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日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

 9:00 晴れ 25.2℃ 60.30% 南南東 0.4m/s

10:00 晴れ 28.3℃ 58.10% 北北西 0.7m/s

11:00 晴れ 27.3℃ 61.10% 北 0.8m/s

12:00 晴れ 28.6℃ 61.20% 北北東 0.5m/s

13:00 晴れ 27.9℃ 56.70% 南南東 0.6m/s

14:00 晴れ 26.8℃ 55.40% 東南東 1.1m/s

2016年 8月 7日 競技場



成績一覧表 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会
 2016年8月7日 13時40分　スタート

 会場:蔵王坊平アスリートヴィレッジ

主催:(一財)山形陸上競技協会･山形県･山形県教育委員会･上山市･上山市教育委員会
共催:(公財)山形県体育協会･上山市体育協会･(公社)山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興21世紀協会

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

男子全国大会 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 山形市 43:43

第２位 鶴岡市 44:29

第３位 米沢市 44:44

第４位 函館CRS 45:05

第５位 新庄市 45:35

第６位 酒田市 45:49

第７位 天童市 45:50

第８位 寒河江市 46:27

区間賞
区間 氏名 チーム 所属 記録 備考

第１区(中学生) 志貴　勇斗　(3) 山形市 山形六中  9:52 区間新

第２区(小学生) 菊地　道登　(6) 大江町 本郷東小  6:30

第３区(中学生) 瀬尾　嶺介　(3) 鶴岡市 鶴岡四中  9:36

第４区(小学生) 宇野　利希　(6) 函館CRS 高盛小  6:43

第５区(中学生) 須藤　雄哉　(2) 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 須賀川三中  9:50

区間新・タイ記録

 区間 氏名 チーム名  記録 前記録  備考

第１区（中学生） 志貴　勇斗　(3) 山形・山形六中  9:52 10:00 区間新



2016年8月7日 13時40分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

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

総合成績リスト

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)

 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 
    6:16

 伊藤　平  
 鳥海八幡中8th
    9:10

 鈴木　　快  
 合川西小5th 
    6:35

 山邊　諒太郎
 山形十中6th 
    9:40

1
 
 
 
 

1
 
 
 
 

43:43
 
 
 
 

山形市 志貴　勇斗　(3)
ｼｷ ﾊﾔﾄ
山形六中
(  1)     9:52
(  1) *   9:52

志貴　滉太　(6)
ｼｷ ｺｳﾀ
南小
(  1)    16:41
(  5)     6:49

門間　　翼　(3)
ﾓﾝﾏ ﾂﾊﾞｻ
山形二中
(  1)    26:54
(  4)    10:13

小林　恒晟　(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ
南山形小
(  1)    33:45
(  2)     6:51

金子　幸翼　(3)
ｶﾈｺ ｺｳｽｹ
蔵王一中
(  1)    43:43
(  2)     9:58

2
 
 
 
 

3
 
 
 
 

44:29
 
 
 
 

鶴岡市 堀　　宏寧　(3)
ﾎﾘ ﾋﾛﾔｽ
羽黒中
(  4)    10:33
(  4)    10:33

三浦　智成　(6)
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾅﾘ
朝暘四小
(  4)    17:29
(  9)     6:56

瀬尾　嶺介　(3)
ｾｵ ﾘｮｳｽｹ
鶴岡四中
(  2)    27:05
(  1)     9:36

増子　義経　(6)
ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ
朝暘四小
(  2)    34:06
(  3)     7:01

石井　頼夢　(2)
ｲｼｲ ﾗｲﾑ
羽黒中
(  2)    44:29
(  6)    10:23

3
 
 
 
 

2
 
 
 
 

44:44
 
 
 
 

米沢市 羽鳥　紘文　(2)
ﾊﾄﾘ ﾋﾛﾌﾐ
米沢六中
(  6)    10:35
(  6)    10:35

鳥羽　玲大　(6)
ﾄﾊﾞ ﾚｵ
南部小
(  3)    17:19
(  2)     6:44

佐藤　毅治　(3)
ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ
南原中
(  3)    27:08
(  2)     9:49

須藤　勝輝　(6)
ｽﾄｳ ｼｮｳｷ
万世小
(  3)    34:28
(  9)     7:20

小池　悠以　(2)
ｺｲｹ ﾕｳｲ
米沢三中
(  3)    44:44
(  5)    10:16

4
 
 
 
 

55
 
 
 
 

45:05
 
 
 
 

函館CRS

北海道

兼松　　凛　(3)
ｶﾈﾏﾂ ﾘﾝ
森中
( 12)    10:47
( 12)    10:47

竹内　優心　(6)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｺﾞ
大野小
( 11)    17:46
( 11)     6:59

奧本　大也　(2)
ｵｸﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ
北教大函館中
(  8)    28:10
( 10)    10:24

宇野　利希　(6)
ｳﾉ ﾘｷ
高盛小
(  4)    34:53
(  1)     6:43

堀野　愛斗　(2)
ﾎﾘﾉ ﾏﾅﾄ
的場中
(  4)    45:05
(  3)    10:12

5
 
 
 
 

5
 
 
 
 

45:35
 
 
 
 

新庄市 清水　拓斗　(2)
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ
八向中
( 18)    10:58
( 18)    10:58

佐々木　響己(6)
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ
新庄小
( 10)    17:45
(  3)     6:47

叶内　公平　(2)
ｶﾅｳﾁ ｺｳﾍｲ
八向中
(  5)    28:01
(  6)    10:16

奥山　拳生　(6)
ｵｸﾔﾏ ｹﾝｾｲ
萩野学園
(  5)    35:10
(  5)     7:09

大内　空輝　(3)
ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ
明倫中
(  5)    45:35
(  7)    10:25

6
 
 
 
 

4
 
 
 
 

45:49
 
 
 
 

酒田市 阿部　真珠　(2)
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ
東部中
(  3)    10:26
(  3)    10:26

齋藤　隆之介(5)
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ
富士見小
(  5)    17:31
( 13)     7:05

池田　壮介　(3)
ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ
鳥海八幡中
(  6)    28:02
( 12)    10:31

齋藤　寧月　(6)
ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ
一條小
(  7)    35:34
( 17)     7:32

佐藤　　翔　(3)
ｻﾄｳ ｼｮｳ
鳥海八幡中
(  6)    45:49
(  4)    10:15

7
 
 
 
