ          
白岩小            
( 10)    07:36
( 14)    20:14

額田　真衣　１    
ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ           
陵南中            
( 18)    12:42
( 16)    32:56

安孫子　明以６    
ｱﾋﾞｺ ﾒｲ           
寒河江中部小      
( 21)    08:30
( 17)    41:26

三浦　かれん２    
ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ           
陵南中            
( 14)    12:21
( 17)    53:47

   18    10     54:17 天童市      
            
            

笠原　日向子３    
ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ          
天童一中          
( 10)    12:26
( 10)    12:26

阿部　美夕海６    
ｱﾍﾞ ﾐｭｳ           
天童中部小        
( 19)    07:52
( 15)    20:18

押切　七海　２    
ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ          
天童四中          
( 26)    13:17
( 18)    33:35

秋保　秀華　６    
ｱｷﾎ ｼｭｳｶ          
蔵増小            
(  6)    07:35
( 14)    41:10

板坂　美月　２    
ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ         
天童三中          
( 22)    13:07
( 18)    54:17

=…区間ﾀｲ記録 凡例: EGR: 大会ﾀｲ記録



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

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   19     8     55:38 村山市      
            
            

清水　理沙　２    
ｼﾐｽﾞ ﾘｻ           
楯岡中            
( 25)    13:32
( 25)    13:32

西山　彩朱里６    
ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ         
楯岡小            
( 24)    08:09
( 22)    21:41

矢口　桃佳　１    
ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ          
楯岡中            
( 19)    12:44
( 21)    34:25

高橋　菜々穂６    
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ          
楯岡小            
( 16)    08:09
( 20)    42:34

斎藤　香純　２    
ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ          
楯岡中            
( 21)    13:04
( 19)    55:38

   20    20     56:01 大石田町    
            
            

西村　優花　３    
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ           
大石田中          
( 21)    13:14
( 21)    13:14

小玉　美奈　６    
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ           
大石田南小        
( 20)    07:56
( 20)    21:10

阿部　有紗　３    
ｱﾍﾞ ｱﾘｻ           
大石田中          
( 23)    13:04
( 20)    34:14

海藤　芽生　６    
ｶｲﾄｳ ﾒｲ           
大石田北小        
( 21)    08:30
( 21)    42:44

星川　実玲　２    
ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ          
大石田中          
( 23)    13:17
( 20)    56:01

   21    22     56:39 最上町      
            
            

保科　裕華　２    
ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ          
最上中            
( 29)    14:09
( 29)    14:09

結城　美悠梨６    
ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ           
富沢小            
( 16)    07:43
( 23)    21:52

大場　彩絵　３    
ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ          
最上中            
( 27)    13:20
( 27)    35:12

下山　華奈　６    
ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ           
向町小            
( 25)    08:36
( 25)    43:48

菅原　由里花３    
ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ         
最上中            
( 19)    12:51
( 21)    56:39

   22    23     56:47 舟形町      
            
            

伊藤　妃代　２    
ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ           
舟形中            
( 23)    13:26
( 23)    13:26

伊藤　由衣　６    
ｲﾄｳ ﾕｲ            
長沢小            
( 30)    08:47
( 30)    22:13

伊藤　歩美　１    
ｲﾄｳ ｱﾕﾐ           
舟形中            
( 16)    12:29
( 22)    34:42

伊藤　萌々子６    
ｲﾄｳ ﾓﾓｺ           
舟形小            
( 27)    08:46
( 23)    43:28

沼澤　巴南　１    
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ          
舟形中            
( 24)    13:19
( 22)    56:47

   23    21     57:25 金山町      
            
            

柴田　　裕　２    
ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ          
金山中            
( 34)    14:34
( 34)    14:34

柴田　明日香６    
ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ         
有屋小            
(  8)    07:34
( 29)    22:08

長倉　沙里奈２    
ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ        
金山中            
( 20)    12:45
( 24)    34:53

髙橋　佳奈子５    
ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ         
明安小            
( 33)    09:41
( 27)    44:34

柴田　くるみ１    
ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ         
金山中            
( 19)    12:51
( 23)    57:25

   24    32     57:25 飯豊町      
            
            

佐藤　里香　１    
ｻﾄｳ ﾘｶ            
飯豊中            
( 24)    13:26
( 24)    13:26

小川　りさ　６    
ｵｶﾞﾜ ﾘｻ           
飯豊二小          
( 28)    08:27
( 24)    21:53

梅津　美空　２    
ｳﾒﾂ ﾐｸ            
飯豊中            
( 21)    12:52
( 23)    34:45

渡部　莉綾　５    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ          
飯豊一小          
( 31)    09:19
( 26)    44:04

佐原　詩乃　２    
ｻﾜﾗ ｼﾉ            
飯豊中            
( 25)    13:21
( 24)    57:25

   25    31     57:26 白鷹町      
            
            

青木　菜々　１    
ｱｵｷ ﾅﾅ            
白鷹東中          
( 28)    13:52
( 28)    13:52

小林　咲葉　５    
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ          
蚕桑小            
( 13)    07:39
( 21)    21:31

齋藤　　恵　３    
ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ         
白鷹東中          
( 30)    13:40
( 26)    35:11

芳賀　美優花６    
ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ           
鮎貝小            
( 10)    07:59
( 22)    43:10

大嶋　恵利歌２    
ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ          
白鷹西中          
( 31)    14:16
( 25)    57:26

   26    12     57:27 尾花沢市    
            
            

安達　日和　１    
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ          
尾花沢中          
( 19)    12:49
( 19)    12:49

三浦　　星　５    
ﾐｳﾗ ｱｶﾘ           
寺内小            
( 33)    09:04
( 25)    21:53

後藤　瑠莉　２    
ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ           
尾花沢中          
( 32)    13:52
( 29)    35:45

加藤　　妃　４    
ｶﾄｳ ｷｻｷ           
明徳小            
( 28)    08:52
( 28)    44:37

五十嵐　萌　３    
ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ          
常盤中            
( 18)    12:50
( 26)    57:27

   27    24     57:30 真室川町    
            
            

五十嵐　美鈴３    
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ        
真室川中          
( 16)    12:40
( 16)    12:40

小野　凜香　５    
ｵﾉ ﾘﾝｶ            
真室川小          
( 23)    08:06
( 18)    20:46

池添　世菜　１    
ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ          
真室川中          
( 24)    13:05
( 19)    33:51

池添　佳歩　６    
ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ          
真室川小          
( 24)    08:33
( 19)    42:24

髙橋　美琴　２    
ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ          
真室川中          
( 34)    15:06
( 27)    57:30

   28    19     58:12 大江町      
            
            

小松　未希　２    
ｺﾏﾂ ﾐｷ            
大江中            
( 27)    13:46
( 27)    13:46

東海林　真友６    
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ         
本郷東小          
( 26)    08:15
( 26)    22:01

横山　琉生　１    
ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ           
大江中            
( 24)    13:05
( 25)    35:06

遠藤　琴代　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ         
左沢小            
( 17)    08:23
( 24)    43:29

阿部　美悠　３    
ｱﾍﾞ ﾐﾕ            
大江中            
( 33)    14:43
( 28)    58:12

   29    26     58:49 鮭川村      
            
            

中川　美月　３    
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ        
鮭川中            
( 26)    13:37
( 26)    13:37

鈴木　風香　６    
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ          
鮭川小            
( 32)    08:50
( 31)    22:27

安彦　朱有　２    
ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ          
鮭川中            
( 31)    13:43
( 30)    36:10

八鍬　詩野　５    
ﾔｸﾜ ｼﾉ            
鮭川小            
( 26)    08:44
( 29)    44:54

阿部　莉帆　２    
ｱﾍﾞ ﾘﾎ            
鮭川中            
( 30)    13:55
( 29)    58:49

   30    15     58:57 中山町      
            
            

鈴木　　茜　２    
ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ          
中山中            
( 35)    15:13
( 35)    15:13

海野　菜桜　６    
ｳﾝﾉ ﾅｵ            
豊田小            
( 24)    08:09
( 33)    23:22

伊藤　有希　３    
ｲﾄｳ ﾕｷ            
中山中            
( 28)    13:28
( 32)    36:50

鈴木　華奈　４    
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ          
豊田小            
( 23)    08:31
( 31)    45:21

遠藤　茉夏　２    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ          
中山中            
( 27)    13:36
( 30)    58:57

   31    18     59:33 朝日町      
            
            

清水　ありさ３    
ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ          
朝日中            
( 32)    14:20
( 32)    14:20

