
ヤマザワカップ
第29回　山形県女子駅伝競走大会

総合結果

主　　催：一般財団法人山形陸上競技協会　山形新聞・山形放送 審 判 長：長澤　吉輝

後　　援：山形県教育委員会　公益財団法人山形県体育協会　山形県高体連　山形県中体連 記録主任：池田　正敏

主　　管：一般財団法人山形陸上競技協会

特別協賛：株式会社ヤマザワ

コ ー ス：上山市本庄公民館前スタート・山形メディアタワー前ゴール（５区間・計20.6km）

期　　日：2012年12月 2日(日)　 競技開始 11:05

大会記録      　山　形　　　1:05:44　　　　　　　　　　　　　28回　2011  
　　　　　（大江　茉莉香・田中　　幸・星野　あす香・遠藤　柚奈・鈴木　　栞）

順位 記録 No. チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
ｺﾒﾝﾄ 5.5km 4.5km 2.6km 2.7km 5.3km

鈴木　　栞　１ 星野　あす香１ 萩原　あかね３ 山川　穂乃実３ 田中　　幸　(88)
ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ ﾎｼﾉ ｱｽｶ ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｶﾈ ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ ﾀﾅｶ ｻﾁ
白鴎大 山形城北高 蔵王第一中 山形第十中 スポーツ山形21

(4) 17:29 (2) 31:56 (2) 40:46 (3) 49:20 (1) 1:07:03
(4) 17:29 (3) 14:27 (6) 8:50 (3) 8:34 (1) 17:43

平山　絵梨　３ 大谷　美優　２ 三浦　万歩　３ 斉藤　　睦　２ 進藤　　綾　２
ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ ﾐｳﾗ ﾏﾎ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔ
酒田南高 酒田南高 飛鳥中 飛鳥中 酒田南高
(2) 17:16 (1) 31:41 (1) 39:51 (1) 48:06 (2) 1:07:14
(2) 17:16 (2) 14:25 (1) 8:10 (1) 8:15 (4) 19:08

小林　文香　３ 鈴木　菜々　１ 原田　咲雪　３ 西京　笑里　２ 髙橋　さおり２
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ ｽｽﾞｷ ﾅﾅ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ ｻｲｷｮｳ ｴﾘ ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ
山形城北高 九里学園高 米沢第三中 米沢第五中 九里学園高
(5) 17:35 (4) 32:48 (4) 41:23 (4) 49:59 (3) 1:09:23
(5) 17:35 (4) 15:13 (2) 8:35 (4) 8:36 (5) 19:24

稲田　彩香　３ 難波　澄香　２ 佐藤　　凜　２ 清野　未鈴　２ 兼古　　杏　１
ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ ﾅﾝﾊﾞ ｽﾐｶ ｻﾄｳ ﾘﾝ ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ ｶﾈｺ ｷｮｳ
酒田南高 鶴岡北高 余目中 鶴岡第四中 酒田南高
(3) 17:19 (5) 33:08 (5) 41:51 (5) 50:30 (4) 1:10:07
(3) 17:19 (5) 15:49 (4) 8:43 (5) 8:39 (8) 19:37

木村　奈津子２ 木村　芙有加３ 佐藤　瑞穂　３ 鈴木　　彩　３ 齋野　　桜　２
ｷﾑﾗ ﾅﾂｺ ｷﾑﾗ ﾌﾕｶ ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ ｻｲﾉ ｻｸﾗ

東北学院大 山形城北高 上山南中 上山南中 上山明新館高
(10) 18:20 (3) 32:17 (3) 40:53 (2) 49:16 (5) 1:10:26

1 1:07:03 5 山　形

2 1:07:14 11 酒田飽海

3 1:09:23 1 米　沢

4 1:10:07 10 鶴岡田川

5 1:10:26 4 上　山
(10) 18:20 (3) 32:17 (3) 40:53 (2) 49:16 (5) 1:10:26
(10) 18:20 (1) 13:57 NSR (3) 8:36 (2) 8:23 (11) 21:10