 

10
 
 
 
 

45:50
 
 
 
 

天童市 秋保　松平　(2)
ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ
天童三中
( 14)    10:50
( 14)    10:50

松田　将東　(6)
ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ
天童北部小
(  6)    17:38
(  4)     6:48

清野　龍太郎(3)
ｾｲﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ
天童二中
(  4)    27:55
(  7)    10:17

佐藤　哲平　(5)
ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ
津山小
(  6)    35:18
( 10)     7:23

髙橋　拓夢　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ
天童三中
(  7)    45:50
( 10)    10:32

8
 
 
 
 

6
 
 
 
 

46:27
 
 
 
 

寒河江市 塩野　洋平　(3)
ｼｵﾉ ﾖｳﾍｲ
陵東中
(  7)    10:42
(  7)    10:42

白田　絢優　(6)
ｼﾗﾀ ｹﾝﾕｳ
寒河江中部小
(  8)    17:43
( 12)     7:01

安食　光琉　(2)
ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ
陵南中
( 12)    28:17
( 13)    10:34

柴崎　幹也　(6)
ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ
南部小
(  8)    35:36
(  8)     7:19

星野　悠翔　(3)
ﾎｼﾉ ﾊﾙﾄ
陵東中
(  8)    46:27
( 15)    10:51

9
 
 
 
 

56
 
 
 
 

46:36
 
 
 
 

円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ

福島

阿部　　燎　(2)
ｱﾍﾞ ﾘｮｳ
長沼中
( 17)    10:58
( 17)    10:58

吉田　翔眞　(5)
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ
中島小
( 12)    17:49
(  7)     6:51

末永　京之介(1)
ｽｴﾅｶﾞ ｷｮｳﾉｽｹ
郡山一中
( 15)    28:56
( 28)    11:07

古寺　匠生　(5)
ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳｷ
金堀小
( 18)    36:46
( 25)     7:50

須藤　雄哉　(2)
ｽﾄｳ ﾕｳﾔ
須賀川三中
(  9)    46:36
(  1)     9:50

10
 
 
 
 

28
 
 
 
 

46:42
 
 
 
 

高畠町 島津　　諒　(3)
ｼﾏﾂ ﾘｮｳ
高畠中
(  9)    10:44
(  9)    10:44

渡部　広大　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
和田小
( 13)    17:50
( 14)     7:06

本望　　歩　(2)
ﾎﾝﾓｳ ｱﾕﾑ
高畠中
(  9)    28:11
(  9)    10:21

小浅　陽佳　(6)
ｺｱｻ ﾊﾙｶ
糠野目小
( 10)    35:39
( 12)     7:28

井場　広洋　(3)
ｲﾊﾞ ｺｳﾖｳ
高畠中
( 10)    46:42
( 18)    11:03

11
 
 
 
 

24
 
 
 
 

46:50
 
 
 
 

真室川町 藤田　登摩　(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ
真室川中
(  2)    10:13
(  2)    10:13

佐藤　冬馬　(5)
ｻﾄｳ ﾄｳﾏ
真室川あさひ小
(  9)    17:43
( 24)     7:30

齋藤　凌雅　(2)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ
真室川中
(  7)    28:09
( 11)    10:26

髙橋　　蓮　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ
真室川あさひ小
( 13)    36:05
( 30)     7:56

阿部　一瑳　(3)
ｱﾍﾞ ｶｽﾞｻ
真室川中
( 11)    46:50
( 13)    10:45

12
 
 
 
 

13
 
 
 
 

46:55
 
 
 
 

南陽市 大友　滉太　(3)
ｵｵﾄﾓ ｺｳﾀ
沖郷中
( 15)    10:53
( 15)    10:53

井上　寛太　(6)
ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ
赤湯小
( 17)    18:13
( 16)     7:20

田中　彬夢　(1)
ﾀﾅｶ ｱﾄﾑ
山大附中
( 20)    29:11
( 23)    10:58

佐藤　翔太　(6)
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
沖郷小
( 14)    36:12
(  3)     7:01

布施　英太　(3)
ﾌｾ ｴｲﾀ
赤湯中
( 12)    46:55
( 12)    10:43

13
 
 
 
 

8
 
 
 
 

47:12
 
 
 
 

村山市 清水　壱晟　(3)
ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ
楯岡中
(  5)    10:34
(  5)    10:34

鈴木　　至　(6)
ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ
楯岡小
( 14)    18:04
( 24)     7:30

結城　吉人　(2)
ﾕｳｷ ﾖｼﾄ
楯岡中
( 13)    28:21
(  7)    10:17

大沼　樹希斗(6)
ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭｷﾄ
冨本小
( 11)    35:50
( 14)     7:29

外塚　泰智　(3)
ﾄﾂﾞｶ ﾀｲﾁ
葉山中
( 13)    47:12
( 25)    11:22

14
 
 
 
 

35
 
 
 
 

47:15
 
 
 
 

遊佐町 鈴木　陽佑　(3)
ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ
遊佐中
(  8)    10:43
(  8)    10:43

大塲　隆斗　(6)
ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳﾄ
遊佐小
(  7)    17:39
(  9)     6:56

伊藤　祐星　(3)
ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
遊佐中
( 11)    28:14
( 14)    10:35

今野　快音　(6)
ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ
遊佐小
( 12)    35:54
( 19)     7:40

菅原　賢人　(3)
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ
遊佐中
( 14)    47:15
( 23)    11:21

15
 
 
 
 

14
 
 
 
 

47:29
 
 
 
 

山辺町 大場　景心　(3)
ｵｵﾊﾞ ｹｲｼﾝ
山辺中
( 21)    11:05
( 21)    11:05

鈴木　海楓　(6)
ｽｽﾞｷ ｶｲﾗ
相模小
( 21)    18:32
( 21)     7:27

高野　翔矢　(3)
ﾀｶﾉ ﾄｳﾔ
山辺中
( 14)    28:43
(  3)    10:11

古内　慧士　(6)
ﾌﾙｳﾁ ｹｲｼ
山辺小
( 16)    36:28
( 22)     7:45

岩城　航也　(3)
ｲﾜｷ ｺｳﾔ
山辺中
( 15)    47:29
( 17)    11:01

                               凡例 *…区間新記録



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

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

 総合成績リスト

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)