白田　知里　６    
ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ           
大谷小            
( 33)    09:04
( 34)    23:24

佐竹　彩果　１    
ｻﾀｹ ｱﾔｶ           
朝日中            
( 22)    12:55
( 31)    36:19

布施　美咲　６    
ﾌｾ ﾐｻｷ            
宮宿小            
( 34)    09:49
( 34)    46:08

菅井　早姫　２    
ｽｶﾞｲ ｻｷ           
朝日中            
( 26)    13:25
( 31)    59:33

   32    27     59:36 戸沢村      
            
            

岡田　麻実　２    
ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ          
戸沢中            
( 31)    14:19
( 31)    14:19

中村　瑠奈　６    
ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ           
古口小            
( 29)    08:37
( 32)    22:56

八鍬　夏乃　１    
ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ           
戸沢中            
( 34)    14:21
( 33)    37:17

山科　野愛　６    
ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ           
神田小            
( 18)    08:26
( 32)    45:43

荒木　夏南　１    
ｱﾗｷ ｶﾅ            
戸沢中            
( 29)    13:53
( 32)    59:36

   33    14   1:00:18 山辺町      
            
            

三浦　聡美　２    
ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ           
山辺中            
( 30)    14:18
( 30)    14:18

土屋　里菜　６    
ﾂﾁﾔ ﾘﾅ            
相模小            
( 18)    07:49
( 28)    22:07

齋藤　光恵　２    
ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ          
山辺中            
( 35)    15:29
( 34)    37:36

村岡　結衣　６    
ﾑﾗｵｶ ﾕｲ           
大寺小            
( 18)    08:26
( 33)    46:02

川瀬　遥楓　２    
ｶﾜｾ ﾊﾙｶ           
作谷沢中          
( 31)    14:16
( 33)  1:00:18

   34    17   1:01:17 西川町      
            
            

安彦　雪乃　２    
ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ          
西川中            
( 22)    13:19
( 22)    13:19

佐藤　　花　５    
ｻﾄｳ ﾊﾅ            
西川小            
( 31)    08:48
( 27)    22:07

奥山　沙紀　３    
ｵｸﾔﾏ ｻｷ           
西川中            
( 29)    13:33
( 28)    35:40

佐藤　しずく６    
ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ          
西川小            
( 32)    09:33
( 30)    45:13

原田　萌未　３    
ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ          
西川中            
( 35)    16:04
( 34)  1:01:17

   35    25   1:02:57 大蔵村      
            
            

矢口　真帆　３    
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ           
大蔵中            
( 33)    14:23
( 33)    14:23

高山　みのり６    
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ          
大蔵小            
( 35)    10:50
( 35)    25:13

加藤　柚衣　２    
ｶﾄｳ ﾕｲ            
大蔵中            
( 33)    14:06
( 35)    39:19

野崎　杏奈　６    
ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ          
大蔵小            
( 35)    09:56
( 35)    49:15

佐藤　真生　２    
ｻﾄｳ ﾏｵ            
大蔵中            
( 28)    13:42
( 35)  1:02:57

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

武田　千捺       
尾花沢小 6th     

  07:08

梅津　春香       
米沢二中 5th     

  10:45



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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 ｺﾒﾝﾄ順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野 公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14    52   12:33 秋田市      安部　萌菜美２ ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ       山王中        
   15     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   16    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   17    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   18    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
19 12 12:49 尾花沢市 安達 日和 １ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ 尾花沢中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14    52   12:33 秋田市      安部　萌菜美２ ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ       山王中        
   15     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   16    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   17    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   18    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   19    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   20    51   12:50 秋田陸協    浪岡　幸奈　２ ﾅﾐｵｶ ﾕｷﾅ      大館東中      
   21    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   22    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   23    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   24    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   25     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   26    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   27    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   28    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
29 22 14:09 最上町 保科 裕華 ２ ﾎｼﾅ ﾕｳｶ 最上中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14    52   12:33 秋田市      安部　萌菜美２ ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ       山王中        
   15     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   16    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   17    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   18    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   19    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   20    51   12:50 秋田陸協    浪岡　幸奈　２ ﾅﾐｵｶ ﾕｷﾅ      大館東中      
   21    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   22    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   23    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   24    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   25     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   26    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   27    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   28    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   29    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   30    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   31    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   32    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   33    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   34    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   35    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14    52   12:33 秋田市      安部　萌菜美２ ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ       山王中        
   15     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   16    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   17    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   18    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   19    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   20    51   12:50 秋田陸協    浪岡　幸奈　２ ﾅﾐｵｶ ﾕｷﾅ      大館東中      
   21    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   22    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   23    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   24    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   25     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   26    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   27    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   28    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   29    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   30    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   31    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   32    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   33    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   34    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   35    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14    52   12:33 秋田市      安部　萌菜美２ ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ       山王中        
   15     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   16    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   17    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   18    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   19    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   20    51   12:50 秋田陸協    浪岡　幸奈　２ ﾅﾐｵｶ ﾕｷﾅ      大館東中      
   21    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   22    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   23    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   24    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   25     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   26    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   27    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   28    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   29    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   30    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   31    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   32    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   33    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   34    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   35    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14    52   12:33 秋田市      安部　萌菜美２ ｱﾍﾞ ﾓﾅﾐ       山王中        
   15     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   16    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   17    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   18    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   19    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   20    51   12:50 秋田陸協    浪岡　幸奈　２ ﾅﾐｵｶ ﾕｷﾅ      大館東中      
   21    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   22    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   23    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   24    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   25     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   26    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   27    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   28    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   29    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   30    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   31    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   32    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   33    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   34    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   35    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      中山中        

凡例: =SR:区間ﾀｲ記録



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        

7 2 07:29 米沢市 黒田 愛奈 ５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ 窪田小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    7     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    8    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    9    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
   10     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
   10    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   12     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   13    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   14    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    52   07:40 秋田市      伊藤　杏優　５ ｲﾄｳ ｱﾕ        勝平小        
   16    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
17 1 07:45 山形市 鈴木 瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ 山形三小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    7     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    8    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    9    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
   10     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
   10    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   12     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   13    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   14    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    52   07:40 秋田市      伊藤　杏優　５ ｲﾄｳ ｱﾕ        勝平小        
   16    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   17     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   18    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   19    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   20    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   21    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   22    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   23    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   24     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   24    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   26    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
27 34 08:24 庄内町 佐藤 明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ 立川小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    7     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    8    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    9    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
   10     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
   10    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   12     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   13    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   14    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    52   07:40 秋田市      伊藤　杏優　５ ｲﾄｳ ｱﾕ        勝平小        
   16    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   17     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   18    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   19    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   20    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   21    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   22    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   23    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   24     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   24    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   26    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   27    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   28    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   29    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   30    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   31    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   32    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   33    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   33    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   35    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    7     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    8    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    9    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
   10     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
   10    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   12     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   13    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   14    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    52   07:40 秋田市      伊藤　杏優　５ ｲﾄｳ ｱﾕ        勝平小        
   16    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   17     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   18    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   19    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   20    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   21    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   22    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   23    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   24     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   24    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   26    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   27    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   28    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   29    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   30    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   31    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   32    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   33    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   33    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   35    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    7     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    8    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    9    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
   10     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
   10    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   12     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   13    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   14    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    52   07:40 秋田市      伊藤　杏優　５ ｲﾄｳ ｱﾕ        勝平小        
   16    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   17     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   18    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   19    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   20    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   21    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   22    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   23    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   24     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   24    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   26    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   27    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   28    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   29    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   30    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   31    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   32    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   33    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   33    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   35    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2    51   07:09 秋田陸協    長谷山悠吏亜６ ﾊｾﾔﾏ ﾕﾘｱ      東由利小      
    3     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    3     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    5     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    6    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    7     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    8    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    9    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
   10     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
   10    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   12     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   13    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   14    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    52   07:40 秋田市      伊藤　杏優　５ ｲﾄｳ ｱﾕ        勝平小        
   16    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   17     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   18    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   19    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   20    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   21    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   22    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   23    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   24     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   24    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   26    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   27    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   28    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   29    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   30    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   31    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   32    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   33    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   33    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   35    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      大蔵小        



