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第５３回 

山形県冬季ロードレース大会 
 

 

RREESSUULLTTSS  
 

期日 平成２５年１月２７日（日） 

主催 一般財団法人山形陸上競技協会 

   山形新聞社 山形放送株式会社 

後援 山形県教育委員会 公益財団法人山形県体育協会 

   山形県高等学校体育連盟 山形県中学校体育連盟 

主管 一般財団法人山形陸上競技協会 
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第５３回山形県冬季ロードレース大会  
 

期 日 平成 25年 1 月 27 日（日） 

 

総  務 安孫子元春 

審 判 長 小山  寛（一般・高校男子 10km） 

 今野 光人（一般高校女子 5km） 

 加藤 昌宏（中学男子・女子 3km） 

記録主任 池田 正敏 

 

スタート時間 

   中学(男子、女子)・・・・・午前１１時００分 

   一般・高校(女子)・・・・・午前１１時２０分 

 一般・高校(男子)・・・・・午前１１時３０分 

 

コース 

一般・高校男子の部 １０Ｋｍ 上山市金谷 「原の橋」 ～「山形メディアタワー」 

一般・高校女子の部 ５Ｋｍ 山形市「山大医学部病院」～「山形メディアタワー」 

中学男子・女子の部 ３Ｋｍ 山形市「山形トヨタ自動車」～「山形メディアタワー」 

 

新記録等一覧 

大会新記録    高校男子団体  東海大学山形高校   記録 2時間 33分 38 秒 

 

コース・コンディション 

 

 

 

 

 

時刻 天候 気温 湿度 場所名

11:20 晴れ 0.0℃ 39.5%
男子１０ｋｍスタート地点

（上山市金谷）
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第５３回山形県冬季ロードレース大会 決勝一覧表
平成２５年１月２７日(日)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

27日 一般　１０ｋｍ 渡邉　清紘 30:19 伹野　朋裕　 30:34 小川　智寛 30:39 新野　貴啓 30:40 長柴　　翔 30:43 大谷　　克 30:46 三浦　隆稔 30:49 吉泉　　亘 30:51

南陽東置賜陸協 東北パイオニア 南陽東置賜陸協 協同薬品 南陽東置賜陸協 南陽東置賜陸協 南陽東置賜陸協 鶴岡市陸協

27日 高校　１０ｋｍ 吉田　　楓　(3) 30:04 齋藤　　諒　(1) 30:29 鈴木　亮平　(1) 30:35 渡邉　　貴　(2) 30:46 渋谷　晃輝　(3) 30:50 今井　滉二　(2) 30:51 加藤　巧記　(2) 30:51 荒木　瞭一　(3) 30:56

東海大山形高 酒田南高 酒田南高 東海大山形高 東海大山形高 酒田南高 酒田南高 東海大山形高

27日 中学　　３ｋｍ 森　　優太　(3)  9:12 佐々木　守　(3)  9:15 遠藤　拓郎　(3)  9:15 本間　　渉　(3)  9:24 黒田　将也　(3)  9:27 黒田　　賢　(2)  9:28 見澤　成樹　(2)  9:29 鈴木　渓太　(2)  9:29

山形第十中 山形第十中 山形第十中 福原中 天童第二中 米沢第四中 山形第四中 米沢第四中

27日 団体 一般 南陽東置賜陸協 2:33:16 神町自衛隊 2:38:14 酒田市陸協 2:39:09 西置賜陸協 2:41:54 鶴岡市陸協 2:44:40 山形大学医学部 2:46:53

27日 団体 高校 東海大山形高 2:33:38 酒田南高 2:33:45 山形中央高 2:42:06 山形南高 2:43:23 米沢工高 2:45:42 山形工高 2:47:06 楯岡高 2:51:34

NGR

27日 一般高校　５ｋｍ 小林　文香　(3) 16:49 大谷　美優　(2) 16:50 髙橋　七海　(3) 17:04 稲田　彩香　(3) 17:17 平山　絵梨　(3) 17:20 本間　未来　(2) 17:23 鈴木　菜々　(1) 17:31 監物　桃乃　(2) 17:51

山形城北高 酒田南高 九里学園高 酒田南高 酒田南高 山形城北高 九里学園高 山形城北高

27日 中学　　３ｋｍ 三浦　万歩　(3)  9:57 原田　咲雪　(3) 10:09 佐藤　　凜　(2) 10:12 梅津　千布　(3) 10:32 斉藤　　睦　(2) 10:41 石川　涼音　(3) 10:42 佐藤　瑞穂　(3) 10:51 川村　亜悠美(2) 10:53

飛鳥中 米沢第三中 余目中 東根第二中 飛鳥中 日新中 上山南中 山形第二中

27日 団体 一般高校 山形城北高 1:10:01 酒田南高 1:10:02 九里学園高 1:11:32 東海大山形高 1:15:58 上山明新館高 1:16:26 山辺高 1:18:15 長井高 1:21:00 山形北高 1:22:25

凡例　NGR 大会新記録

女
　
子

男

子
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男子一般 １０ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   29'29"  堀   悟  (神町自衛隊)      46 回 2006.1.29 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

   1  3262   30:19 渡邉 清紘           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ               南陽東置賜陸協                

   2  6804   30:34 伹野 朋裕           ﾀﾀﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ                東北パイオニア                

   3  3276   30:39 小川 智寛           ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ                南陽東置賜陸協                

   4  3498   30:40 新野 貴啓           ﾆｲﾉ ﾀｶﾋﾛ                 協同薬品                      

   5  3267   30:43 長柴  翔           ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｼｮｳ               南陽東置賜陸協                

   6  3274   30:46 大谷  克           ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ                 南陽東置賜陸協                

   7  3266   30:49 三浦 隆稔           ﾐｳﾗ ﾀｶﾄｼ                 南陽東置賜陸協                

   8  4902   30:51 吉泉  亘           ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ               鶴岡市陸協                    

   9  6451   30:53 木村 明彦           ｷﾑﾗ ｱｷﾋｺ                 山形市体協                    

  10  6873   30:55 須藤  朗           ｽﾄｳ ｱｷﾗ                  ＪＡやまがた                  

  11  5120   31:00 佐藤  匠           ｻﾄｳ ﾀｸﾐ                  酒田市陸協                    

  12   341   31:04 松木  惇 (5)      ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ                 山形大(医)                    

  13  5167   31:06 三浦  悠           ﾐｳﾗ ﾕｳ                   酒田市陸協                    

  14  3707   31:09 櫻井  豊           ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ                 上山市陸協                    

  15  4253   31:12 永瀬 克也           ﾅｶﾞｾ ｶﾂﾔ                 西村山陸協                    

  16  3277   31:12 内山 富夫           ｳﾁﾔﾏ ﾄﾐｵ                 南陽東置賜陸協                

  17  6241   31:14 鈴木 友幸           ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ                神町自衛隊                    

  18  6212   31:22 土田 公平           ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ                神町自衛隊                    

  19  3713   31:28 佐藤 寛人           ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ                  上山市陸協                    

  20  3275   31:33 古瀬 弘賢           ﾌﾙｾ ﾋﾛﾀｶ                 南陽東置賜陸協                

  21  3503   31:39 樋口 勝利           ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ                西置賜陸協                    

  22  6228   31:39 大塚 翔太           ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ                神町自衛隊                    

  23  6719   31:45 渡部 恭平           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ              新庄地区陸協                  

  24  5160   31:52 石川  貴           ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ                 酒田市陸協                    

  25  3282   31:58 平石 哲哉           ﾋﾗｲｼ ﾃﾂﾔ                 南陽東置賜陸協                

  26  6203   31:59 遠藤 昭洋           ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ               神町自衛隊                    