 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 
    6:16

 伊藤　平  
 鳥海八幡中8th
    9:10

 鈴木　　快  
 合川西小5th 
    6:35

 山邊　諒太郎
 山形十中6th 
    9:40

16
 
 
 
 

9
 
 
 
 

47:33
 
 
 
 

長井市 志釜　璃久　(2)
ｼｶﾏ ﾘｸ
長井南中
( 19)    11:00
( 19)    11:00

髙島　健元　(6)
ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾄ
長井小
( 20)    18:29
( 23)     7:29

石塚　玄樹　(3)
ｲｼﾂﾞｶ ｹﾞﾝｷ
長井北中
( 18)    29:04
( 14)    10:35

飯澤　雅人　(6)
ｲｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
豊田小
( 21)    36:55
( 26)     7:51

渡辺　敬斗　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ
長井北中
( 16)    47:33
( 11)    10:38

17
 
 
 
 

12
 
 
 
 

47:48
 
 
 
 

尾花沢市 加藤　翔龍　(3)
ｶﾄｳ ｼｮｳﾘｭｳ
尾花沢中
( 24)    11:11
( 24)    11:11

鶴宮　慧冴　(6)
ﾂﾙﾐﾔ ｹｲｺﾞ
尾花沢小
( 24)    18:34
( 19)     7:23

加藤　亮太　(2)
ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ
尾花沢中
( 21)    29:12
( 18)    10:38

梅本　柊生　(6)
ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ
福原小
( 17)    36:41
( 14)     7:29

遠藤　陸冬　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ
尾花沢中
( 17)    47:48
( 19)    11:07

18
 
 
 
 

16
 
 
 
 

47:56
 
 
 
 

河北町 安孫子　嗣音(2)
ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ
河北中
( 29)    11:22
( 29)    11:22

太田　飛翔　(6)
ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ
谷地中部小
( 18)    18:16
(  8)     6:54

佐藤　進太郎(2)
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ
河北中
( 17)    29:01
( 19)    10:45

佐藤　圭太　(6)
ｻﾄｳ ｹｲﾀ
谷地中部小
( 15)    36:13
(  6)     7:12

菅原　健介　(3)
ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ
河北中
( 18)    47:56
( 28)    11:43

19
 
 
 
 

21
 
 
 
 

48:07
 
 
 
 

金山町 加藤　柚生　(3)
ｶﾄｳ ﾕｲ
金山中
( 22)    11:06
( 22)    11:06

須藤　櫂斗　(6)
ｽﾄｳ ｶｲﾄ
金山小
( 22)    18:33
( 21)     7:27

和田　宣人　(2)
ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ
金山中
( 19)    29:08
( 14)    10:35

梅津　祥汰　(6)
ｳﾒﾂ ｼｮｳﾀ
金山小
( 19)    36:48
( 19)     7:40

柴田　優也　(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ
金山中
( 19)    48:07
( 22)    11:19

20
 
 
 
 

11
 
 
 
 

48:14
 
 
 
 

東根市 鹿野内　塁　(3)
ｶﾉｳﾁ ﾙｲ
神町中
( 26)    11:14
( 26)    11:14

横尾　啓斗　(5)
ﾖｺｵ ｹｲﾄ
神町小
( 25)    18:39
( 20)     7:25

貝沼　拓夢　(2)
ｶｲﾇﾏ ﾀｸﾑ
東根一中
( 26)    29:48
( 30)    11:09

佐藤　翔悟　(6)
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
高崎小
( 24)    37:16
( 12)     7:28

石川　天登　(2)
ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄ
神町中
( 20)    48:14
( 16)    10:58

21
 
 
 
 

32
 
 
 
 

48:20
 
 
 
 

飯豊町 土田　嘉惟斗(2)
ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ
飯豊中
( 20)    11:02
( 20)    11:02

山口　竜輝　(6)
ﾔﾏｸﾞﾁﾘｭｳｷ
飯豊一小
( 27)    18:49
( 32)     7:47

鈴木　裕弥　(3)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ
飯豊中
( 27)    29:53
( 26)    11:04

高橋　大夢　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ
飯豊二小
( 28)    37:55
( 32)     8:02

藤川　和輝　(3)
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ
飯豊中
( 21)    48:20
(  7)    10:25

22
 
 
 
 

7
 
 
 
 

48:30
 
 
 
 

上山市 宇野　光太郎(3)
ｳﾉ ｺｳﾀﾛｳ
上山南中
( 11)    10:46
( 11)    10:46

渋谷　龍輝　(6)
ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｷ
南小
( 16)    18:07
( 17)     7:21

黒木　　亮　(3)
ｸﾛｷ ﾘｮｳ
上山北中
( 22)    29:20
( 32)    11:13

遠藤　皓大　(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ
上山小
( 23)    37:03
( 21)     7:43

鈴木　凌翔　(3)
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ
上山北中
( 22)    48:30
( 26)    11:27

23
 
 
 
 

29
 
 
 
 

48:37
 
 
 
 

川西町 島津　裕太　(3)
ｼﾏﾂ ﾕｳﾀ
川西中
( 10)    10:45
( 10)    10:45

伊藤　悠斗　(6)
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ
中郡小
( 15)    18:06
( 17)     7:21

金子　哲也　(2)
ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ
川西中
( 16)    28:58
( 21)    10:52

安達　理人　(5)
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ
吉島小
( 20)    36:50
( 27)     7:52

鈴木　智大　(2)
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
川西中
( 23)    48:37
( 29)    11:47

24
 
 
 
 

34
 
 
 
 

48:39
 
 
 
 

庄内町 加藤　卓士　(3)
ｶﾄｳ ﾀｸｼ
余目中
( 23)    11:09
( 23)    11:09

池田　祐月　(6)
ｲｹﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
余目三小
( 19)    18:25
( 15)     7:16

梅木　那流　(3)
ｳﾒｷ ﾅﾙ
余目中
( 23)    29:23
( 23)    10:58

佐藤　加津　(6)
ｻﾄｳ ｶﾂ
余目三小
( 22)    36:58
( 18)     7:35

阿部　　快　(3)
ｱﾍﾞ ｶｲ
余目中
( 24)    48:39
( 27)    11:41

25
 
 
 
 

20
 
 
 
 

48:41
 
 
 
 