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----

山市 佐藤 瑞穂 ｳ ﾞﾎ 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   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木 春菜 ２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      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   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
   11    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   12     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   13    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   14    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   15    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   16    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   17    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   18     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   19     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   20    21   12:45 金山町      長倉 沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
   11    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   12     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   13    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   14    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   15    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   16    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   17    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   18     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   19     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   20    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   21    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   22    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   23    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   24    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   24    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   26    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   27    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   28    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   29    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
30 31 13:40 白鷹町 齋藤 恵 ３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 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   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
   11    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   12     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   13    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   14    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   15    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   16    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   17    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   18     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   19     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   20    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   21    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   22    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   23    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   24    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   24    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   26    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   27    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   28    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   29    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   30    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   31    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   32    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   33    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   34    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   35    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
   11    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   12     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   13    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   14    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   15    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   16    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   17    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   18     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   19     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   20    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   21    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   22    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   23    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   24    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   24    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   26    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   27    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   28    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   29    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   30    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   31    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   32    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   33    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   34    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   35    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
   11    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   12     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   13    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   14    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   15    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   16    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   17    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   18     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   19     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   20    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   21    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   22    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   23    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   24    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   24    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   26    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   27    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   28    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   29    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   30    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   31    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   32    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   33    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   34    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   35    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4    51   11:18 秋田陸協    小松　千絵美３ ｺﾏﾂ ﾁｴﾐ       美郷中        
    5     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    6     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    7     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    8    52   11:40 秋田市      永須　千尋　３ ｴｲｽ ﾁﾋﾛ       城南中        
    9    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
   10    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
   11    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   12     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   13    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   14    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   15    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   16    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   17    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   18     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   19     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   20    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   21    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   22    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   23    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   24    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   24    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   26    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   27    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   28    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   29    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   30    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   31    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   32    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   33    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   34    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   35    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        



　第７回　蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
10 31 07:59 白鷹町 芳賀 美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ 鮎貝小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
   10    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   11    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   12    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   13     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   14    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   15    52   08:07 秋田市      清水　　萌　５ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ       築山小        
   16     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   17    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   18    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   18    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
20 28 08:27 高畠町 佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ 高畠小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
   10    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   11    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   12    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   13     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   14    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   15    52   08:07 秋田市      清水　　萌　５ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ       築山小        
   16     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   17    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   18    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   18    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   20    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   21     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   21    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   23    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   24    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   25    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   26    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   27    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   28    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   29    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
30 35 09:16 遊佐町 石垣 ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ 稲川小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
   10    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   11    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   12    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   13     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   14    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   15    52   08:07 秋田市      清水　　萌　５ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ       築山小        
   16     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   17    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   18    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   18    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   20    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   21     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   21    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   23    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   24    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   25    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   26    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   27    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   28    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   29    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   30    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   31    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   32    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   33    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   34    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   35    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      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     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
   10    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   11    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   12    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   13     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   14    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   15    52   08:07 秋田市      清水　　萌　５ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ       築山小        
   16     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   17    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   18    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   18    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   20    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   21     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   21    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   23    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   24    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   25    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   26    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   27    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   28    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   29    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   30    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   31    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   32    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   33    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   34    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   35    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      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     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
   10    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   11    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   12    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   13     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   14    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   15    52   08:07 秋田市      清水　　萌　５ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ       築山小        
   16     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   17    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   18    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   18    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   20    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   21     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   21    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   23    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   24    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   25    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   26    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   27    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   28    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   29    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   30    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   31    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   32    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   33    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   34    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   35    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      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     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7    51   07:44 秋田陸協    澤田　茉奈　６ ｻﾜﾀ ﾏﾅ        桜小          
    8     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    9    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
   10    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   11    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   12    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   13     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   14    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   15    52   08:07 秋田市      清水　　萌　５ ｼﾐｽﾞ ﾓｴ       築山小        
   16     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   17    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   18    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   18    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   20    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   21     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   21    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   23    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   24    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   25    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   26    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   27    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   28    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   29    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   30    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   31    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   32    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   33    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   34    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   35    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      大蔵小        
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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   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内 美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   11     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   12    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   12    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   14     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   14    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   16    52   12:31 秋田市      池田　和奏　３ ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ      将軍野中      
   17    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   18    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   19    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
19 22 12:51 最上町 菅原 由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ 最上中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   11     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   12    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   12    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   14     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   14    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   16    52   12:31 秋田市      池田　和奏　３ ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ      将軍野中      
   17    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   18    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   19    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   19    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   21     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   22    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   23    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   24    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   25    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   26    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   27    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   28    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   29    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
30 26 13:55 鮭川村 阿部 莉帆 ２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ 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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   11     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   12    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   12    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   14     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   14    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   16    52   12:31 秋田市      池田　和奏　３ ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ      将軍野中      
   17    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   18    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   19    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   19    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   21     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   22    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   23    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   24    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   25    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   26    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   27    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   28    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   29    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   30    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   31    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   31    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   33    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   34    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   35    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   11     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   12    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   12    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   14     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   14    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   16    52   12:31 秋田市      池田　和奏　３ ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ      将軍野中      
   17    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   18    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   19    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   19    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   21     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   22    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   23    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   24    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   25    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   26    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   27    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   28    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   29    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   30    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   31    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   31    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   33    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   34    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   35    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   11     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   12    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   12    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   14     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   14    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   16    52   12:31 秋田市      池田　和奏　３ ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ      将軍野中      
   17    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   18    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   19    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   19    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   21     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   22    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   23    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   24    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   25    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   26    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   27    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   28    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   29    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   30    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   31    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   31    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   33    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   34    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   35    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    51   11:54 秋田陸協    伊藤　咲季　３ ｲﾄｳ ｻｷ        将軍野中      
    7    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    8    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    9     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
   10    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   11     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   12    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   12    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   14     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   14    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   16    52   12:31 秋田市      池田　和奏　３ ｲｹﾀﾞ ﾜｶﾅ      将軍野中      
   17    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   18    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   19    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   19    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   21     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   22    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   23    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   24    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   25    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   26    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   27    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   28    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   29    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   30    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   31    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   31    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   33    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   34    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   35    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      西川中        



女子 県内  ジュニア駅伝女子県内大会 2012年 8月 5日 12時30分 スタート

大会記録          48:11  　米沢市      第12回 2009.8.2

総合成績

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

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

    1     7     48:11
EGR 

上山市      
            
            

鈴木　　彩　３    
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ          
上山南中          
(  5)    11:48
(  5)    11:48

齋野　泰葉　６    
ｻｲﾉ ﾔｽﾊ           
南小              
(  1)    07:06
(  2)    18:54

佐藤　瑞穂　３    
ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ          
上山南中          
(  1)    10:58
(  1)    29:52

石澤　希らら６    
ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ         
南小              
(  1)    07:13
(  1)    37:05

宇野　花紀　２    
ｳﾉ ﾊﾅｷ            
上山南中          
(  2)    11:06
(  1)    48:11

    2     4     48:37 酒田市      
            
            

森　穂乃佳　３    
ﾓﾘ ﾎﾉｶ            
酒田三中          
(  7)    12:02
(  7)    12:02

庄司　雅花　６    
ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ         
十坂小            
(  2)    07:14
(  6)    19:16

斉藤　　睦　２    
ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ          
飛鳥中            
(  2)    11:02
(  3)    30:18

奥山　美咲　５    
ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ          
十坂小            
(  2)    07:18
(  2)    37:36

德田　　蒼　１    
ﾄｸﾀ ｱｵｲ           
酒田一中          
(  1)    11:01
(  2)    48:37

    3     1     49:17 山形市      
            
            

山川　穂乃実３    
ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ          
山形十中          
(  2)    11:25
(  2)    11:25

鈴木　瀬里奈６    
ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ          
山形三小          
( 15)    07:45
(  4)    19:10

加藤　嶺奈　３    
ｶﾄｳ ﾚｲﾅ           
山形五中          
(  3)    11:10
(  4)    30:20

後藤　みずき６    
ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ         
山形三小          
(  7)    07:45
(  3)    38:05

野本　千祥　３    
ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ           
山形二中          
(  3)    11:12
(  3)    49:17

    4     3     49:34 鶴岡市      
            
            

清野　未鈴　２    
ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ          
鶴岡四中          
(  6)    11:49
(  6)    11:49

冨樫　美央　６    
ﾄｶﾞｼ ﾐｵ           
朝暘四小          
(  4)    07:23
(  5)    19:12

上野　文歌　２    
ｳｴﾉ ｱﾔｶ           
鶴岡一中          
(  5)    11:28
(  5)    30:40

長澤　星来　６    
ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ         
朝暘六小          
(  5)    07:32
(  5)    38:12