  27  6221   32:00 赤坂 英介           ｱｶｻｶ ｴｲｽｹ                神町自衛隊                    

  28  3270   32:01 佐藤 真二           ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ                 南陽東置賜陸協                

  29  5078   32:03 高橋 直貴           ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ                 酒田市陸協                    

  30  3524   32:03 紺野 圭汰           ｺﾝﾉ ｹｲﾀ                  西置賜陸協                    

  31  3986   32:07 有澤 英司           ｱﾘｻﾜ ﾋﾃﾞｼﾞ               山形市陸協                    

  32  3253   32:08 土屋 佑介           ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ                 南陽東置賜陸協                

  33  6201   32:13 伊東 克和師         ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ                 神町自衛隊                    

  34  6815   32:14 日野 裕也           ﾋﾉ ﾕｳﾔ                   日新製薬                      

  35  6828   32:17 髙橋 政則           ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ                村山ＡＣ                      

  36  3281   32:19 渡邉  大           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ                南陽東置賜陸協                

  37  6813   32:21 安喰 文昭           ｱｼﾞｷ ﾌﾐｱｷ                日新製薬                      

  38  6207   32:24 遠藤 直樹           ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ                神町自衛隊                    

  39  6224   32:28 鈴木 洋平           ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ                神町自衛隊                    

  40  4226   32:37 鈴木 智彦           ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ                西村山陸協                    

  41  6210   32:42 長嶋 茂樹           ﾅｶﾞｼﾏ ｼｹﾞｷ               神町自衛隊                    

  42  6818   32:43 鈴木 祐太           ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ                 日新製薬                      

  43   346   32:46 草場 勇作 (4)      ｸｻﾊﾞ ﾕｳｻｸ                山形大(医)                    

  44  4850   32:48 加藤 善宏           ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ                 鶴岡市陸協                    

  45  6717   32:49 木水  良           ｷﾐｽﾞ ｱｷﾗ                 新庄地区陸協                  

  46  3984   32:50 佐藤  剛           ｻﾄｳ ﾂﾖｼ                  山形市陸協                    

  47   280   32:55 菅野  均 (4)      ｶﾝﾉ ﾋﾄｼ                  東北大                        

  48  6235   32:56 青山 陽平           ｱｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ                神町自衛隊                    

  49  4904   32:58 日向 貴憲           ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ                 鶴岡市陸協                    

  50   364   33:02 北條 健太 (2)      ﾎｳｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ               山形大                        
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男子一般 １０ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   29'29"  堀   悟  (神町自衛隊)      46 回 2006.1.29 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

  51  6917   33:04 設楽 公貴           ｼﾀﾗ ｺｳｷ                  天童市役所                    

  52  5122   33:08 池田 智久           ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ                酒田市陸協                    

  53  5034   33:09 柴田  翔           ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ                 酒田市陸協                    

  54   356   33:10 石村 圭位 (5)      ｲｼﾑﾗ ｹｲ                  山形大(医)                    

  55  4155   33:12 矢ノ目 芳実         ﾔﾉﾒ ﾖｼﾐ                  天童市陸協                    

  56  4166   33:16 東海林 義雄         ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾖｼｵ               天童市陸協                    

  57  6876   33:21 三澤  凌           ﾐｻﾜ ﾘｮｳ                  ＪＡやまがた                  

  58   365   33:29 推名 正樹 (2)      ｽｲﾅ ﾏｻｷ                  山形大                        

  59  3491   33:32 林  幸則           ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ                 西置賜陸協                    

  60  3127   33:37 高橋 郁人           ﾀｶﾊｼ ｲｸﾄ                 米沢市陸協                    

  61  5156   33:43 五十嵐 陽司         ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｼﾞ               酒田市陸協                    

  62   351   33:46 狭間 貴博 (3)      ﾊｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ                山形大                        

  63   596   33:47 古山 裕理 (1)      ﾌﾙﾔﾏ ﾕｳﾘ                 山形大                        

  64  4258   33:51 白田  誠           ｼﾗﾀ ﾏｺﾄ                  西村山陸協                    

  65  4152   33:56 矢口 栄一           ﾁｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ                天童市陸協                    

  66  3076   33:57 高岡 利彦           ﾀｶｵｶ ﾄｼﾋｺ                米沢市陸協                    

  67  4891   33:59 五十嵐 宇駿         ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ               鶴岡市陸協                    

  68  3504   34:00 渡部 祐治           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ               西置賜陸協                    

  69  4883   34:04 皆川 明夫           ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷｵ                鶴岡市陸協                    

  70  4903   34:20 菅原 孝幸           ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ               鶴岡市陸協                    

  71  4451   34:27 山田 真一           ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ                北村山陸協                    

  72  6872   34:31 堀江 和臣           ﾎﾘｴ ｶｽﾞｵﾐ                ＪＡやまがた                  

  73  4901   34:31 坂井 正則           ｻｶｲ ﾏｻﾉﾘ                 鶴岡市陸協                    

  74  4452   34:32 本間 洋行           ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ                 北村山陸協                    

  75  4866   34:35 志田 北斗           ｼﾀﾞ ﾎｸﾄ                  鶴岡市陸協                    

  76  6233   34:40 鈴木 卓也           ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ                 神町自衛隊                    

  77   367   34:41 佐々木 良輔(2)      ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ                山形大                        

  78  4171   34:41 五十嵐 勝           ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾙ                天童市陸協                    

  79   428   34:42 佐藤 泰介 (2)      ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ                 宮城大                        

  80  3935   34:45 齋藤  亨           ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ                 山形市陸協(山大医)            

  81  4880   34:47 佐藤 智武           ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ                 鶴岡市陸協(個)                

  82  4859   34:52 佐藤 航輝           ｻﾄｳ ｺｳｷ                  鶴岡市陸協                    

  83  5224   34:56 結城  渉 (1)      ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ                  横浜国立大                    

  84   607   34:58 進藤 克哉 (1)      ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ                東北大                        

  85  3717   35:02 金子 正太           ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ                 上山市陸協                    

  86  3497   35:04 沼澤 伸壽           ﾇﾏｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾄｼ              西置賜陸協                    

  87   370   35:08 鈴木 祟宏 (2)      ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ                山形大(医)                    

  88  5119   35:09 佐藤  翔           ｻﾄｳ ｼｮｳ                  酒田市陸協                    

  89  6724   35:09 堀米  亮           ﾎﾘｺﾞﾒ ﾘｮｳ                新庄地区陸協(神自)            

  90  3702   35:10 長塚  淳           ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾞｭﾝ               上山市陸協                    

  91  6237   35:19 田中 佑太           ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ                  神町自衛隊                    

  92  4224   35:29 金子 正美           ｶﾈｺ ﾏｻﾐ                  西村山陸協                    

  93   355   35:36 田中 保平 (3)      ﾀﾅｶ ﾔｽﾀｶ                 山形大(医)                    

  94  6720   35:39 黒坂 洋平           ｸﾛｻｶ ﾖｳﾍｲ                新庄地区陸協(個)              

  95  4222   35:54 金子  茂           ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ                 西村山陸協                    

  96   357   36:00 横瀬 允史 (3)      ﾖｺｾ ﾏｻｼ                  山形大(医)                    

       371         斎藤 浩一 (4)      ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ                山形大(医)                   DQ  OTM  

      3273         仁部 幸太           ﾆﾍﾞ ｺｳﾀ                  南陽東置賜陸協               DNF  

      3499         五十峯 大貴         ｲｽﾞﾐﾈ ﾀﾞｲｷ               西置賜陸協                   DQ  OTM  

      3625         金原 由浩           ｶﾅﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ               上山市陸協                   DQ  OTM  