大石田町 森　　友哉　(2)
ﾓﾘ ﾄﾓﾔ
大石田中
( 30)    11:31
( 30)    11:31

木村　経照　(6)
ｷﾑﾗ ｹｲｼｮｳ
大石田南小
( 30)    19:13
( 28)     7:42

青木　顕太　(3)
ｱｵｷ ｹﾝﾀ
大石田中
( 24)    29:28
(  5)    10:15

早坂　秋穂　(6)
ﾊﾔｻｶ ｼｭｳﾎ
大石田南小
( 27)    37:51
( 34)     8:23

鈴木　悠勢　(1)
ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ
大石田中
( 25)    48:41
( 14)    10:50

26
 
 
 
 

19
 
 
 
 

48:43
 
 
 
 

大江町 大泉　真尋　(3)
ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ
大江中
( 13)    10:49
( 13)    10:49

菊地　道登　(6)
ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ
本郷東小
(  2)    17:19
(  1)     6:30

阿部　悠太郎(3)
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
大江中
( 10)    28:12
( 22)    10:53

松田　蒼生　(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｱｵｲ
左沢小
(  9)    35:38
( 11)     7:26

髙橋　快斗　(3)
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ
大江中
( 26)    48:43
( 35)    13:05

27
 
 
 
 

23
 
 
 
 

49:10
 
 
 
 

舟形町 井上　絢翔　(2)
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ
舟形中
( 34)    11:53
( 34)    11:53

相馬　俊介　(6)
ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ
舟形小
( 26)    18:43
(  6)     6:50

大場　南央斗(3)
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ
舟形中
( 28)    29:55
( 31)    11:12

鍛冶　拓大　(6)
ｶｼﾞ ﾀｸﾋﾛ
舟形小
( 26)    37:49
( 29)     7:54

佐々木　楓斗(3)
ｻｻｷ ｶｲﾄ
舟形中
( 27)    49:10
( 23)    11:21

28
 
 
 
 

18
 
 
 
 

49:39
 
 
 
 

朝日町 鈴木　澪弥　(3)
ｽｽﾞｷ ﾚｲﾔ
朝日中
( 31)    11:32
( 31)    11:32

安藤　　輝　(6)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ
宮宿小
( 34)    19:27
( 34)     7:55

安達　裕大　(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ
朝日中
( 30)    30:29
( 25)    11:02

鈴木　凛太　(5)
ｽｽﾞｷ ﾘｵ
大谷小
( 32)    38:21
( 27)     7:52

長岡　恵汰　(3)
ﾅｶﾞｵｶ ｹｲﾀ
朝日中
( 28)    49:39
( 21)    11:18

29
 
 
 
 

27
 
 
 
 

49:56
 
 
 
 

戸沢村 皆川　桜介　(3)
ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ
戸沢中
( 33)    11:42
( 33)    11:42

野澤　琉斗　(6)
ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
戸沢小
( 33)    19:26
( 30)     7:44

柿﨑　優斗　(3)
ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ
戸沢中
( 35)    30:50
( 34)    11:24

高橋　聖名　(6)
ﾀｶﾊｼ ｾｲﾒｲ
戸沢小
( 30)    38:06
(  7)     7:16

小屋　優登　(3)
ｺﾔ ﾕｳﾄ
戸沢中
( 29)    49:56
( 30)    11:50

30
 
 
 
 

31
 
 
 
 

49:59
 
 
 
 

白鷹町 遠藤　幸登　(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ
白鷹中
( 16)    10:55
( 16)    10:55

中村　飛和　(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾜ
東根小
( 23)    18:34
( 27)     7:39

後藤　光雅　(3)
ｺﾞﾄｳ ｺｳｶﾞ
白鷹中
( 25)    29:42
( 29)    11:08

中村　雅楽　(4)
ﾅｶﾑﾗ ｳﾀ
鮎貝小
( 25)    37:29
( 23)     7:47

衣袋　裕晃　(3)
ｲﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｱｷ
白鷹中
( 30)    49:59
( 32)    12:30



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

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

 総合成績リスト

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)

 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 
    6:16

 伊藤　平  
 鳥海八幡中8th
    9:10

 鈴木　　快  
 合川西小5th 
    6:35

 山邊　諒太郎
 山形十中6th 
    9:40

31 15 50:00 中山町 齋藤　孝司　(3)
ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ
中山中
( 28)    11:20
( 28)    11:20

鈴木　啓介　(6)
ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ
豊田小
( 28)    18:54
( 26)     7:34

庄司　友哉　(2)
ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ
中山中
( 32)    30:48
( 36)    11:54

工藤　琉依　(5)
ｸﾄﾞｳ ﾙｲ
豊田小
( 35)    39:35
( 36)     8:47

志田　裕朗　(3)
ｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ
中山中
( 31)    50:00
(  7)    10:25

32 22 50:44 最上町 森　　聖人　(3)
ﾓﾘ ﾏｻﾄ
最上中
( 35)    12:21
( 35)    12:21

佐藤　陽輝　(5)
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ
赤倉小
( 35)    20:11
( 33)     7:50

溝越　鮎人　(1)
ﾐｿﾞｺｼ ｱﾕﾋﾄ
最上中
( 33)    30:48
( 17)    10:37

菅　　大弥　(5)
ｶﾝ ﾋﾛﾔ
大堀小
( 31)    38:19
( 16)     7:31

吉田　智倖　(1)
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ
最上中
( 32)    50:44
( 31)    12:25

33 17 51:19 西川町 吉田　洸希　(2)
ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ
西川中
( 32)    11:36
( 32)    11:36

設楽　卓人　(5)
ｼﾀﾗ ﾀｸﾋﾄ
西川小
( 32)    19:19
( 29)     7:43

奥山　　翠　(2)
ｵｸﾔﾏ ｱｷﾗ
西川中
( 31)    30:33
( 33)    11:14

古沢　颯汰　(4)
ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ
西川小
( 33)    38:21
( 24)     7:48

鈴木　玲央　(1)
ｽｽﾞｷ ﾚｵ
西川中
( 33)    51:19
( 34)    12:58

34 25 51:29 大蔵村 斉藤　　司　(2)
ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ
大蔵中
( 27)    11:18
( 27)    11:18

安彦　拓朗　(6)
ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ
大蔵小
( 31)    19:17
( 35)     7:59

設楽　智行　(2)
ｼﾀﾗ ﾄﾓﾕｷ
大蔵中
( 34)    30:49
( 35)    11:32

佐藤　　光　(6)
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ
大蔵小
( 34)    38:50
( 31)     8:01