五十嵐　徳子２    
ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ         
鶴岡一中          
(  4)    11:22
(  4)    49:34

    5     2     49:56 米沢市      
            
            

原田　咲雪　３    
ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ          
米沢三中          
(  1) =  11:09
(  1)    11:09

黒田　愛奈　５    
ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ           
窪田小            
(  6)    07:29
(  1)    18:38

西京　笑里　２    
ｻｲｷｮｳ ｴﾘ          
米沢五中          
(  4)    11:24
(  2)    30:02

情野　　櫻　６    
ｾｲﾉ ｻｸﾗ           
西部小            
( 12)    08:05
(  4)    38:07

辻　　佑妃　３    
ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ           
米沢一中          
(  5)    11:49
(  5)    49:56

    6     5     50:28 新庄市      
            
            

石川　涼音　３    
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ         
日新中            
(  3)    11:31
(  3)    11:31

梁瀬　芽生　６    
ﾔﾅｾ ﾒｲ            
沼田小            
( 11)    07:38
(  3)    19:09

矢作　真穂　２    
ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ           
日新中            
(  6)    11:38
(  6)    30:47

新田　美麗　６    
ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ           
泉田小            
(  3)    07:26
(  6)    38:13

矢口　和佳奈２    
ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ          
日新中            
( 10)    12:15
(  6)    50:28

    7     9     51:17 長井市      
            
            

紺野　公美子２    
ｺﾝﾉｸﾐｺ            
長井南中          
(  9)    12:23
(  9)    12:23

安達　富葵　６    
ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ           
致芳小            
(  2)    07:14
(  8)    19:37

小関　瑠奈　２    
ｺｾｷ ﾙﾅ            
長井南中          
( 10)    12:12
(  8)    31:49

近野　桃花　６    
ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ           
豊田小            
(  4)    07:30
(  7)    39:19

沼澤　遥香　２    
ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ          
長井南中          
(  8)    11:58
(  7)    51:17

    8    16     52:04 河北町      
            
            

五十嵐　梨菜２    
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ          
河北中            
(  4)    11:45
(  4)    11:45

青木　歌音　６    
ｱｵｷ ｶﾉﾝ           
溝延小            
(  8)    07:35
(  7)    19:20

矢作　美幸　２    
ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ          
河北中            
( 12)    12:17
(  7)    31:37

石井　彩夏　６    
ｲｼｲ ｱﾔｶ           
谷地南部小        
( 13)    08:06
(  8)    39:43

片倉　祐香　１    
ｶﾀｸﾗ ﾕｶ           
河北中            
( 13)    12:21
(  8)    52:04

    9    13     52:52 南陽市      
            
            

樋口　亜沙美２    
ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ          
赤湯中            
( 11)    12:28
( 11)    12:28

吉田　愛望　６    
ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ          
中川小            
( 19)    07:57
( 14)    20:25

髙橋　梨奈　２    
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ           
沖郷中            
(  9)    12:09
( 11)    32:34

加川　愛紗綺６    
ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ         
赤湯小            
(  8)    07:58
(  9)    40:32

横川　千夏　３    
ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ          
沖郷中            
( 11)    12:20
(  9)    52:52

   10    11     53:05 東根市      
            
            

矢口　こはる３    
ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ          
東根一中          
( 17)    12:44
( 17)    12:44

青野　朱李　６    
ｱｵﾉ ｼｭﾘ           
長瀞小            
(  5)    07:26
( 11)    20:10

伊藤　未也美２    
ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ          
東根一中          
( 15)    12:41
( 12)    32:51

早坂　基生　６    
ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ          
神町小            
( 11)    08:04
( 10)    40:55

大内　美紗翔２    
ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ          
東根一中          
(  9)    12:10
( 10)    53:05

   11    35     53:08 遊佐町      
            
            

佐藤　芽吹　３    
ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ          
遊佐中            
( 13)    12:30
( 13)    12:30

小野寺　紗希６    
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ          
遊佐小            
(  9)    07:36
(  9)    20:06

石垣　加代　２    
ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ          
遊佐中            
(  7)    11:50
(  9)    31:56

石垣　ちひろ６    
ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ         
稲川小            
( 28)    09:16
( 13)    41:12

松田　七海　２    
ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ           
遊佐中            
(  6)    11:56
( 11)    53:08

   12    28     53:27 高畠町      
            
            

髙橋　あやか２    
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ          
高畠四中          
( 16)    12:44
( 16)    12:44

木伏　　葵　５    
ｷﾌｼ ｱｵｲ           
高畠小            
( 20)    08:05
( 17)    20:49

栁澤　花梨　１    
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ        
高畠四中          
( 11)    12:14
( 15)    33:03

佐々木あやか６    
ｻｻｷ ｱﾔｶ           
高畠小            
( 18)    08:27
( 16)    41:30

安部　日和　１    
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ           
高畠四中          
(  7)    11:57
( 12)    53:27

   13    29     53:34 川西町      
            
            

高橋　春香　２    
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ          
川西中            
( 12)    12:28
( 12)    12:28

長澤　日桜里５    
ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ         
中郡小            
( 13)    07:40
( 10)    20:08

鈴木　春菜　２    
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ          
川西中            
(  8)    12:04
( 10)    32:12

塩野　諒子　６    
ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ          
小松小            
( 27)    09:02
( 14)    41:14

浦田　風子　２    
ｳﾗﾀ ﾌｳｺ           
川西中            
( 11)    12:20
( 13)    53:34

   14    34     53:41 庄内町      
            
            

佐藤　　凜　２    
ｻﾄｳ ﾘﾝ            
余目中            
(  8)    12:14
(  8)    12:14

佐藤　明日美６    
ｻﾄｳ ｱｽﾐ           
立川小            
( 25)    08:24
( 15)    20:38

佐藤　美紅　２    
ｻﾄｳ ﾐｸ            
余目中            
( 13)    12:18
( 13)    32:56

瀬川　美桜　５    
ｾｶﾞﾜ ﾐｵ           
余目四小          
( 10)    08:03
( 11)    40:59

長南　那於　２    
ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ          
余目中            
( 15)    12:42
( 14)    53:41

   15     6     53:47 寒河江市    
            
            

五十嵐　茜音２    
ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ         
陵南中            
( 14)    12:38
( 14)    12:38

新宮　凛々杏６    
ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ          
白岩小            
(  9)    07:36
( 12)    20:14

額田　真衣　１    
ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ           
陵南中            
( 16)    12:42
( 14)    32:56

安孫子　明以６    
ｱﾋﾞｺ ﾒｲ           
寒河江中部小      
( 19)    08:30
( 15)    41:26

三浦　かれん２    
ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ           
陵南中            
( 13)    12:21
( 15)    53:47

   16    10     54:17 天童市      
            
            

笠原　日向子３    
ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ          
天童一中          
( 10)    12:26
( 10)    12:26

阿部　美夕海６    
ｱﾍﾞ ﾐｭｳ           
天童中部小        
( 17)    07:52
( 13)    20:18

押切　七海　２    
ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ          
天童四中          
( 24)    13:17
( 16)    33:35

秋保　秀華　６    
ｱｷﾎ ｼｭｳｶ          
蔵増小            
(  6)    07:35
( 12)    41:10

板坂　美月　２    
ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ         
天童三中          
( 20)    13:07
( 16)    54:17

   17     8     55:38 村山市      
            
            

清水　理沙　２    
ｼﾐｽﾞ ﾘｻ           
楯岡中            
( 23)    13:32
( 23)    13:32

西山　彩朱里６    
ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ         
楯岡小            
( 22)    08:09
( 20)    21:41

矢口　桃佳　１    
ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ          
楯岡中            
( 17)    12:44
( 19)    34:25

高橋　菜々穂６    
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ          
楯岡小            
( 14)    08:09
( 18)    42:34

斎藤　香純　２    
ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ          
楯岡中            
( 19)    13:04
( 17)    55:38

   18    20     56:01 大石田町    
            
            

西村　優花　３    
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ           
大石田中          
( 19)    13:14
( 19)    13:14

小玉　美奈　６    
ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ           
大石田南小        
( 18)    07:56
( 18)    21:10

阿部　有紗　３    
ｱﾍﾞ ｱﾘｻ           
大石田中          
( 21)    13:04
( 18)    34:14

海藤　芽生　６    
ｶｲﾄｳ ﾒｲ           
大石田北小        
( 19)    08:30
( 19)    42:44

星川　実玲　２    
ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ          
大石田中          
( 21)    13:17
( 18)    56:01