                                                                                     DNF: 棄    権 

                                                                                     DQ :失    格 

                                                                                     OTM: 関門制限時間ｵｰﾊﾞｰ 
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男子一般 １０ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   29'29"  堀   悟  (神町自衛隊)      46 回 2006.1.29 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

      3706         横澤 秀樹           ﾖｺｻﾜ ﾋﾃﾞｷ                上山市陸協                   DQ  OTM  

      3716         小玉 健太           ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ                 上山市陸協                   DQ  OTM  

      3959         宮崎  収           ﾐﾔｻﾞｷ ｵｻﾑ                山形市陸協(山大医)           DQ  OTM  

      3966         佐藤 貞惟           ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ               山形市陸協(山大医)           DQ  OTM  

      4487         結城 清人           ﾕｳｷ ｷﾖﾄ                  北村山陸協                   DQ  OTM  

      4840         松島  寛           ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ                 鶴岡市陸協                   DQ  OTM  

      6217         髙野 隼輔           ﾀｶﾉ ｼｭﾝｽｹ                神町自衛隊                   DQ  OTM  

      6227         加藤 僚輔           ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ                神町自衛隊                   DQ  OTM  

      6710         菅野  学           ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ                新庄地区陸協                 DQ  OTM  

      6812         菅野 真澄           ｶﾝﾉ ﾏｽﾐ                  日新製薬                     DQ  OTM  

      6814         石山 英明           ｲｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ               日新製薬                     DQ  OTM  

       225         渡邉 和史 (3)      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ              新潟大                       DNS  

       302         古澤 哲平 (3)      ﾌﾙｻﾜ ﾃｯﾍﾟｲ               新潟大                       DNS  

       839         森谷 修平 (3)      ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ                日本大                       DNS  

      3078         管成 真一           ｶﾝﾅﾘ ｼﾝｲﾁ                米沢市陸協                   DNS  

      3248         佐藤 憲一           ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ                 南陽東置賜陸協               DNS  

      3256         中川 敦史           ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ                南陽東置賜陸協               DNS  

      3261         堀  宏和           ﾎﾘ ﾋﾛｶｽﾞ                 南陽東置賜陸協               DNS  

      3265         朝倉 新一郎         ｱｻｸﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ              南陽東置賜陸協               DNS  

      3502         高橋 賢人           ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ                 協同薬品                     DNS  

      3508         鈴木 亮太           ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ                西置賜陸協                   DNS  

      3910         森谷 享平           ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ                山形市陸協                   DNS  

      4156         遠藤  仁           ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ                天童市陸協                   DNS  

      4160         加藤 恒一           ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ                 天童市陸協                   DNS  

      4170         町田 道昭           ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾁｱｷ                天童市陸協                   DNS  

      4187         鈴木 弘成           ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ                天童市陸協                   DNS  

      4450         秋庭 正司           ｱｷﾆﾜ ﾏｻｼ                 北村山陸協                   DNS  

      4905         後藤 拓馬           ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ                 鶴岡市陸協                   DNS  

      4926         三浦 成宏           ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾋﾛ                鶴岡市陸協                   DNS  

      5121         菅原  翼           ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ               酒田市陸協                   DNS  

      5163         富山 裕二           ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ                酒田市陸協                   DNS  

      6202         長嶋 祐二郎         ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ             神町自衛隊                   DNS  

      6216         佐々木 睦之         ｻｻｷ ﾑﾂﾕｷ                 神町自衛隊                   DNS  

      6219         吉野 舞亜巳         ﾖｼﾉ ﾏｲｱﾐ                 神町自衛隊                   DNS  

      6220         神  寛樹           ｼﾞﾝ ﾋﾛｷ                  神町自衛隊                   DNS  

      6222         岡部 佑矢           ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾔ                 神町自衛隊                   DNS  

      6225         阿部 一貴           ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ                神町自衛隊                   DNS  

      6229         斎藤 龍生           ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ               神町自衛隊                   DNS  

      6236         清野 剛史           ｾｲﾉ ﾂﾖｼ                  神町自衛隊(個)               DNS  

      6712         井上  徹           ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ                 新庄地区陸協                 DNS  

      6714         後藤 祐一           ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ                新庄地区陸協                 DNS  

      6716         山口 大陽           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ               新庄地区陸協                 DNS  

      6718         藤山 修一           ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ              新庄地区陸協                 DNS  

      6819         柏倉 伸宏           ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ             日新製薬                     DNS  

      6923         遠田 将人           ｴﾝﾀ ﾏｻﾄ                  天童市役所                   DNS  

                                                                                      DQ :失    格 

                                                                                      OTM: 関門制限時間ｵｰﾊﾞｰ 

                                                                                      DNS: 欠    場 
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男子高校 １０ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   29'06"  菅野 邦彰  (米沢工高)        34 回 1994.1.23 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

   1   377   30:04 吉田  楓 (3)      ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ                東海大山形高                  

   2  1029   30:29 齋藤  諒 (1)      ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ                 酒田南高                      

   3  1030   30:35 鈴木 亮平 (1)      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ               酒田南高                      

   4   384   30:46 渡邉  貴 (2)      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ                東海大山形高                  

   5   371   30:50 渋谷 晃輝 (3)      ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ                 東海大山形高                  

   6  1013   30:51 今井 滉二 (2)      ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ                 酒田南高                      

   7  1015   30:51 加藤 巧記 (2)      ｶﾄｳ ｺｳｷ                  酒田南高                      

   8   374   30:56 荒木 瞭一 (3)      ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ                東海大山形高                  

   9  1002   30:59 工藤 天輝 (3)      ｸﾄﾞｳ ﾀｶｷ                 酒田南高                      

  10   380   31:02 荒井 大輝 (2)      ｱﾗｲ ﾋﾛｷ                  東海大山形高                  

  11   393   31:11 蜂屋 瑛拡 (1)      ﾊﾁﾔ ｱｷﾋﾛ                 東海大山形高                  

  12   852   31:17 鈴木 博斗 (2)      ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ                 鶴岡工高                      

  13    36   31:21 五十嵐 大義(2)      ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ               山形南高                      

  14   758   31:21 伊藤  翼 (3)      ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ                 米沢工高                      

  15  1017   31:30 齋藤 宥哉 (2)      ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ                 酒田南高                      

  16   386   31:40 木村 勇人 (2)      ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ                  東海大山形高                  

  17    55   31:43 遠藤 陽太 (1)      ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ                山形南高                      

  18    63   31:49 橋間 貴弥 (1)      ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ                  山形南高                      

  19   118   31:52 安食 徹郎 (3)      ｱｼﾞｷ ﾃﾂﾛｳ                山形中央高                    

  20  1004   31:55 高橋 健人 (3)      ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ                 酒田南高                      

  21  1037   32:01 安倍 智輝 (1)      ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ                  酒田南高                      

  22   400   32:09 大沼 聖樹 (1)      ｵｵﾇﾏ ｾｲｼﾞｭ               東海大山形高                  

  23   113   32:18 田中 友也 (3)      ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ                  山形中央高                    

  24  1031   32:26 遠田  洸 (1)      ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ                  酒田南高                      

  25   251   32:28 中津川 遥也(3)      ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ               上山明新館高                  

  26   721   32:30 平 伊武貴 (2)      ﾀｲﾗ ｲﾌﾞｷ                 米沢中央高                    

  27    83   32:31 髙内 純一 (2)      ﾀｶｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ              山形工高                      

  28   154   32:34 山邊 諒太郎(1)      ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ              山形中央高                    

  29   121   32:37 奥山  修 (2)      ｵｸﾔﾏ ｼｭｳ                 山形中央高                    

  30   725   32:41 小貫 瑠也 (2)      ｵﾇｷ ﾘｭｳﾔ                 米沢中央高                    

  31   135   32:45 後藤  亮 (2)      ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ                 山形中央高                    

  32   397   32:47 布施 晴貴 (1)      ﾌｾ ﾊﾙｷ                   東海大山形高                  

  33    82   32:56 佐藤 和也 (2)      ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ                 山形工高                      