早坂　航汰　(2)
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ
大蔵中
( 34)    51:29
( 33)    12:39

35 26 52:44 鮭川村 八鍬　真輝斗(3)
ﾔｸﾜ ﾏｷﾄ
鮭川中
( 36)    13:50
( 36)    13:50

渡部　　凜　(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ
鮭川小
( 36)    22:14
( 36)     8:24

荒木　　神　(3)
ｱﾗｷ ｼﾞﾝ
鮭川中
( 36)    33:04
( 20)    10:50

鈴木　廉音　(5)
ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ
鮭川小
( 36)    41:29
( 35)     8:25

工藤　敦哉　(1)
ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾔ
鮭川中
( 35)    52:44
( 20)    11:15

36 30 54:00 小国町 今　　宏太　(2)
ｺﾝ ｺｳﾀ
小国中
( 25)    11:12
( 25)    11:12

遠藤　倭杜　(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ
小国小
( 29)    18:57
( 31)     7:45

渡部　稜介　(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ
小国中
( 29)    30:01
( 26)    11:04

佐藤　柊也　(5)
ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ
小国小
( 29)    38:05
( 33)     8:04

渡部　　蓮　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ
叶水中
( 36)    54:00
( 36)    15:55
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男子全国大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
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チーム順リスト／区間リスト

 　第１区       中学生       (3.0km)     
 　　区間記録（SR) 10:00 齋藤真也（山辺中） 長沼大智（米沢四中）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1  9:52 山形市   1 1  9:52 山形市 志貴　勇斗　(3) ｼｷ ﾊﾔﾄ 山形六中 NSR
  2 24 10:13 真室川町   2 24 10:13 真室川町 藤田　登摩　(3) ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ 真室川中
  3 4 10:26 酒田市   3 4 10:26 酒田市 阿部　真珠　(2) ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 東部中
  4 3 10:33 鶴岡市   4 3 10:33 鶴岡市 堀　　宏寧　(3) ﾎﾘ ﾋﾛﾔｽ 羽黒中
  5 8 10:34 村山市   5 8 10:34 村山市 清水　壱晟　(3) ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ 楯岡中
  6 2 10:35 米沢市   6 2 10:35 米沢市 羽鳥　紘文　(2) ﾊﾄﾘ ﾋﾛﾌﾐ 米沢六中
  7 6 10:42 寒河江市   7 6 10:42 寒河江市 塩野　洋平　(3) ｼｵﾉ ﾖｳﾍｲ 陵東中
  8 35 10:43 遊佐町   8 35 10:43 遊佐町 鈴木　陽佑　(3) ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 遊佐中
  9 28 10:44 高畠町   9 28 10:44 高畠町 島津　　諒　(3) ｼﾏﾂ ﾘｮｳ 高畠中
 10 29 10:45 川西町  10 29 10:45 川西町 島津　裕太　(3) ｼﾏﾂ ﾕｳﾀ 川西中
 11 7 10:46 上山市  11 7 10:46 上山市 宇野　光太郎(3) ｳﾉ ｺｳﾀﾛｳ 上山南中
 12 55 10:47 函館CRS  12 55 10:47 函館CRS 兼松　　凛　(3) ｶﾈﾏﾂ ﾘﾝ 森中
 13 19 10:49 大江町  13 19 10:49 大江町 大泉　真尋　(3) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ 大江中
 14 10 10:50 天童市  14 10 10:50 天童市 秋保　松平　(2) ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ 天童三中
 15 13 10:53 南陽市  15 13 10:53 南陽市 大友　滉太　(3) ｵｵﾄﾓ ｺｳﾀ 沖郷中
 16 31 10:55 白鷹町  16 31 10:55 白鷹町 遠藤　幸登　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ 白鷹中
 17 56 10:58 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  17 56 10:58 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 阿部　　燎　(2) ｱﾍﾞ ﾘｮｳ 長沼中
 18 5 10:58 新庄市  18 5 10:58 新庄市 清水　拓斗　(2) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 八向中
 19 9 11:00 長井市  19 9 11:00 長井市 志釜　璃久　(2) ｼｶﾏ ﾘｸ 長井南中
 20 32 11:02 飯豊町  20 32 11:02 飯豊町 土田　嘉惟斗(2) ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ 飯豊中
 21 14 11:05 山辺町  21 14 11:05 山辺町 大場　景心　(3) ｵｵﾊﾞ ｹｲｼﾝ 山辺中
 22 21 11:06 金山町  22 21 11:06 金山町 加藤　柚生　(3) ｶﾄｳ ﾕｲ 金山中
 23 34 11:09 庄内町  23 34 11:09 庄内町 加藤　卓士　(3) ｶﾄｳ ﾀｸｼ 余目中
 24 12 11:11 尾花沢市  24 12 11:11 尾花沢市 加藤　翔龍　(3) ｶﾄｳ ｼｮｳﾘｭｳ 尾花沢中
 25 30 11:12 小国町  25 30 11:12 小国町 今　　宏太　(2) ｺﾝ ｺｳﾀ 小国中
 26 11 11:14 東根市  26 11 11:14 東根市 鹿野内　塁　(3) ｶﾉｳﾁ ﾙｲ 神町中
 27 25 11:18 大蔵村  27 25 11:18 大蔵村 斉藤　　司　(2) ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ 大蔵中
 28 15 11:20 中山町  28 15 11:20 中山町 齋藤　孝司　(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 中山中
 29 16 11:22 河北町  29 16 11:22 河北町 安孫子　嗣音(2) ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ 河北中
 30 20 11:31 大石田町  30 20 11:31 大石田町 森　　友哉　(2) ﾓﾘ ﾄﾓﾔ 大石田中
 31 18 11:32 朝日町  31 18 11:32 朝日町 鈴木　澪弥　(3) ｽｽﾞｷ ﾚｲﾔ 朝日中
 32 17 11:36 西川町  32 17 11:36 西川町 吉田　洸希　(2) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 西川中
 33 27 11:42 戸沢村  33 27 11:42 戸沢村 皆川　桜介　(3) ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ 戸沢中
 34 23 11:53 舟形町  34 23 11:53 舟形町 井上　絢翔　(2) ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 舟形中
 35 22 12:21 最上町  35 22 12:21 最上町 森　　聖人　(3) ﾓﾘ ﾏｻﾄ 最上中
 36 26 13:50 鮭川村  36 26 13:50 鮭川村 八鍬　真輝斗(3) ﾔｸﾜ ﾏｷﾄ 鮭川中