=…区間ﾀｲ記録 凡例: EGR: 大会ﾀｲ記録



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

第２区      
小学生      
(1.9km)     

第３区      
中学生      
(2.8km)     

第４区      
小学生      
(1.9km)     

第５区      
中学生      
(2.8km)     

   19    22     56:39 最上町      
            
            

保科　裕華　２    
ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ          
最上中            
( 27)    14:09
( 27)    14:09

結城　美悠梨６    
ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ           
富沢小            
( 14)    07:43
( 21)    21:52

大場　彩絵　３    
ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ          
最上中            
( 25)    13:20
( 25)    35:12

下山　華奈　６    
ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ           
向町小            
( 23)    08:36
( 23)    43:48

菅原　由里花３    
ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ         
最上中            
( 17)    12:51
( 19)    56:39

   20    23     56:47 舟形町      
            
            

伊藤　妃代　２    
ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ           
舟形中            
( 21)    13:26
( 21)    13:26

伊藤　由衣　６    
ｲﾄｳ ﾕｲ            
長沢小            
( 28)    08:47
( 28)    22:13

伊藤　歩美　１    
ｲﾄｳ ｱﾕﾐ           
舟形中            
( 14)    12:29
( 20)    34:42

伊藤　萌々子６    
ｲﾄｳ ﾓﾓｺ           
舟形小            
( 25)    08:46
( 21)    43:28

沼澤　巴南　１    
ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ          
舟形中            
( 22)    13:19
( 20)    56:47

   21    21     57:25 金山町      
            
            

柴田　　裕　２    
ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ          
金山中            
( 32)    14:34
( 32)    14:34

柴田　明日香６    
ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ         
有屋小            
(  7)    07:34
( 27)    22:08

長倉　沙里奈２    
ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ        
金山中            
( 18)    12:45
( 22)    34:53

髙橋　佳奈子５    
ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ         
明安小            
( 31)    09:41
( 25)    44:34

柴田　くるみ１    
ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ         
金山中            
( 17)    12:51
( 21)    57:25

   22    32     57:25 飯豊町      
            
            

佐藤　里香　１    
ｻﾄｳ ﾘｶ            
飯豊中            
( 22)    13:26
( 22)    13:26

小川　りさ　６    
ｵｶﾞﾜ ﾘｻ           
飯豊二小          
( 26)    08:27
( 22)    21:53

梅津　美空　２    
ｳﾒﾂ ﾐｸ            
飯豊中            
( 19)    12:52
( 21)    34:45

渡部　莉綾　５    
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ          
飯豊一小          
( 29)    09:19
( 24)    44:04

佐原　詩乃　２    
ｻﾜﾗ ｼﾉ            
飯豊中            
( 23)    13:21
( 22)    57:25

   23    31     57:26 白鷹町      
            
            

青木　菜々　１    
ｱｵｷ ﾅﾅ            
白鷹東中          
( 26)    13:52
( 26)    13:52

小林　咲葉　５    
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ          
蚕桑小            
( 12)    07:39
( 19)    21:31

齋藤　　恵　３    
ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ         
白鷹東中          
( 28)    13:40
( 24)    35:11

芳賀　美優花６    
ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ           
鮎貝小            
(  9)    07:59
( 20)    43:10

大嶋　恵利歌２    
ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ          
白鷹西中          
( 29)    14:16
( 23)    57:26

   24    12     57:27 尾花沢市    
            
            

安達　日和　１    
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ          
尾花沢中          
( 18)    12:49
( 18)    12:49

三浦　　星　５    
ﾐｳﾗ ｱｶﾘ           
寺内小            
( 31)    09:04
( 23)    21:53

後藤　瑠莉　２    
ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ           
尾花沢中          
( 30)    13:52
( 27)    35:45

加藤　　妃　４    
ｶﾄｳ ｷｻｷ           
明徳小            
( 26)    08:52
( 26)    44:37

五十嵐　萌　３    
ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ          
常盤中            
( 16)    12:50
( 24)    57:27

   25    24     57:30 真室川町    
            
            

五十嵐　美鈴３    
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ        
真室川中          
( 15)    12:40
( 15)    12:40

小野　凜香　５    
ｵﾉ ﾘﾝｶ            
真室川小          
( 21)    08:06
( 16)    20:46

池添　世菜　１    
ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ          
真室川中          
( 22)    13:05
( 17)    33:51

池添　佳歩　６    
ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ          
真室川小          
( 22)    08:33
( 17)    42:24

髙橋　美琴　２    
ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ          
真室川中          
( 32)    15:06
( 25)    57:30

   26    19     58:12 大江町      
            
            

小松　未希　２    
ｺﾏﾂ ﾐｷ            
大江中            
( 25)    13:46
( 25)    13:46

東海林　真友６    
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ         
本郷東小          
( 24)    08:15
( 24)    22:01

横山　琉生　１    
ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ           
大江中            
( 22)    13:05
( 23)    35:06

遠藤　琴代　６    
ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ         
左沢小            
( 15)    08:23
( 22)    43:29

阿部　美悠　３    
ｱﾍﾞ ﾐﾕ            
大江中            
( 31)    14:43
( 26)    58:12

   27    26     58:49 鮭川村      
            
            

中川　美月　３    
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ        
鮭川中            
( 24)    13:37
( 24)    13:37

鈴木　風香　６    
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ          
鮭川小            
( 30)    08:50
( 29)    22:27

安彦　朱有　２    
ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ          
鮭川中            
( 29)    13:43
( 28)    36:10

八鍬　詩野　５    
ﾔｸﾜ ｼﾉ            
鮭川小            
( 24)    08:44
( 27)    44:54

阿部　莉帆　２    
ｱﾍﾞ ﾘﾎ            
鮭川中            
( 28)    13:55
( 27)    58:49

   28    15     58:57 中山町      
            
            

鈴木　　茜　２    
ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ          
中山中            
( 33)    15:13
( 33)    15:13

海野　菜桜　６    
ｳﾝﾉ ﾅｵ            
豊田小            
( 22)    08:09
( 31)    23:22

伊藤　有希　３    
ｲﾄｳ ﾕｷ            
中山中            
( 26)    13:28
( 30)    36:50

鈴木　華奈　４    
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ          
豊田小            
( 21)    08:31
( 29)    45:21

遠藤　茉夏　２    
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ          
中山中            
( 25)    13:36
( 28)    58:57

   29    18     59:33 朝日町      
            
            

清水　ありさ３    
ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ          
朝日中            
( 30)    14:20
( 30)    14:20

白田　知里　６    
ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ           
大谷小            
( 31)    09:04
( 32)    23:24

佐竹　彩果　１    
ｻﾀｹ ｱﾔｶ           
朝日中            
( 20)    12:55
( 29)    36:19

布施　美咲　６    
ﾌｾ ﾐｻｷ            
宮宿小            
( 32)    09:49
( 32)    46:08

菅井　早姫　２    
ｽｶﾞｲ ｻｷ           
朝日中            
( 24)    13:25
( 29)    59:33

   30    27     59:36 戸沢村      
            
            

岡田　麻実　２    
ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ          
戸沢中            
( 29)    14:19
( 29)    14:19

中村　瑠奈　６    
ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ           
古口小            
( 27)    08:37
( 30)    22:56

八鍬　夏乃　１    
ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ           
戸沢中            
( 32)    14:21
( 31)    37:17

山科　野愛　６    
ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ           
神田小            
( 16)    08:26
( 30)    45:43

荒木　夏南　１    
ｱﾗｷ ｶﾅ            
戸沢中            
( 27)    13:53
( 30)    59:36

   31    14   1:00:18 山辺町      
            
            

三浦　聡美　２    
ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ           
山辺中            
( 28)    14:18
( 28)    14:18

土屋　里菜　６    
ﾂﾁﾔ ﾘﾅ            
相模小            
( 16)    07:49
( 26)    22:07

齋藤　光恵　２    
ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ          
山辺中            
( 33)    15:29
( 32)    37:36

村岡　結衣　６    
ﾑﾗｵｶ ﾕｲ           
大寺小            
( 16)    08:26
( 31)    46:02

川瀬　遥楓　２    
ｶﾜｾ ﾊﾙｶ           
作谷沢中          
( 29)    14:16
( 31)  1:00:18

   32    17   1:01:17 西川町      
            
            

安彦　雪乃　２    
ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ          
西川中            
( 20)    13:19
( 20)    13:19