  34   648   33:00 髙橋  椋 (3)      ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ                 九里学園高                    

  35   770   33:05 須貝 誠耶 (2)      ｽｶﾞｲ ｾｲﾔ                 米沢工高                      

  36    92   33:06 髙橋 拓海 (1)      ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ                 山形工高                      

  37   140   33:16 奥村  翼 (1)      ｵｸﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ                山形中央高                    

  38   420   33:18 小林 祐仁 (1)      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ                楯岡高                        

  39   724   33:20 酒井 柊摩 (2)      ｻｶｲ ﾄｳﾏ                  米沢中央高                    

  40   495   33:22 渡邉 聡佑 (1)      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｽｹ               楯岡高                        

  41   767   33:23 齋藤 誉也 (2)      ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ                 米沢工高                      

  42   258   33:25 東海林 章 (2)      ﾄｳｶｲﾘﾝ ｼｮｳ               上山明新館高                  

  43     5   33:35 伊藤  駿 (2)      ｲﾄｳ ｼｭﾝ                  山形東高                      

  44     7   33:41 髙橋 龍星 (2)      ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ               山形東高                      

  45   768   33:51 西村  翔 (2)      ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ                 米沢工高                      

  46    73   33:52 髙橋 鴻生 (3)      ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ                山形工高                      

  47   642   33:53 安部 斗夢 (3)      ｱﾍﾞ ﾄﾑ                   九里学園高                    

  48   814   33:57 斎藤  海 (1)      ｻｲﾄｳ ｶｲ                  鶴岡南高                      

  49   774   34:02 鈴木 椋也 (1)      ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ                米沢工高                      

  50   775   34:09 金子 康太 (1)      ｶﾈｺ ｺｳﾀ                  米沢工高                      
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男子高校 １０ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   29'06"  菅野 邦彰  (米沢工高)        34 回 1994.1.23 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

  51   857   34:09 板垣 貴大 (1)      ｲﾀｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ               鶴岡工高                      

  52    46   34:14 椎谷 尚貴 (2)      ｼｲﾔ ﾅｵｷ                  山形南高                      

  53    56   34:16 加藤 大智 (1)      ｶﾄｳ ﾋﾛﾄﾓ                 山形南高                      

  54   419   34:26 海藤 竜也 (2)      ｶｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ                楯岡高                        

  55    54   34:28 安達 元輝 (1)      ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝｷ                山形南高                      

  56    77   34:41 加藤 孝征 (2)      ｶﾄｳ ｶﾀﾕｷ                 山形工高                      

  57     4   34:44 工藤 良希 (2)      ｸﾄﾞｳ ﾖｼｷ                 山形東高                      

  58   263   34:46 横澤 大智 (1)      ﾖｺｻﾜ ﾀﾞｲﾁ                上山明新館高                  

  59   124   34:52 草刈 一駿 (2)      ｸｻｶﾘ ｶｽﾞﾄｼ               山形中央高                    

  60   259   34:55 佐藤 颯人 (1)      ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ                  上山明新館高                  

  61    80   35:10 日野 雄太 (2)      ﾋﾉ ﾕｳﾀ                   山形工高                      

  62   430   35:11 松田 直也 (1)      ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ                 楯岡高                        

  63   304   35:13 東海林 和輝(2)      ﾄｳｶｲﾘﾝ ｶｽﾞｷ              日大山形高                    

  64   835   35:15 工藤 亘太 (3)      ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ                 鶴岡工高                      

  65   645   35:16 菅井 大地 (3)      ｽｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ                九里学園高                    

  66   429   35:17 松田 知也 (1)      ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾔ                 楯岡高                        

  67   731   35:19 佐藤 貴洋 (1)      ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ                 米沢中央高                    

  68   431   35:30 田中  凌 (3)      ﾀﾅｶ ﾘｮｳ                  東根工高                      

  69   437   35:35 芦野 龍河 (1)      ｱｼﾉ ﾘｭｳｶﾞ                東根工高                      

  70     8   35:42 玉田 明洋 (2)      ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ                山形東高                      

  71   339   35:50 長澤 信誠 (1)      ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝｾｲ               山形電波工高                  

  72   620   35:59 阿部 直明 (1)      ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ                 米沢興譲館高                  

  73   736   36:03 髙橋 春希 (1)      ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ                高畠高                        

        68         鏡  凌太 (3)      ｶｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ                山形工高                     DQ  OTM  

       198         西塔 尚也 (2)      ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ                 寒河江高                     DQ  OTM  

       200         北條 昌伸 (2)      ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾌﾞ             寒河江高                     DQ  OTM  

       202         板花  岳 (1)      ｲﾀﾊﾅ ｶﾞｸ                 寒河江高                     DQ  OTM  

       205         設楽 夏樹 (1)      ｼﾀﾗ ﾅﾂｷ                  寒河江高                     DQ  OTM  

       257         田村 健太 (2)      ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ                  上山明新館高                 DQ  OTM  

       299         伊藤  愁 (2)      ｲﾄｳ ｼｭｳ                  日大山形高                   DQ  OTM  

       301         佐藤 良平 (2)      ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ                日大山形高                   DQ  OTM  

       331         高橋 寛太 (2)      ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ                 山形電波工高                 DQ  OTM  

       345         松田 ヒロト(1)      ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ                 山形電波工高                 DQ  OTM  

       347         矢作 健二 (1)      ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ                山形電波工高                 DQ  OTM  

       415         伊藤 卓也 (1)      ｲﾄｳ ﾀｸﾔ                  楯岡高                       DQ  OTM  

       427         蜂谷  遼 (2)      ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ                  楯岡高                       DQ  OTM  

       440         鈴木  航 (1)      ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ                 東根工高                     DQ  OTM  

       614         山口 寛平 (1)      ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾍﾟｲ              米沢興譲館高                 DQ  OTM  

       615         神保 智之 (1)      ｼﾞﾝﾎﾞ ﾄﾓﾕｷ               米沢興譲館高                 DQ  OTM  

       618         佐藤  彰 (1)      ｻﾄｳ ｼｮｳ                  米沢興譲館高                 DQ  OTM  

       661         小関 澪人 (1)      ｺｾｷ ﾐｵﾄ                  九里学園高                   DQ  OTM  

       707         佐藤  駿 (1)      ｻﾄｳ ｼｭﾝ                  長井高                       DQ  OTM  

       708         佐藤 大樹 (1)      ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ                 長井高                       DQ  OTM  

       722         神野 尚之 (2)      ｶﾝﾉ ﾅｵﾕｷ                 米沢中央高                   DQ  OTM  

       730         村上 佑輝 (1)      ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                 米沢中央高                   DQ  OTM  

       738         猪野 航平 (2)      ｲﾉ ｺｳﾍｲ                  高畠高                       DQ  OTM  

       742         小林 達哉 (2)      ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ                高畠高                       DQ  OTM  

       828         齋藤 健人 (1)      ｻｲﾄｳ ｹﾝﾄ                 鶴岡中央高                   DQ  OTM  

       830         阿部 和磨 (1)      ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ                 鶴岡中央高                   DQ  OTM  

      1222         佐藤 柊斗 (1)      ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ                 上山明新館高                 DQ  OTM  

                                                                                     DQ :失    格 

                                                                                     OTM: 関門制限時間ｵｰﾊﾞｰ 
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順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

      1227         堀籠 哲平 (1)      ﾎﾘｺﾞﾒ ﾃｯﾍﾟｲ              寒河江高                     DQ  OTM  

        14         古藤 直輝 (1)      ｺﾄｳ ﾅｵｷ                  山形東高                     DNS  

        15         鈴木 幹大 (1)      ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ                山形東高                     DNS  

        58         櫻井 圭介 (1)      ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ                山形南高                     DNS  