                                    凡例  NSR:区間新記録



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第２区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:16 木村　太周   花輪北小3rd 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 16:41 山形市   1 19  6:30 大江町 菊地　道登　(6) ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 本郷東小
  2 19 17:19 大江町   2 2  6:44 米沢市 鳥羽　玲大　(6) ﾄﾊﾞ ﾚｵ 南部小
  3 2 17:19 米沢市   3 5  6:47 新庄市 佐々木　響己(6) ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ 新庄小
  4 3 17:29 鶴岡市   4 10  6:48 天童市 松田　将東　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 天童北部小
  5 4 17:31 酒田市   5 1  6:49 山形市 志貴　滉太　(6) ｼｷ ｺｳﾀ 南小
  6 10 17:38 天童市   6 23  6:50 舟形町 相馬　俊介　(6) ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ 舟形小
  7 35 17:39 遊佐町   7 56  6:51 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 吉田　翔眞　(5) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 中島小
  8 6 17:43 寒河江市   8 16  6:54 河北町 太田　飛翔　(6) ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 谷地中部小
  9 24 17:43 真室川町   9 3  6:56 鶴岡市 三浦　智成　(6) ﾐｳﾗ ﾄﾓﾅﾘ 朝暘四小
 10 5 17:45 新庄市   9 35  6:56 遊佐町 大塲　隆斗　(6) ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳﾄ 遊佐小
 11 55 17:46 函館CRS  11 55  6:59 函館CRS 竹内　優心　(6) ﾀｹｳﾁ ﾕｳｺﾞ 大野小
 12 56 17:49 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  12 6  7:01 寒河江市 白田　絢優　(6) ｼﾗﾀ ｹﾝﾕｳ 寒河江中部小
 13 28 17:50 高畠町  13 4  7:05 酒田市 齋藤　隆之介(5) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 富士見小
 14 8 18:04 村山市  14 28  7:06 高畠町 渡部　広大　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 和田小
 15 29 18:06 川西町  15 34  7:16 庄内町 池田　祐月　(6) ｲｹﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 余目三小
 16 7 18:07 上山市  16 13  7:20 南陽市 井上　寛太　(6) ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 赤湯小
 17 13 18:13 南陽市  17 7  7:21 上山市 渋谷　龍輝　(6) ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｷ 南小
 18 16 18:16 河北町  17 29  7:21 川西町 伊藤　悠斗　(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 中郡小
 19 34 18:25 庄内町  19 12  7:23 尾花沢市 鶴宮　慧冴　(6) ﾂﾙﾐﾔ ｹｲｺﾞ 尾花沢小
 20 9 18:29 長井市  20 11  7:25 東根市 横尾　啓斗　(5) ﾖｺｵ ｹｲﾄ 神町小
 21 14 18:32 山辺町  21 14  7:27 山辺町 鈴木　海楓　(6) ｽｽﾞｷ ｶｲﾗ 相模小
 22 21 18:33 金山町  21 21  7:27 金山町 須藤　櫂斗　(6) ｽﾄｳ ｶｲﾄ 金山小
 23 31 18:34 白鷹町  23 9  7:29 長井市 髙島　健元　(6) ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾄ 長井小
 24 12 18:34 尾花沢市  24 8  7:30 村山市 鈴木　　至　(6) ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ 楯岡小
 25 11 18:39 東根市  24 24  7:30 真室川町 佐藤　冬馬　(5) ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 真室川あさひ小
 26 23 18:43 舟形町  26 15  7:34 中山町 鈴木　啓介　(6) ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 豊田小
 27 32 18:49 飯豊町  27 31  7:39 白鷹町 中村　飛和　(5) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾜ 東根小
 28 15 18:54 中山町  28 20  7:42 大石田町 木村　経照　(6) ｷﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 大石田南小
 29 30 18:57 小国町  29 17  7:43 西川町 設楽　卓人　(5) ｼﾀﾗ ﾀｸﾋﾄ 西川小
 30 20 19:13 大石田町  30 27  7:44 戸沢村 野澤　琉斗　(6) ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 戸沢小
 31 25 19:17 大蔵村  31 30  7:45 小国町 遠藤　倭杜　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 小国小
 32 17 19:19 西川町  32 32  7:47 飯豊町 山口　竜輝　(6) ﾔﾏｸﾞﾁﾘｭｳｷ 飯豊一小
 33 27 19:26 戸沢村  33 22  7:50 最上町 佐藤　陽輝　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 赤倉小
 34 18 19:27 朝日町  34 18  7:55 朝日町 安藤　　輝　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 宮宿小
 35 22 20:11 最上町  35 25  7:59 大蔵村 安彦　拓朗　(6) ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 大蔵小
 36 26 22:14 鮭川村  36 26  8:24 鮭川村 渡部　　凜　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 鮭川小