佐藤　　花　５    
ｻﾄｳ ﾊﾅ            
西川小            
( 29)    08:48
( 25)    22:07

奥山　沙紀　３    
ｵｸﾔﾏ ｻｷ           
西川中            
( 27)    13:33
( 26)    35:40

佐藤　しずく６    
ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ          
西川小            
( 30)    09:33
( 28)    45:13

原田　萌未　３    
ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ          
西川中            
( 33)    16:04
( 32)  1:01:17

   33    25   1:02:57 大蔵村      
            
            

矢口　真帆　３    
ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ           
大蔵中            
( 31)    14:23
( 31)    14:23

高山　みのり６    
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ          
大蔵小            
( 33)    10:50
( 33)    25:13

加藤　柚衣　２    
ｶﾄｳ ﾕｲ            
大蔵中            
( 31)    14:06
( 33)    39:19

野崎　杏奈　６    
ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ          
大蔵小            
( 33)    09:56
( 33)    49:15

佐藤　真生　２    
ｻﾄｳ ﾏｵ            
大蔵中            
( 26)    13:42
( 33)  1:02:57

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

武田　千捺          
尾花沢小 14th       

  07:08

土田真由美（米沢五中
梅津春香（米沢二中）

  10:45



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
10 10 12:26 天童市 笠原 日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ 天童一中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   15    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   16    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   17    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   18    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   19    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
20 17 13:19 西川町 安彦 雪乃 ２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ 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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   15    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   16    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   17    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   18    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   19    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   20    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   21    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   22    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   23     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   24    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   25    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   26    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   27    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   28    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   29    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
30 18 14:20 朝日町 清水 ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   15    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   16    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   17    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   18    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   19    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   20    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   21    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   22    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   23     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   24    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   25    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   26    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   27    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   28    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   29    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   30    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   31    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   32    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   33    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   15    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   16    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   17    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   18    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   19    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   20    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   21    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   22    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   23     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   24    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   25    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   26    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   27    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   28    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   29    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   30    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   31    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   32    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   33    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      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     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   15    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   16    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   17    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   18    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   19    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   20    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   21    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   22    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   23     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   24    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   25    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   26    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   27    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   28    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   29    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   30    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   31    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   32    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   33    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      中山中        

凡例: =SR:区間ﾀｲ記録

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     2   11:09 米沢市      原田　咲雪　３ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ      米沢三中      =SR
    2     1   11:25 山形市      山川　穂乃実３ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ      山形十中      
    3     5   11:31 新庄市      石川　涼音　３ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ     日新中        
    4    16   11:45 河北町      五十嵐　梨菜２ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ      河北中        
    5     7   11:48 上山市      鈴木　　彩　３ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ      上山南中      
    6     3   11:49 鶴岡市      清野　未鈴　２ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ      鶴岡四中      
    7     4   12:02 酒田市      森　穂乃佳　３ ﾓﾘ ﾎﾉｶ        酒田三中      
    8    34   12:14 庄内町      佐藤　　凜　２ ｻﾄｳ ﾘﾝ        余目中        
    9     9   12:23 長井市      紺野　公美子２ ｺﾝﾉｸﾐｺ        長井南中      
   10    10   12:26 天童市      笠原　日向子３ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ      天童一中      
   11    13   12:28 南陽市      樋口　亜沙美２ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ      赤湯中        
   12    29   12:28 川西町      高橋　春香　２ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ      川西中        
   13    35   12:30 遊佐町      佐藤　芽吹　３ ｻﾄｳ ﾒﾌﾞｷ      遊佐中        
   14     6   12:38 寒河江市    五十嵐　茜音２ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ     陵南中        
   15    24   12:40 真室川町    五十嵐　美鈴３ ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽｽﾞ    真室川中      
   16    28   12:44 高畠町      髙橋　あやか２ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ      高畠四中      
   17    11   12:44 東根市      矢口　こはる３ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ      東根一中      
   18    12   12:49 尾花沢市    安達　日和　１ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ      尾花沢中      
   19    20   13:14 大石田町    西村　優花　３ ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ       大石田中      
   20    17   13:19 西川町      安彦　雪乃　２ ｱﾋﾞｺ ﾕｷﾉ      西川中        
   21    23   13:26 舟形町      伊藤　妃代　２ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ       舟形中        
   22    32   13:26 飯豊町      佐藤　里香　１ ｻﾄｳ ﾘｶ        飯豊中        
   23     8   13:32 村山市      清水　理沙　２ ｼﾐｽﾞ ﾘｻ       楯岡中        
   24    26   13:37 鮭川村      中川　美月　３ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    鮭川中        
   25    19   13:46 大江町      小松　未希　２ ｺﾏﾂ ﾐｷ        大江中        
   26    31   13:52 白鷹町      青木　菜々　１ ｱｵｷ ﾅﾅ        白鷹東中      
   27    22   14:09 最上町      保科　裕華　２ ﾎｼﾅ  ﾕｳｶ      最上中        
   28    14   14:18 山辺町      三浦　聡美　２ ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ       山辺中        
   29    27   14:19 戸沢村      岡田　麻実　２ ｵｶﾀﾞ ｱｻﾐ      戸沢中        
   30    18   14:20 朝日町      清水　ありさ３ ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ      朝日中        
   31    25   14:23 大蔵村      矢口　真帆　３ ﾔｸﾞﾁ ﾏﾎ       大蔵中        
   32    21   14:34 金山町      柴田　　裕　２ ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛ      金山中        
   33    15   15:13 中山町      鈴木　　茜　２ ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ      中山中        

凡例: =SR:区間ﾀｲ記録



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        

9 6 07:36 寒河江市 新宮 凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ 白岩小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
    9     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
    9    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   11     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   12    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   13    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   15     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   16    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   17    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   18    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
19 13 07:57 南陽市 吉田 愛望 ６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ 中川小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
    9     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
    9    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   11     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   12    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   13    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   15     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   16    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   17    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   18    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   19    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   20    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   21    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   22     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   22    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   24    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   25    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   26    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   27    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   28    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
29 17 08:48 西川町 佐藤 花 ５ ｻﾄｳ ﾊﾅ 西川小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
    9     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
    9    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   11     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   12    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   13    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   15     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   16    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   17    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   18    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   19    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   20    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   21    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   22     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   22    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   24    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   25    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   26    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   27    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   28    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   29    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   30    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   31    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   31    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   33    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
    9     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
    9    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   11     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   12    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   13    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   15     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   16    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   17    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   18    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   19    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   20    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   21    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   22     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   22    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   24    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   25    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   26    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   27    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   28    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   29    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   30    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   31    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   31    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   33    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
    9     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
    9    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   11     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   12    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   13    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   15     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   16    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   17    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   18    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   19    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   20    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   21    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   22     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   22    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   24    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   25    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   26    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   27    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   28    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   29    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   30    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   31    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   31    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   33    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      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     7   07:06 上山市      齋野　泰葉　６ ｻｲﾉ ﾔｽﾊ       南小          
    2     4   07:14 酒田市      庄司　雅花　６ ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ     十坂小        
    2     9   07:14 長井市      安達　富葵　６ ｱﾀﾞﾁ ﾌｷ       致芳小        
    4     3   07:23 鶴岡市      冨樫　美央　６ ﾄｶﾞｼ ﾐｵ       朝暘四小      
    5    11   07:26 東根市      青野　朱李　６ ｱｵﾉ ｼｭﾘ       長瀞小        
    6     2   07:29 米沢市      黒田　愛奈　５ ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ       窪田小        
    7    21   07:34 金山町      柴田　明日香６ ｼﾊﾞﾀ  ｱｽｶ     有屋小        
    8    16   07:35 河北町      青木　歌音　６ ｱｵｷ ｶﾉﾝ       溝延小        
    9     6   07:36 寒河江市    新宮　凛々杏６ ｱﾗﾐﾔ ﾘﾘｱ      白岩小        
    9    35   07:36 遊佐町      小野寺　紗希６ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ      遊佐小        
   11     5   07:38 新庄市      梁瀬　芽生　６ ﾔﾅｾ ﾒｲ        沼田小        
   12    31   07:39 白鷹町      小林　咲葉　５ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ      蚕桑小        
   13    29   07:40 川西町      長澤　日桜里５ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ     中郡小        
   14    22   07:43 最上町      結城　美悠梨６ ﾕｳｷ ﾐﾕﾘ       富沢小        
   15     1   07:45 山形市      鈴木　瀬里奈６ ｽｽﾞｷ ｾﾘﾅ      山形三小      
   16    14   07:49 山辺町      土屋　里菜　６ ﾂﾁﾔ ﾘﾅ        相模小        
   17    10   07:52 天童市      阿部　美夕海６ ｱﾍﾞ ﾐｭｳ       天童中部小    
   18    20   07:56 大石田町    小玉　美奈　６ ｺﾀﾞﾏ ﾐﾅ       大石田南小    
   19    13   07:57 南陽市      吉田　愛望　６ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾐ      中川小        
   20    28   08:05 高畠町      木伏　　葵　５ ｷﾌｼ ｱｵｲ       高畠小        
   21    24   08:06 真室川町    小野　凜香　５ ｵﾉ ﾘﾝｶ        真室川小      
   22     8   08:09 村山市      西山　彩朱里６ ﾆｼﾔﾏ ｱｼｭﾘ     楯岡小        
   22    15   08:09 中山町      海野　菜桜　６ ｳﾝﾉ ﾅｵ        豊田小        
   24    19   08:15 大江町      東海林　真友６ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕ     本郷東小      
   25    34   08:24 庄内町      佐藤　明日美６ ｻﾄｳ ｱｽﾐ       立川小        
   26    32   08:27 飯豊町      小川　りさ　６ ｵｶﾞﾜ ﾘｻ       飯豊二小      
   27    27   08:37 戸沢村      中村　瑠奈　６ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ       古口小        
   28    23   08:47 舟形町      伊藤　由衣　６ ｲﾄｳ ﾕｲ        長沢小        
   29    17   08:48 西川町      佐藤　　花　５ ｻﾄｳ ﾊﾅ        西川小        
   30    26   08:50 鮭川村      鈴木　風香　６ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ      鮭川小        
   31    12   09:04 尾花沢市    三浦　　星　５ ﾐｳﾗ ｱｶﾘ       寺内小        
   31    18   09:04 朝日町      白田　知里　６ ｼﾗﾀ ﾁｻﾄ       大谷小        
   33    25   10:50 大蔵村      高山　みのり６ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ      大蔵小        