       262         三浦 卓士 (1)      ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ                  上山明新館高                 DNS  

       287         泉野目 熙 (1)      ｲｽﾞﾉﾒ ﾋｶﾙ                日大山形高                   DNS  

       300         小玉 冬真 (2)      ｺﾀﾞﾏ ﾄｳﾏ                 日大山形高                   DNS  

       481         荒木 綾介 (2)      ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ                神室産業高                   DNS  

       609         酒井 佑貴 (2)      ｻｶｲ ﾕｳｷ                  米沢興譲館高                 DNS  

       619         室井 悠冴 (1)      ﾑﾛｲ ﾕｳｶﾞ                 米沢興譲館高                 DNS  

       766         青木 鴻斗 (2)      ｱｵｷ ﾋﾛﾄ                  米沢工高                     DNS  

       771         吉田 周平 (2)      ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ               米沢工高                     DNS  

       827         弭間  佑 (1)      ﾊｽﾞﾏ ﾀｽｸ                 鶴岡中央高                   DNS  

       855         若生 高秀 (2)      ﾜｺｳ ﾀｶﾋﾃﾞ                鶴岡工高                     DNS  

       903         多田 拓未 (2)      ﾀﾀﾞ ﾀｸﾐ                  鶴岡東高                     DNS  

      1003         三笠 慧吾 (3)      ﾐｶｻ ｹｲｺﾞ                 酒田南高                     DNS  

      1021         大場 慎也 (2)      ｵｵﾊﾞ ｼﾝﾔ                 酒田南高                     DNS  

                                                                                      DQ :失    格 

                                                                                      OTM: 関門制限時間ｵｰﾊﾞｰ 

                                                                                      DNS: 欠    場 
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男子中学 ３ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:00 

コース    山形市「山形トヨタ自動車」 ～ 「山形メディアタワー」 

大会記録   8'58"  梅木 貴文  (余目中)          43 回 2003.1.26 

               〃    長沼 大智  (米沢四中)        52 回 2012.1.29 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

   1  1011    9:12 森  優太 (3)      ﾓﾘ ﾕｳﾀ                   山形第十中                    

   2  1018    9:15 佐々木 守 (3)      ｻｻｷ ﾏﾓﾙ                  山形第十中                    

   3  1017    9:15 遠藤 拓郎 (3)      ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ               山形第十中                    

   4  1779    9:24 本間  渉 (3)      ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ                  福原中                        

   5  1248    9:27 黒田 将也 (3)      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾔ                 天童第二中                    

   6    47    9:28 黒田  賢 (2)      ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ                 米沢第四中                    

   7   882    9:29 見澤 成樹 (2)      ﾐｻﾜ ｾｲｼﾞｭ                山形第四中                    

   8    48    9:29 鈴木 渓太 (2)      ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ                 米沢第四中                    

   9  1717    9:30 吉田  梢 (2)      ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ                 東根第二中                    

  10  2293    9:36 石塚 朗大 (3)      ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ               豊浦中                        

  11    60    9:38 須藤 慎仁 (2)      ｽﾄｳ ﾏｻﾋﾄ                 米沢第五中                    

  12   240    9:40 船山 敦司 (2)      ﾌﾅﾔﾏ ｱﾂｼ                 川西中                        

  13  2387    9:41 丸山 祐也 (2)      ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ                 鶴岡第二中                    

  14   450    9:41 菅野 利記 (2)      ｶﾝﾉ ﾘｷ                   長井北中                      

  15  2060    9:43 奥山 智広 (2)      ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ                最上中                        

  16   634    9:43 浅野 健志 (2)      ｱｻﾉ ｹﾝｼﾞ                 上山南中                      

  17  1786    9:46 武田 将樹 (2)      ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｷ                尾花沢中                      

  18  2505    9:47 遠田 光太郎(2)      ｴﾝﾀ ｺｳﾀﾛｳ                酒田第四中                    

  19   206    9:49 佐々木 優 (3)      ｻｻｷ ﾕｳ                   高畠第一中                    

  20   351    9:51 大津 吉信 (3)      ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ                宮内中                        

  21  2532    9:52 荒生 悠喜 (3)      ｱﾗｵ ﾋｻｷ                  酒田第一中                    

  22  1404    9:54 細谷 翔馬 (1)      ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ                 陵東中                        

  23  1737    9:55 荒井 雄哉 (2)      ｱﾗｲ ﾕｳﾔ                  神町中                        

  24   140    9:56 熊谷 哲志 (2)      ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂｼ                米沢第三中                    

  25  2502    9:58 冨樫 和樹 (3)      ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞｷ                酒田第四中                    

  26  1242    9:58 佐々木 健人(2)      ｻｻｷ ｹﾝﾄ                  天童第二中                    

  27  1486   10:02 庄司 時生 (2)      ｼｮｳｼﾞ ﾄｷｵ                河北中                        

  28  2122   10:03 西嶋 英倫 (3)      ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ              戸沢中                        

  29  2252   10:06 佐藤 雄志 (3)      ｻﾄｳ ﾕｳｼ                  鶴岡第三中                    

  30  2307   10:07 富樫 勇斗 (1)      ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾄ                 余目中                        

  31  2627   10:09 伊藤 聖真 (3)      ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ                 鳥海八幡中                    

  32   601   10:15 渡邉 拓朗 (2)      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾛｳ               上山南中                      

  33   521   10:15 鈴木 春記 (2)      ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ                 飯豊中                        

  34  1291   10:17 大石 歩夢 (1)      ｵｵｲｼ ｱﾕﾑ                 天童第三中                    

  35  2126   10:20 海藤 和敬 (2)      ｶｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ               戸沢中                        

  36   460   10:30 竹田 裕道 (3)      ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ                白鷹東中                      

  37  1488   10:32 石川 るい (2)      ｲｼｶﾜ ﾙｲ                  河北中                        

  38  1281   10:40 大石  仁 (2)      ｵｵｲｼ ｼﾞﾝ                 天童第三中                    

  39  2070   10:41 浅沼 凱斗 (2)      ｱｻﾇﾏ ｶｲﾄ                 舟形中                        

  40   628   10:48 石山 優斗 (1)      ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾄ                 上山南中                      

  41   417   10:54 横澤  陸 (2)      ﾖｺｻﾜ ﾘｸ                  長井南中                      

  42  1022   11:00 髙橋 京介 (2)      ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ               山形第十中                    

       354         西村 諒介 (1)      ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ               宮内中                       DNS  

      2215         長南 昌吾 (2)      ﾁｮｳﾅﾝ ｼｮｳｺﾞ              鶴岡第一中                   DNS  

                                                                                              DNS: 欠    場 
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女子一般高校 ５ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:20 

コース    山形市「山大医学部病院」 ～ 「山形メディアタワー」 

大会記録   16'36"  石山 真紀子  (山形城北高)   48 回 2008.1.27 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

   1   189   16:49 小林 文香 (3)      ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ                山形城北高                    

   2  1021   16:50 大谷 美優 (2)      ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ                  酒田南高                      

   3   637   17:04 髙橋 七海 (3)      ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ                 九里学園高                    

   4  1020   17:17 稲田 彩香 (3)      ｲﾅﾀﾞ ｻﾔｶ                 酒田南高                      

   5  1019   17:20 平山 絵梨 (3)      ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘ                  酒田南高                      

   6   199   17:23 本間 未来 (2)      ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ                  山形城北高                    

   7   656   17:31 鈴木 菜々 (1)      ｽｽﾞｷ ﾅﾅ                  九里学園高                    

   8   196   17:51 監物 桃乃 (2)      ｹﾝﾓﾂ ﾓﾓﾉ                 山形城北高                    

   9   204   17:58 遠藤 柚奈 (1)      ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾅ               山形城北高                    