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第３区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR)  9:10 伊藤　平   鳥海八幡中8th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 26:54 山形市   1 3  9:36 鶴岡市 瀬尾　嶺介　(3) ｾｵ ﾘｮｳｽｹ 鶴岡四中
  2 3 27:05 鶴岡市   2 2  9:49 米沢市 佐藤　毅治　(3) ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 南原中
  3 2 27:08 米沢市   3 14 10:11 山辺町 高野　翔矢　(3) ﾀｶﾉ ﾄｳﾔ 山辺中
  4 10 27:55 天童市   4 1 10:13 山形市 門間　　翼　(3) ﾓﾝﾏ ﾂﾊﾞｻ 山形二中
  5 5 28:01 新庄市   5 20 10:15 大石田町 青木　顕太　(3) ｱｵｷ ｹﾝﾀ 大石田中
  6 4 28:02 酒田市   6 5 10:16 新庄市 叶内　公平　(2) ｶﾅｳﾁ ｺｳﾍｲ 八向中
  7 24 28:09 真室川町   7 8 10:17 村山市 結城　吉人　(2) ﾕｳｷ ﾖｼﾄ 楯岡中
  8 55 28:10 函館CRS   7 10 10:17 天童市 清野　龍太郎(3) ｾｲﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 天童二中
  9 28 28:11 高畠町   9 28 10:21 高畠町 本望　　歩　(2) ﾎﾝﾓｳ ｱﾕﾑ 高畠中
 10 19 28:12 大江町  10 55 10:24 函館CRS 奧本　大也　(2) ｵｸﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 北教大函館中
 11 35 28:14 遊佐町  11 24 10:26 真室川町 齋藤　凌雅　(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 真室川中
 12 6 28:17 寒河江市  12 4 10:31 酒田市 池田　壮介　(3) ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ 鳥海八幡中
 13 8 28:21 村山市  13 6 10:34 寒河江市 安食　光琉　(2) ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ 陵南中
 14 14 28:43 山辺町  14 9 10:35 長井市 石塚　玄樹　(3) ｲｼﾂﾞｶ ｹﾞﾝｷ 長井北中
 15 56 28:56 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  14 21 10:35 金山町 和田　宣人　(2) ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 金山中
 16 29 28:58 川西町  14 35 10:35 遊佐町 伊藤　祐星　(3) ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 遊佐中
 17 16 29:01 河北町  17 22 10:37 最上町 溝越　鮎人　(1) ﾐｿﾞｺｼ ｱﾕﾋﾄ 最上中
 18 9 29:04 長井市  18 12 10:38 尾花沢市 加藤　亮太　(2) ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 尾花沢中
 19 21 29:08 金山町  19 16 10:45 河北町 佐藤　進太郎(2) ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 河北中
 20 13 29:11 南陽市  20 26 10:50 鮭川村 荒木　　神　(3) ｱﾗｷ ｼﾞﾝ 鮭川中
 21 12 29:12 尾花沢市  21 29 10:52 川西町 金子　哲也　(2) ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 川西中
 22 7 29:20 上山市  22 19 10:53 大江町 阿部　悠太郎(3) ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大江中
 23 34 29:23 庄内町  23 13 10:58 南陽市 田中　彬夢　(1) ﾀﾅｶ ｱﾄﾑ 山大附中
 24 20 29:28 大石田町  23 34 10:58 庄内町 梅木　那流　(3) ｳﾒｷ ﾅﾙ 余目中
 25 31 29:42 白鷹町  25 18 11:02 朝日町 安達　裕大　(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 朝日中
 26 11 29:48 東根市  26 30 11:04 小国町 渡部　稜介　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小国中
 27 32 29:53 飯豊町  26 32 11:04 飯豊町 鈴木　裕弥　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 飯豊中
 28 23 29:55 舟形町  28 56 11:07 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 末永　京之介(1) ｽｴﾅｶﾞ ｷｮｳﾉｽｹ 郡山一中
 29 30 30:01 小国町  29 31 11:08 白鷹町 後藤　光雅　(3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｶﾞ 白鷹中
 30 18 30:29 朝日町  30 11 11:09 東根市 貝沼　拓夢　(2) ｶｲﾇﾏ ﾀｸﾑ 東根一中
 31 17 30:33 西川町  31 23 11:12 舟形町 大場　南央斗(3) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ 舟形中
 32 15 30:48 中山町  32 7 11:13 上山市 黒木　　亮　(3) ｸﾛｷ ﾘｮｳ 上山北中
 33 22 30:48 最上町  33 17 11:14 西川町 奥山　　翠　(2) ｵｸﾔﾏ ｱｷﾗ 西川中
 34 25 30:49 大蔵村  34 27 11:24 戸沢村 柿﨑　優斗　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ 戸沢中
 35 27 30:50 戸沢村  35 25 11:32 大蔵村 設楽　智行　(2) ｼﾀﾗ ﾄﾓﾕｷ 大蔵中
 36 26 33:04 鮭川村  36 15 11:54 中山町 庄司　友哉　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 中山中



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第４区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:35 鈴木　　快   合川西小5th 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 33:45 山形市   1 55  6:43 函館CRS 宇野　利希　(6) ｳﾉ ﾘｷ 高盛小
  2 3 34:06 鶴岡市   2 1  6:51 山形市 小林　恒晟　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 南山形小
  3 2 34:28 米沢市   3 3  7:01 鶴岡市 増子　義経　(6) ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ 朝暘四小
  4 55 34:53 函館CRS   3 13  7:01 南陽市 佐藤　翔太　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 沖郷小
  5 5 35:10 新庄市   5 5  7:09 新庄市 奥山　拳生　(6) ｵｸﾔﾏ ｹﾝｾｲ 萩野学園
  6 10 35:18 天童市   6 16  7:12 河北町 佐藤　圭太　(6) ｻﾄｳ ｹｲﾀ 谷地中部小
  7 4 35:34 酒田市   7 27  7:16 戸沢村 高橋　聖名　(6) ﾀｶﾊｼ ｾｲﾒｲ 戸沢小
  8 6 35:36 寒河江市   8 6  7:19 寒河江市 柴崎　幹也　(6) ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ 南部小
  9 19 35:38 大江町   9 2  7:20 米沢市 須藤　勝輝　(6) ｽﾄｳ ｼｮｳｷ 万世小
 10 28 35:39 高畠町  10 10  7:23 天童市 佐藤　哲平　(5) ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 津山小
 11 8 35:50 村山市  11 19  7:26 大江町 松田　蒼生　(5) ﾏﾂﾀﾞ ｱｵｲ 左沢小
 12 35 35:54 遊佐町  12 11  7:28 東根市 佐藤　翔悟　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 高崎小
 13 24 36:05 真室川町  12 28  7:28 高畠町 小浅　陽佳　(6) ｺｱｻ ﾊﾙｶ 糠野目小
 14 13 36:12 南陽市  14 8  7:29 村山市 大沼　樹希斗(6) ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭｷﾄ 冨本小
 15 16 36:13 河北町  14 12  7:29 尾花沢市 梅本　柊生　(6) ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 福原小
 16 14 36:28 山辺町  16 22  7:31 最上町 菅　　大弥　(5) ｶﾝ ﾋﾛﾔ 大堀小
 17 12 36:41 尾花沢市  17 4  7:32 酒田市 齋藤　寧月　(6) ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ 一條小
 18 56 36:46 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  18 34  7:35 庄内町 佐藤　加津　(6) ｻﾄｳ ｶﾂ 余目三小
 19 21 36:48 金山町  19 21  7:40 金山町 梅津　祥汰　(6) ｳﾒﾂ ｼｮｳﾀ 金山小
 20 29 36:50 川西町  19 35  7:40 遊佐町 今野　快音　(6) ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ 遊佐小
 21 9 36:55 長井市  21 7  7:43 上山市 遠藤　皓大　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 上山小
 22 34 36:58 庄内町  22 14  7:45 山辺町 古内　慧士　(6) ﾌﾙｳﾁ ｹｲｼ 山辺小
 23 7 37:03 上山市  23 31  7:47 白鷹町 中村　雅楽　(4) ﾅｶﾑﾗ ｳﾀ 鮎貝小
 24 11 37:16 東根市  24 17  7:48 西川町 古沢　颯汰　(4) ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ 西川小
 25 31 37:29 白鷹町  25 56  7:50 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 古寺　匠生　(5) ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳｷ 金堀小
 26 23 37:49 舟形町  26 9  7:51 長井市 飯澤　雅人　(6) ｲｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 豊田小
 27 20 37:51 大石田町  27 18  7:52 朝日町 鈴木　凛太　(5) ｽｽﾞｷ ﾘｵ 大谷小
 28 32 37:55 飯豊町  27 29  7:52 川西町 安達　理人　(5) ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ 吉島小
 29 30 38:05 小国町  29 23  7:54 舟形町 鍛冶　拓大　(6) ｶｼﾞ ﾀｸﾋﾛ 舟形小
 30 27 38:06 戸沢村  30 24  7:56 真室川町 髙橋　　蓮　(6) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 真室川あさひ小
 31 22 38:19 最上町  31 25  8:01 大蔵村 佐藤　　光　(6) ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 大蔵小
 32 18 38:21 朝日町  32 32  8:02 飯豊町 高橋　大夢　(6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 飯豊二小
 33 17 38:21 西川町  33 30  8:04 小国町 佐藤　柊也　(5) ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 小国小
 34 25 38:50 大蔵村  34 20  8:23 大石田町 早坂　秋穂　(6) ﾊﾔｻｶ ｼｭｳﾎ 大石田南小
 35 15 39:35 中山町  35 26  8:25 鮭川村 鈴木　廉音　(5) ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 鮭川小
 36 26 41:29 鮭川村  36 15  8:47 中山町 工藤　琉依　(5) ｸﾄﾞｳ ﾙｲ 豊田小