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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 7 10:58 上山市 佐藤 瑞穂 ３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 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   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
11 28 12 14 高畠町 栁澤 花梨 ﾔﾅｷﾞｻ ｶﾘ 高畠四中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   11    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   12    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   13    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   14    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   15    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   16     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   17     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   18    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   19    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   20    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        

部 有紗 ﾞ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   11    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   12    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   13    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   14    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   15    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   16     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   17     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   18    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   19    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   20    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   21    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   22    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   22    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   24    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   25    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   26    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   27    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   28    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   29    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   30    12   13:52 尾花沢市    後藤 瑠莉 ２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   11    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   12    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   13    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   14    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   15    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   16     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   17     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   18    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   19    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   20    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   21    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   22    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   22    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   24    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   25    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   26    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   27    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   28    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   29    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   30    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   31    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   32    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   33    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   11    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   12    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   13    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   14    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   15    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   16     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   17     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   18    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   19    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   20    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   21    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   22    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   22    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   24    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   25    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   26    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   27    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   28    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   29    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   30    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   31    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   32    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   33    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   11    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   12    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   13    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   14    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   15    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   16     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   17     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   18    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   19    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   20    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   21    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   22    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   22    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   24    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   25    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   26    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   27    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   28    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   29    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   30    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   31    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   32    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   33    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   10:58 上山市      佐藤　瑞穂　３ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ      上山南中      
    2     4   11:02 酒田市      斉藤　　睦　２ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ      飛鳥中        
    3     1   11:10 山形市      加藤　嶺奈　３ ｶﾄｳ ﾚｲﾅ       山形五中      
    4     2   11:24 米沢市      西京　笑里　２ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ      米沢五中      
    5     3   11:28 鶴岡市      上野　文歌　２ ｳｴﾉ ｱﾔｶ       鶴岡一中      
    6     5   11:38 新庄市      矢作　真穂　２ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ       日新中        
    7    35   11:50 遊佐町      石垣　加代　２ ｲｼｶﾞｷ ｶﾖ      遊佐中        
    8    29   12:04 川西町      鈴木　春菜　２ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      川西中        
    9    13   12:09 南陽市      髙橋　梨奈　２ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ       沖郷中        
   10     9   12:12 長井市      小関　瑠奈　２ ｺｾｷ ﾙﾅ        長井南中      
   11    28   12:14 高畠町      栁澤　花梨　１ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾘﾝ    高畠四中      
   12    16   12:17 河北町      矢作　美幸　２ ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ      河北中        
   13    34   12:18 庄内町      佐藤　美紅　２ ｻﾄｳ ﾐｸ        余目中        
   14    23   12:29 舟形町      伊藤　歩美　１ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ       舟形中        
   15    11   12:41 東根市      伊藤　未也美２ ｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ      東根一中      
   16     6   12:42 寒河江市    額田　真衣　１ ﾇｶﾀﾞ ﾏｲ       陵南中        
   17     8   12:44 村山市      矢口　桃佳　１ ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ      楯岡中        
   18    21   12:45 金山町      長倉　沙里奈２ ﾅｶﾞｸﾗ  ｻﾘﾅ    金山中        
   19    32   12:52 飯豊町      梅津　美空　２ ｳﾒﾂ ﾐｸ        飯豊中        
   20    18   12:55 朝日町      佐竹　彩果　１ ｻﾀｹ ｱﾔｶ       朝日中        
   21    20   13:04 大石田町    阿部　有紗　３ ｱﾍﾞ ｱﾘｻ       大石田中      
   22    19   13:05 大江町      横山　琉生　１ ﾖｺﾔﾏ ﾙｳ       大江中        
   22    24   13:05 真室川町    池添　世菜　１ ｲｹｿﾞｴ ｾﾅ      真室川中      
   24    10   13:17 天童市      押切　七海　２ ｵｼｷﾘ ﾅﾅﾐ      天童四中      
   25    22   13:20 最上町      大場　彩絵　３ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ      最上中        
   26    15   13:28 中山町      伊藤　有希　３ ｲﾄｳ ﾕｷ        中山中        
   27    17   13:33 西川町      奥山　沙紀　３ ｵｸﾔﾏ ｻｷ       西川中        
   28    31   13:40 白鷹町      齋藤　　恵　３ ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ     白鷹東中      
   29    26   13:43 鮭川村      安彦　朱有　２ ｱﾋﾞｺ ｼｭｳ      鮭川中        
   30    12   13:52 尾花沢市    後藤　瑠莉　２ ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ       尾花沢中      
   31    25   14:06 大蔵村      加藤　柚衣　２ ｶﾄｳ ﾕｲ        大蔵中        
   32    27   14:21 戸沢村      八鍬　夏乃　１ ﾔｸﾜ ﾅﾂﾉ       戸沢中        
   33    14   15:29 山辺町      齋藤　光恵　２ ｻｲﾄｳ ﾐﾂｴ      山辺中        
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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
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
10 34 08:03 庄内町 瀬川 美桜 ５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ 余目四小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   10    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   11    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   12     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   13    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   14     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   15    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   16    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   16    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   18    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   19     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
19 20 08:30 大石田町 海藤 芽生 ６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ 大石田北小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   10    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   11    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   12     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   13    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   14     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   15    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   16    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   16    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   18    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   19     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   19    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   21    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   22    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   23    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   24    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   25    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   26    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   27    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   28    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   29    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
30 17 09:33 西川町 佐藤 しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ 西川小