  10   202   18:02 川崎 美祈 (1)      ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ                 山形城北高                    

  11   133   18:17 工藤 レイラ(2)      ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾗ                 山辺高                        

  12   646   18:24 樋口 小百合(2)      ﾋｸﾞﾁ ｻﾕﾘ                 九里学園高                    

  13   242   18:28 郷野 莉沙 (1)      ｺﾞｳﾉ ﾘｻ                  東海大山形高                  

  14   228   18:28 村山 真唯 (2)      ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲ                  東海大山形高                  

  15   641   18:33 髙橋 さおり(2)      ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ                 九里学園高                    

  16  1025   18:35 進藤  綾 (2)      ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔ                 酒田南高                      

  17   205   18:41 尾崎 玲那 (1)      ｵｻﾞｷ ﾚｲﾅ                 山形城北高                    

  18   165   18:43 市川 里奈 (3)      ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ                  上山明新館高                  

  19  1026   18:43 兼古  杏 (1)      ｶﾈｺ ｷｮｳ                  酒田南高                      

  20   176   19:04 山本 真子 (2)      ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ                  上山明新館高                  

  21   173   19:06 髙橋 彩花 (2)      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ                 上山明新館高                  

  22   203   19:09 遠藤 花琳 (1)      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ                山形城北高                    

  23   645   19:19 早川 真帆 (2)      ﾊﾔｶﾜ ﾏﾎ                  九里学園高                    

  24    27   19:21 梅津 夏美 (2)      ｳﾒﾂ ﾅﾂﾐ                  山形西高                      

  25   237   19:22 早坂 愛理 (1)      ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ                 東海大山形高                  

  26  1027   19:24 佐藤 咲希 (1)      ｻﾄｳ ｻｷ                   酒田南高                      

  27   693   19:24 佐藤 美穂 (2)      ｻﾄｳ ﾐﾎ                   長井高                        

  28   171   19:33 齋野  桜 (2)      ｻｲﾉ ｻｸﾗ                  上山明新館高                  

  29   688   19:39 梅津 望美 (2)      ｳﾒﾂ ﾉｿﾞﾐ                 長井高                        

  30   235   19:40 小川 聖奈 (1)      ｵｶﾞﾜ ｾｲﾅ                 東海大山形高                  

  31   239   19:45 阿部 若咲 (1)      ｱﾍﾞ ﾜｶｻ                  東海大山形高                  

  32   132   19:48 内山 真梨子(2)      ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ                 山辺高                        

  33   136   19:52 堀川  茜 (2)      ﾎﾘｶﾜ ｱｶﾈ                 山辺高                        

  34  3957   19:54 角田 侑以 (3)      ﾂﾉﾀﾞ ﾕｲ                  山形市陸協(山大医)            

  35    75   19:59 細矢 和花 (1)      ﾎｿﾔ ﾜｶ                   山形北高                      

  36   439   20:03 安食 優花 (1)      ｱｼﾞｷ ﾕｳｶ                 神室産業高                    

  37    11   20:04 田中 沙織 (1)      ﾀﾅｶ ｻｵﾘ                  山形東高                      

  38   648   20:04 村上 加奈 (2)      ﾑﾗｶﾐ ｶﾅ                  九里学園高                    

  39    73   20:05 川瀬 瑞貴 (1)      ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ                 山形北高                      

  40   609   20:07 舟山 愛理 (1)      ﾌﾅﾔﾏ ｱｲﾘ                 米沢興譲館高                  

  41   170   20:08 大泉  南 (2)      ｵｵｲｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ               上山明新館高                  

  42   822   20:11 齋藤 美咲 (2)      ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ                 鶴岡北高                      

  43  1115   20:16 橋本 紗枝子(2)      ﾊｼﾓﾄ ｻｴｺ                 山形大(医)                    

  44   654   20:16 小笠原 奈々(1)      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ                九里学園高                    

  45   135   20:18 佐藤 亜緒衣(2)      ｻﾄｳ ｱｵｲ                  山辺高                        

  46   699   20:31 四釜 佑香 (1)      ｼｶﾏ ﾕｶ                   長井高                        

  47  3962   20:37 野田 智美 (3)      ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾐ                  山形市陸協(山大医)            

  48   259   20:39 岡田 理恵子(2)      ｵｶﾀﾞ ﾘｴｺ                 山形東高                      

  49   143   20:51 加藤 綾夏 (1)      ｶﾄｳ ｱﾔｶ                  山辺高                        

  50    26   20:54 鈴木 里菜 (2)      ｽｽﾞｷ ﾘﾅ                  山形西高                      
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女子一般高校 ５ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:20 

コース    山形市「山大医学部病院」 ～ 「山形メディアタワー」 

大会記録   16'36"  石山 真紀子  (山形城北高)   48 回 2008.1.27 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

  51    72   20:57 石岡 夏乃 (1)      ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ                 山形北高                      

  52   828   21:19 丸山 紗彩 (1)      ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ                 鶴岡北高                      

  53    29   21:23 荒木 麻菜 (2)      ｱﾗｷ ﾏﾅ                   山形西高                      

  54    63   21:24 関口 明香里(2)      ｾｷｸﾞﾁ ｱｶﾘ                山形北高                      

  55   695   21:26 髙橋 美貴 (2)      ﾀｶﾊｼ ﾐｷ                  長井高                        

  56   880   21:30 樋浦 千晶 (2)      ﾋｳﾗ ﾁｱｷ                  鶴岡東高                      

  57   721   21:55 小林 美季 (2)      ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ                 高畠高                        

  58    87   21:59 宍戸 萌美 (1)      ｼｼﾄﾞ ﾒｸﾞﾐ                山形中央高                    

  59   879   22:08 白幡 光紀 (2)      ｼﾗﾊﾀ ﾐｷ                  鶴岡東高                      

  60    62   22:13 柏倉 七海 (2)      ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾅﾅﾐ               山形北高                      

  61   881   22:22 田辺  彩 (2)      ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ                  鶴岡東高                      

  62   698   22:29 大滝 碧菜 (1)      ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ                 長井高                        

  63   139   22:53 武田 千明 (2)      ﾀｹﾀﾞ ﾁｱｷ                 山辺高                        

  64   713   22:55 安達 志音 (1)      ｱﾀﾞﾁ ｼｵﾝ                 高畠高                        

  65   878   23:18 佐藤 奈美子(2)      ｻﾄｳ ﾅﾐｺ                  鶴岡東高                      

  66    66   23:26 石川 莉緒 (1)      ｲｼｶﾜ ﾘｵ                  山形北高                      

  67   716   24:27 中村 郁美 (2)      ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ                 高畠高                        

  68   883   25:37 松浦 里菜 (1)      ﾏﾂｳﾗ ﾘﾅ                  鶴岡東高                      

       167         小野 莉奈 (3)      ｵﾉ ﾘﾅ                    上山明新館高                 DNS  

       197         中島 美幸 (2)      ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｷ                山形城北高                   DNS  

       201         星野 あす香(1)      ﾎｼﾉ ｱｽｶ                  山形城北高                   DNS  

       229         山木 夢香 (2)      ﾔﾏｷ ﾕﾒｶ                  東海大山形高                 DNS  

       238         佐藤 璃歩 (1)      ｻﾄｳ ﾘﾎ                   東海大山形高                 DNS  

       438         二戸 葉月 (2)      ﾆﾄ ﾊﾂﾞｷ                  神室産業高                   DNS  

       715         神保 菜々香(2)      ｼﾞﾝﾎﾞ ﾅﾅｶ                高畠高                       DNS  

       719         縮 真理子 (2)      ﾁﾁﾞﾐ ﾏﾘｺ                 高畠高                       DNS  

       741         渡部 樹里 (2)      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾘ               米沢工高                     DNS  