萩生田　千紗３ 小川　聖奈　１ 笠原　日向子３ 板坂　美月　２ 工藤　レイラ２
ﾊｷﾞｳﾀﾞ ﾁｻ ｵｶﾞﾜ ｾｲﾅ ｶｻﾊﾗ ﾋﾅｺ ｲﾀｶｻ ﾐﾂﾞｷ ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾗ
東北学院大 東海大山形高 天童第一中 天童第三中 山辺高
(8) 18:03 (7) 34:04 (7) 43:19 (10) 52:29 (6) 1:11:36
(8) 18:03 (6) 16:01 (10) 9:15 (11) 9:10 (2) 19:07

伊藤　晴香　３ 樋口　小百合２ 樋口　亜沙美２ 髙橋　春香　２ 佐藤　琢美　２
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ
白鴎大 九里学園高 赤湯中 川西中 立教大

(9) 18:13 (9) 34:22 (10) 43:28 (9) 52:28 (7) 1:11:56
(9) 18:13 (7) 16:09 (9) 9:06 (7) 9:00 (6) 19:28

本間　未来　２ 早坂　愛理　１ 梅津　千布　３ 矢口　こはる３ 佐藤　智夏　４
ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ ﾔｸﾞﾁ ｺﾊﾙ ｻﾄｳ ﾁｶ

山形城北高 東海大山形高 東根第二中 東根第一中 東北福祉大
(6) 17:54 (10) 34:29 (8) 43:19 (7) 52:26 (8) 1:12:02
(6) 17:54 (10) 16:35 (6) 8:50 (9) 9:07 (7) 19:36

郷野　莉沙　１ 小倉　伊万里３ 五十嵐　梨菜２ 五十嵐　茜音２ 阿部　若咲　１
ｺﾞｳﾉ ﾘｻ ｵｸﾞﾗ ｲﾏﾘ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ ｱﾍﾞ ﾜｶｻ

東海大山形高 東海大山形高 河北中 陵南中 東海大山形高
(11) 18:42 (11) 34:59 (11) 44:03 (11) 53:02 (9) 1:12:09
(11) 18:42 (9) 16:17 (8) 9:04 (6) 8:59 (2) 19:07

小野　莉奈　３ 松沢　佳菜　２ 石川　涼音　３ 矢作　真穂　２ 二戸　葉月　２
ｵﾉ ﾘﾅ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ ﾔﾊｷﾞ ﾏﾎ ﾆﾄ ﾊﾂﾞｷ

上山明新館高 新庄北高 日新中 日新中 神室産業高
(7) 17:55 (8) 34:07 (6) 42:55 (6) 51:56 (10) 1:12:29
(7) 17:55 (8) 16:12 (5) 8:48 (8) 9:01 (10) 20:33

髙橋　七海　３ 早川　真帆　２ 沼澤　遥香　２ 小関　瑠奈　２ 髙橋　彩花　２
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ ﾊﾔｶﾜ ﾏﾎ ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｺｾｷ ﾙﾅ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ

九里学園高 九里学園高 長井南中 長井南中 上山明新館高
(1) 17:08 (6) 33:51 (9) 43:21 (8) 52:28 (11) 1:12:57
(1) 17:08 (11) 16:43 (11) 9:30 (9) 9:07 (9) 20:29

区間記録 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
16:36 13:58 8:05 8:10 16:55

富樫　愛咲 田中　　幸 星野　あす香 大谷　美優 熊坂　香織
山形　23rd 山形　28th 山形　28th 酒田飽海　26th 山形　15th

凡例：NSR 区間新記録

6 1:11:36 6 天童東村山

9 新庄最上

7 1:11:56 2 南陽東置賜

8 1:12:02 8 北村山

11 1:12:57 3 長井西置賜

9 1:12:09 7 寒河江西村山

10 1:12:29

コースコンディション

日付 時刻 天候 気温 湿度 場所

10:30 曇り 6.7℃ 50.1% スタート地点

11:45 曇り 8.5℃ 41.0% 第４中継所

12:10 曇り 6.5℃ 45.8% ゴール地点
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