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   10    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   11    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   12     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   13    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   14     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   15    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   16    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   16    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   18    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   19     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   19    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   21    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   22    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   23    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   24    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   25    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   26    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   27    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   28    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   29    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   30    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   31    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   32    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   33    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      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     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   10    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   11    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   12     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   13    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   14     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   15    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   16    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   16    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   18    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   19     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   19    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   21    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   22    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   23    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   24    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   25    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   26    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   27    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   28    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   29    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   30    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   31    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   32    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   33    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      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     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   10    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   11    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   12     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   13    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   14     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   15    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   16    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   16    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   18    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   19     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   19    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   21    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   22    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   23    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   24    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   25    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   26    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   27    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   28    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   29    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   30    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   31    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   32    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   33    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      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     7   07:13 上山市      石澤　希らら６ ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ     南小          
    2     4   07:18 酒田市      奥山　美咲　５ ｵｸﾔﾏ ﾐｻｷ      十坂小        
    3     5   07:26 新庄市      新田　美麗　６ ﾆｯﾀ ﾐﾚｲ       泉田小        
    4     9   07:30 長井市      近野　桃花　６ ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ       豊田小        
    5     3   07:32 鶴岡市      長澤　星来　６ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲﾗ     朝暘六小      
    6    10   07:35 天童市      秋保　秀華　６ ｱｷﾎ ｼｭｳｶ      蔵増小        
    7     1   07:45 山形市      後藤　みずき６ ｺﾞﾄｳ ﾐｽﾞｷ     山形三小      
    8    13   07:58 南陽市      加川　愛紗綺６ ｶｶﾞﾜ ｱｻｷﾞ     赤湯小        
    9    31   07:59 白鷹町      芳賀　美優花６ ﾊｶﾞ ﾐﾕｶ       鮎貝小        
   10    34   08:03 庄内町      瀬川　美桜　５ ｾｶﾞﾜ ﾐｵ       余目四小      
   11    11   08:04 東根市      早坂　基生　６ ﾊﾔｻｶ ﾓﾄｲ      神町小        
   12     2   08:05 米沢市      情野　　櫻　６ ｾｲﾉ ｻｸﾗ       西部小        
   13    16   08:06 河北町      石井　彩夏　６ ｲｼｲ ｱﾔｶ       谷地南部小    
   14     8   08:09 村山市      高橋　菜々穂６ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾎ      楯岡小        
   15    19   08:23 大江町      遠藤　琴代　６ ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾖ     左沢小        
   16    14   08:26 山辺町      村岡　結衣　６ ﾑﾗｵｶ ﾕｲ       大寺小        
   16    27   08:26 戸沢村      山科　野愛　６ ﾔﾏｼﾅ ﾉｱ       神田小        
   18    28   08:27 高畠町      佐々木あやか６ ｻｻｷ ｱﾔｶ       高畠小        
   19     6   08:30 寒河江市    安孫子　明以６ ｱﾋﾞｺ ﾒｲ       寒河江中部小  
   19    20   08:30 大石田町    海藤　芽生　６ ｶｲﾄｳ ﾒｲ       大石田北小    
   21    15   08:31 中山町      鈴木　華奈　４ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ      豊田小        
   22    24   08:33 真室川町    池添　佳歩　６ ｲｹｿﾞｴ ｶﾎ      真室川小      
   23    22   08:36 最上町      下山　華奈　６ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ       向町小        
   24    26   08:44 鮭川村      八鍬　詩野　５ ﾔｸﾜ ｼﾉ        鮭川小        
   25    23   08:46 舟形町      伊藤　萌々子６ ｲﾄｳ ﾓﾓｺ       舟形小        
   26    12   08:52 尾花沢市    加藤　　妃　４ ｶﾄｳ ｷｻｷ       明徳小        
   27    29   09:02 川西町      塩野　諒子　６ ｼｵﾉ ﾘｮｳｺ      小松小        
   28    35   09:16 遊佐町      石垣　ちひろ６ ｲｼｶﾞｷ ﾁﾋﾛ     稲川小        
   29    32   09:19 飯豊町      渡部　莉綾　５ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ      飯豊一小      
   30    17   09:33 西川町      佐藤　しずく６ ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ      西川小        
   31    21   09:41 金山町      髙橋　佳奈子５ ﾀｶﾊｼ  ｶﾅｺ     明安小        
   32    18   09:49 朝日町      布施　美咲　６ ﾌｾ ﾐｻｷ        宮宿小        
   33    25   09:56 大蔵村      野崎　杏奈　６ ﾉｻﾞｷ ｱﾝﾅ      大蔵小        



　第15回　山形県ジュニア駅伝競走大会
平成24年8月5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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      

9 11 12:10 東根市 大内 美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ 東根一中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
    9    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   10     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   11    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   11    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   13     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   13    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   15    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   16    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   17    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   17    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
19 8 13:04 村山市 斎藤 香純 ２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ 楯岡中

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ
----- ----- ------- ------------ -------------- -------------- -------------- ----
    1     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
    9    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   10     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   11    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   11    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   13     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   13    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   15    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   16    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   17    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   17    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   19     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   20    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   21    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   22    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   23    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   24    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   25    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   26    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   27    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   28    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
29 14 14:16 山辺町 川瀬 遥楓 ２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ 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   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
    9    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   10     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   11    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   11    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   13     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   13    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   15    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   16    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   17    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   17    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   19     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   20    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   21    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   22    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   23    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   24    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   25    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   26    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   27    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   28    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   29    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   29    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   31    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   32    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   33    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
    9    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   10     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   11    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   11    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   13     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   13    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   15    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   16    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   17    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   17    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   19     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   20    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   21    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   22    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   23    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   24    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   25    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   26    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   27    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   28    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   29    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   29    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   31    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   32    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   33    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
    9    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   10     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   11    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   11    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   13     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   13    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   15    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   16    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   17    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   17    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   19     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   20    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   21    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   22    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   23    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   24    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   25    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   26    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   27    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   28    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   29    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   29    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   31    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   32    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   33    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      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     4   11:01 酒田市      德田　　蒼　１ ﾄｸﾀ ｱｵｲ       酒田一中      
    2     7   11:06 上山市      宇野　花紀　２ ｳﾉ ﾊﾅｷ        上山南中      
    3     1   11:12 山形市      野本　千祥　３ ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ       山形二中      
    4     3   11:22 鶴岡市      五十嵐　徳子２ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ     鶴岡一中      
    5     2   11:49 米沢市      辻　　佑妃　３ ﾂｼﾞ ﾕｳﾋ       米沢一中      
    6    35   11:56 遊佐町      松田　七海　２ ﾏﾂﾀ ﾅﾅﾐ       遊佐中        
    7    28   11:57 高畠町      安部　日和　１ ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ       高畠四中      
    8     9   11:58 長井市      沼澤　遥香　２ ﾇﾏｻﾞﾜﾊﾙｶ      長井南中      
    9    11   12:10 東根市      大内　美紗翔２ ｵｵｳﾁ ﾐｻﾄ      東根一中      
   10     5   12:15 新庄市      矢口　和佳奈２ ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ      日新中        
   11    13   12:20 南陽市      横川　千夏　３ ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾂ      沖郷中        
   11    29   12:20 川西町      浦田　風子　２ ｳﾗﾀ ﾌｳｺ       川西中        
   13     6   12:21 寒河江市    三浦　かれん２ ﾐｳﾗ ｶﾚﾝ       陵南中        
   13    16   12:21 河北町      片倉　祐香　１ ｶﾀｸﾗ ﾕｶ       河北中        
   15    34   12:42 庄内町      長南　那於　２ ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵ      余目中        
   16    12   12:50 尾花沢市    五十嵐　萌　３ ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ      常盤中        
   17    21   12:51 金山町      柴田　くるみ１ ｼﾊﾞﾀ  ｸﾙﾐ     金山中        
   17    22   12:51 最上町      菅原　由里花３ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕﾘｶ     最上中        
   19     8   13:04 村山市      斎藤　香純　２ ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ      楯岡中        
   20    10   13:07 天童市      板坂　美月　２ ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ     天童三中      
   21    20   13:17 大石田町    星川　実玲　２ ﾎｼｶﾜ ﾐﾚｲ      大石田中      
   22    23   13:19 舟形町      沼澤　巴南　１ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾅ      舟形中        
   23    32   13:21 飯豊町      佐原　詩乃　２ ｻﾜﾗ ｼﾉ        飯豊中        
   24    18   13:25 朝日町      菅井　早姫　２ ｽｶﾞｲ ｻｷ       朝日中        
   25    15   13:36 中山町      遠藤　茉夏　２ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ      中山中        
   26    25   13:42 大蔵村      佐藤　真生　２ ｻﾄｳ ﾏｵ        大蔵中        
   27    27   13:53 戸沢村      荒木　夏南　１ ｱﾗｷ ｶﾅ        戸沢中        
   28    26   13:55 鮭川村      阿部　莉帆　２ ｱﾍﾞ ﾘﾎ        鮭川中        
   29    14   14:16 山辺町      川瀬　遥楓　２ ｶﾜｾ ﾊﾙｶ       作谷沢中      
   29    31   14:16 白鷹町      大嶋　恵利歌２ ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ      白鷹西中      
   31    19   14:43 大江町      阿部　美悠　３ ｱﾍﾞ ﾐﾕ        大江中        
   32    24   15:06 真室川町    髙橋　美琴　２ ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ      真室川中      
   33    17   16:04 西川町      原田　萌未　３ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴﾐ      西川中        