       821         難波 澄香 (2)      ﾅﾝﾊﾞ ｽﾐｶ                 鶴岡北高                     DNS  

       882         三浦  佳 (1)      ﾐｳﾗ ｹｲ                   鶴岡東高                     DNS  

                                                                                              DNS: 欠    場 
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女子中学 ３ｋｍ 決勝 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:00 

コース    山形市「山形トヨタ自動車」 ～ 「山形メディアタワー」 

大会記録   9'24"  髙橋 由衣  (飛鳥中)        44 回 2004.1.25 

 

 

順位  No.   記 録         氏    名          NAME                         所属団体名             備  考     

---- ----- ------- -------------------- ------------------------ ---------------------------- ------------ 

   1  2683    9:57 三浦 万歩 (3)      ﾐｳﾗ ﾏﾎ                   飛鳥中                        

   2    31   10:09 原田 咲雪 (3)      ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ                 米沢第三中                    

   3  2277   10:12 佐藤  凜 (2)      ｻﾄｳ ﾘﾝ                   余目中                        

   4  1700   10:32 梅津 千布 (3)      ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ                 東根第二中                    

   5  2695   10:41 斉藤  睦 (2)      ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ                 飛鳥中                        

   6  2020   10:42 石川 涼音 (3)      ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ                日新中                        

   7   625   10:51 佐藤 瑞穂 (3)      ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ                 上山南中                      

   8   838   10:53 川村 亜悠美(2)      ｶﾜﾑﾗ ｱﾕﾐ                 山形第二中                    

   9   627   10:58 宇野 花紀 (2)      ｳﾉ ﾊﾅｷ                   上山南中                      

  10  2411   10:58 鈴木 亜依 (2)      ｽｽﾞｷ ｱｲ                  酒田第一中                    

  11   222   10:59 樋口 亜沙美(2)      ﾋｸﾞﾁ ｱｻﾐ                 赤湯中                        

  12  1070   11:03 松浦  萌 (2)      ﾏﾂｳﾗ ﾒｸﾞﾐ                蔵王第一中                    

  13  2209   11:04 五十嵐 徳子(2)      ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ                鶴岡第一中                    

  14  1492   11:05 五十嵐 梨菜(2)      ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ                 河北中                        

  15  2611   11:05 大場 愛里紗(1)      ｵｵﾊﾞ ｱﾘｻ                 鳥海八幡中                    

  16  2259   11:05 清野 未鈴 (2)      ｾｲﾉ ﾐｽｽﾞ                 鶴岡第四中                    

  17  2282   11:06 佐藤 美紅 (2)      ｻﾄｳ ﾐｸ                   余目中                        

  18    42   11:06 鈴木  葵 (1)      ｽｽﾞｷ ｱｵｲ                 米沢第四中                    

  19  2414   11:06 徳田  蒼 (1)      ﾄｸﾀ ｱｵｲ                  酒田第一中                    

  20  1035   11:11 山川 穂乃実(3)      ﾔﾏｶﾜ ﾎﾉﾐ                 山形第十中                    

  21   301   11:14 安部 日和 (1)      ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ                  高畠第四中                    

  22  1296   11:26 佐藤 未菜 (1)      ｻﾄｳ ﾐﾅ                   天童第三中                    

  23  1182   11:33 石岡 佳奈乃(2)      ｲｼｵｶ ｶﾅﾉ                 山形第十中                    

  24  1404   11:37 日塔 玲那 (1)      ﾆｯﾄｳ ﾚｲﾅ                 陵東中                        

  25   419   11:39 紺野 公美子(2)      ｺﾝﾉ ｸﾐｺ                  長井南中                      

  26   304   11:39 髙橋 あやか(2)      ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ                 高畠第四中                    

  27  1717   11:39 金村 真帆 (1)      ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ                  東根第二中                    

  28  1424   11:46 五十嵐 茜音(2)      ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ                陵南中                        

  29    57   11:48 西京 笑里 (2)      ｻｲｷｮｳ ｴﾘ                 米沢第五中                    

  30  1488   11:55 矢作 美幸 (2)      ﾔﾊｷﾞ ﾐﾕｷ                 河北中                        

  31   603   11:58 石澤 更沙 (2)      ｲｼｻﾞﾜ ｻﾗｻ                上山南中                      

  32   418   12:06 沼澤 遥香 (2)      ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾙｶ                長井南中                      

  33   417   12:08 小関 瑠奈 (2)      ｺｾｷ ﾙﾅ                   長井南中                      

  34  1221   12:08 熊谷 美佑 (2)      ｸﾏｶﾞｲ ﾐｭｳ                天童第一中                    

  35  1276   12:17 板坂 美月 (2)      ｲﾀｻｶ ﾐﾂﾞｷ                天童第三中                    

  36    56   12:18 後藤  歩 (2)      ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ                 米沢第五中                    

  37  2023   12:21 矢口 和佳奈(2)      ﾔｸﾞﾁ ﾜｶﾅ                 日新中                        

  38  1491   12:29 片倉 祐香 (1)      ｶﾀｸﾗ ﾕｶ                  河北中                        

  39  1792   12:58 西尾 千咲 (2)      ﾆｼｵ ﾁｻ                   尾花沢中                      

      2399         上野 文歌 (2)      ｳｴﾉ ｱﾔｶ                  鶴岡第一中                   DNS  

      2483         森 穂乃佳 (3)      ﾓﾘ ﾎﾉｶ                   酒田第三中                   DNS  

                                                                                              DNS: 欠    場 
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一般男子団体成績 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   2:32:50   南陽東置賜地区陸協      52 回 2012.1.29 
 
 
順位    成績       チ ー ム          順位   記 録     No.      氏    名                 所属団体名              備考 
---- ---------- -------------------- ---- ---------- ----- -------------------- ---------------------------- ----------- 
   1    2:33:16 南陽東置賜陸協          1      30:19  3262 渡邉 清紘           南陽東置賜陸協                    
                                        3      30:39  3276 小川 智寛           南陽東置賜陸協                    
                                        5      30:43  3267 長柴  翔           南陽東置賜陸協                    
                                        6      30:46  3274 大谷  克           南陽東置賜陸協                
                                        7      30:49  3266 三浦 隆稔           南陽東置賜陸協                
 
   2    2:38:14 神町自衛隊             17      31:14  6241 鈴木 友幸           神町自衛隊                        
                                       18      31:22  6212 土田 公平           神町自衛隊                        
                                       22      31:39  6228 大塚 翔太           神町自衛隊                        
                                       26      31:59  6203 遠藤 昭洋           神町自衛隊                    
                                       27      32:00  6221 赤坂 英介           神町自衛隊                    
 
   3    2:39:09 酒田市陸協             11      31:00  5120 佐藤  匠           酒田市陸協                        
                                       13      31:06  5167 三浦  悠           酒田市陸協                        
                                       24      31:52  5160 石川  貴           酒田市陸協                        
                                       29      32:03  5078 高橋 直貴           酒田市陸協                    
                                       52      33:08  5122 池田 智久           酒田市陸協                    
 
   4    2:41:54 西置賜陸協              4      30:40  3498 新野 貴啓           協同薬品                          
                                       21      31:39  3503 樋口 勝利           西置賜陸協                        
                                       30      32:03  3524 紺野 圭汰           西置賜陸協                        
                                       59      33:32  3491 林  幸則           西置賜陸協                    
                                       68      34:00  3504 渡部 祐治           西置賜陸協                    
 
   5    2:44:40 鶴岡市陸協              8      30:51  4902 吉泉  亘           鶴岡市陸協                        
                                       44      32:48  4850 加藤 善宏           鶴岡市陸協                        
                                       49      32:58  4904 日向 貴憲           鶴岡市陸協                        
                                       67      33:59  4891 五十嵐 宇駿         鶴岡市陸協                    
                                       69      34:04  4883 皆川 明夫           鶴岡市陸協                    
 
   6    2:46:53 山形大学医学部         12      31:04   341 松木  惇 (5)      山形大(医)                        
                                       43      32:46   346 草場 勇作 (4)      山形大(医)                        
                                       54      33:10   356 石村 圭位 (5)      山形大(医)                        
                                       80      34:45  3935 齋藤  亨           山形市陸協(山大医)            
                                       87      35:08   370 鈴木 祟宏 (2)      山形大(医)                    
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高校男子団体成績 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:30 

コース    上山市金谷「原の橋」 ～ 山形市「山形メディアタワー」 

大会記録   2:33:44   米沢工      34 回 1994.1.23 
 
 
順位    成績       チ ー ム          順位   記 録     No.      氏    名                 所属団体名              備考 
---- ---------- -------------------- ---- ---------- ----- -------------------- ---------------------------- ----------- 
   1    2:33:38 東海大山形高            1      30:04   377 吉田  楓 (3)      東海大山形高                 NGR  
                                        4      30:46   384 渡邉  貴 (2)      東海大山形高                      
                                        5      30:50   371 渋谷 晃輝 (3)      東海大山形高                      
                                        8      30:56   374 荒木 瞭一 (3)      東海大山形高                  
                                       10      31:02   380 荒井 大輝 (2)      東海大山形高                  
 
   2    2:33:45 酒田南高                2      30:29  1029 齋藤  諒 (1)      酒田南高                          
                                        3      30:35  1030 鈴木 亮平 (1)      酒田南高                          
                                        6      30:51  1013 今井 滉二 (2)      酒田南高                          
                                        7      30:51  1015 加藤 巧記 (2)      酒田南高                      
                                        9      30:59  1002 工藤 天輝 (3)      酒田南高                      
 
   3    2:42:06 山形中央高             19      31:52   118 安食 徹郎 (3)      山形中央高                        
                                       23      32:18   113 田中 友也 (3)      山形中央高                        
                                       28      32:34   154 山邊 諒太郎(1)      山形中央高                        
                                       29      32:37   121 奥山  修 (2)      山形中央高                    
                                       31      32:45   135 後藤  亮 (2)      山形中央高                    
 
   4    2:43:23 山形南高               13      31:21    36 五十嵐 大義(2)      山形南高                          
                                       17      31:43    55 遠藤 陽太 (1)      山形南高                          
                                       18      31:49    63 橋間 貴弥 (1)      山形南高                          
                                       52      34:14    46 椎谷 尚貴 (2)      山形南高                      
                                       53      34:16    56 加藤 大智 (1)      山形南高                      
 
   5    2:45:42 米沢工高               14      31:21   758 伊藤  翼 (3)      米沢工高                          
                                       35      33:05   770 須貝 誠耶 (2)      米沢工高                          
                                       41      33:23   767 齋藤 誉也 (2)      米沢工高                          
                                       45      33:51   768 西村  翔 (2)      米沢工高                      
                                       49      34:02   774 鈴木 椋也 (1)      米沢工高                      
 
   6    2:47:06 山形工高               27      32:31    83 髙内 純一 (2)      山形工高                          
                                       33      32:56    82 佐藤 和也 (2)      山形工高                          
                                       36      33:06    92 髙橋 拓海 (1)      山形工高                          
                                       46      33:52    73 髙橋 鴻生 (3)      山形工高                      
                                       56      34:41    77 加藤 孝征 (2)      山形工高                      
 
   7    2:51:34 楯岡高                 38      33:18   420 小林 祐仁 (1)      楯岡高                            
                                       40      33:22   495 渡邉 聡佑 (1)      楯岡高                            
                                       54      34:26   419 海藤 竜也 (2)      楯岡高                            
                                       62      35:11   430 松田 直也 (1)      楯岡高                        
                                       66      35:17   429 松田 知也 (1)      楯岡高                        
 
                                ( NGR: 大会新記録 ) 
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一般高校女子団体成績 

測定区分:手動 1/1 秒                                               2013-01-27 11:20 

コース    山形市「山大医学部病院」 ～ 「山形メディアタワー」 

大会記録   1:09:29   山形城北高     52 回 2012.1.27 
 
 
順位    成績       チ ー ム          順位   記 録     No.      氏    名                 所属団体名              備考 
---- ---------- -------------------- ---- ---------- ----- -------------------- ---------------------------- ----------- 
 
   1    1:10:01 山形城北高              1      16:49   189 小林 文香 (3)      山形城北高                        
                                        6      17:23   199 本間 未来 (2)      山形城北高                        
                                        8      17:51   196 監物 桃乃 (2)      山形城北高                        
                                        9      17:58   204 遠藤 柚奈 (1)      山形城北高                    
 
   2    1:10:02 酒田南高                2      16:50  1021 大谷 美優 (2)      酒田南高                          
                                        4      17:17  1020 稲田 彩香 (3)      酒田南高                          
                                        5      17:20  1019 平山 絵梨 (3)      酒田南高                          
                                       16      18:35  1025 進藤  綾 (2)      酒田南高                      
 
   3    1:11:32 九里学園高              3      17:04   637 髙橋 七海 (3)      九里学園高                        
                                        7      17:31   656 鈴木 菜々 (1)      九里学園高                        
                                       12      18:24   646 樋口 小百合(2)      九里学園高                        
                                       15      18:33   641 髙橋 さおり(2)      九里学園高                    
 
   4    1:15:58 東海大山形高           13      18:28   242 郷野 莉沙 (1)      東海大山形高                      
                                       14      18:28   228 村山 真唯 (2)      東海大山形高                      
                                       25      19:22   237 早坂 愛理 (1)      東海大山形高                      
                                       30      19:40   235 小川 聖奈 (1)      東海大山形高                  
 
   5    1:16:26 上山明新館高           18      18:43   165 市川 里奈 (3)      上山明新館高                      
                                       20      19:04   176 山本 真子 (2)      上山明新館高                      
                                       21      19:06   173 髙橋 彩花 (2)      上山明新館高                      
                                       28      19:33   171 齋野  桜 (2)      上山明新館高                  
 
   6    1:18:15 山辺高                 11      18:17   133 工藤 レイラ(2)      山辺高                            
                                       32      19:48   132 内山 真梨子(2)      山辺高                            
                                       33      19:52   136 堀川  茜 (2)      山辺高                            
                                       45      20:18   135 佐藤 亜緒衣(2)      山辺高                        
 
   7    1:21:00 長井高                 27      19:24   693 佐藤 美穂 (2)      長井高                            
                                       29      19:39   688 梅津 望美 (2)      長井高                            
                                       46      20:31   699 四釜 佑香 (1)      長井高                            
                                       55      21:26   695 髙橋 美貴 (2)      長井高                        
 
   8    1:22:25 山形北高               35      19:59    75 細矢 和花 (1)      山形北高                          
                                       39      20:05    73 川瀬 瑞貴 (1)      山形北高                          
                                       51      20:57    72 石岡 夏乃 (1)      山形北高                          
                                       54      21:24    63 関口 明香里(2)      山形北高                      
 
   9    1:29:18 鶴岡東高               56      21:30   880 樋浦 千晶 (2)      鶴岡東高                          
                                       59      22:08   879 白幡 光紀 (2)      鶴岡東高                          
                                       61      22:22   881 田辺  彩 (2)      鶴岡東高                          
                                       65      23:18   878 佐藤 奈美子(2)      鶴岡東高                      
 
 