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

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

 チーム順リスト／区間リスト

 　第５区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR)  9:40 山邊　諒太郎 山形十中6th 

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 43:43 山形市   1 56  9:50 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 須藤　雄哉　(2) ｽﾄｳ ﾕｳﾔ 須賀川三中
  2 3 44:29 鶴岡市   2 1  9:58 山形市 金子　幸翼　(3) ｶﾈｺ ｺｳｽｹ 蔵王一中
  3 2 44:44 米沢市   3 55 10:12 函館CRS 堀野　愛斗　(2) ﾎﾘﾉ ﾏﾅﾄ 的場中
  4 55 45:05 函館CRS   4 4 10:15 酒田市 佐藤　　翔　(3) ｻﾄｳ ｼｮｳ 鳥海八幡中
  5 5 45:35 新庄市   5 2 10:16 米沢市 小池　悠以　(2) ｺｲｹ ﾕｳｲ 米沢三中
  6 4 45:49 酒田市   6 3 10:23 鶴岡市 石井　頼夢　(2) ｲｼｲ ﾗｲﾑ 羽黒中
  7 10 45:50 天童市   7 5 10:25 新庄市 大内　空輝　(3) ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ 明倫中
  8 6 46:27 寒河江市   7 15 10:25 中山町 志田　裕朗　(3) ｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 中山中
  9 56 46:36 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ   7 32 10:25 飯豊町 藤川　和輝　(3) ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ 飯豊中
 10 28 46:42 高畠町  10 10 10:32 天童市 髙橋　拓夢　(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 天童三中
 11 24 46:50 真室川町  11 9 10:38 長井市 渡辺　敬斗　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 長井北中
 12 13 46:55 南陽市  12 13 10:43 南陽市 布施　英太　(3) ﾌｾ ｴｲﾀ 赤湯中
 13 8 47:12 村山市  13 24 10:45 真室川町 阿部　一瑳　(3) ｱﾍﾞ ｶｽﾞｻ 真室川中
 14 35 47:15 遊佐町  14 20 10:50 大石田町 鈴木　悠勢　(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 大石田中
 15 14 47:29 山辺町  15 6 10:51 寒河江市 星野　悠翔　(3) ﾎｼﾉ ﾊﾙﾄ 陵東中
 16 9 47:33 長井市  16 11 10:58 東根市 石川　天登　(2) ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄ 神町中
 17 12 47:48 尾花沢市  17 14 11:01 山辺町 岩城　航也　(3) ｲﾜｷ ｺｳﾔ 山辺中
 18 16 47:56 河北町  18 28 11:03 高畠町 井場　広洋　(3) ｲﾊﾞ ｺｳﾖｳ 高畠中
 19 21 48:07 金山町  19 12 11:07 尾花沢市 遠藤　陸冬　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ 尾花沢中
 20 11 48:14 東根市  20 26 11:15 鮭川村 工藤　敦哉　(1) ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾔ 鮭川中
 21 32 48:20 飯豊町  21 18 11:18 朝日町 長岡　恵汰　(3) ﾅｶﾞｵｶ ｹｲﾀ 朝日中
 22 7 48:30 上山市  22 21 11:19 金山町 柴田　優也　(2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 金山中
 23 29 48:37 川西町  23 23 11:21 舟形町 佐々木　楓斗(3) ｻｻｷ ｶｲﾄ 舟形中
 24 34 48:39 庄内町  23 35 11:21 遊佐町 菅原　賢人　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 遊佐中
 25 20 48:41 大石田町  25 8 11:22 村山市 外塚　泰智　(3) ﾄﾂﾞｶ ﾀｲﾁ 葉山中
 26 19 48:43 大江町  26 7 11:27 上山市 鈴木　凌翔　(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ 上山北中
 27 23 49:10 舟形町  27 34 11:41 庄内町 阿部　　快　(3) ｱﾍﾞ ｶｲ 余目中
 28 18 49:39 朝日町  28 16 11:43 河北町 菅原　健介　(3) ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ 河北中
 29 27 49:56 戸沢村  29 29 11:47 川西町 鈴木　智大　(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 川西中
 30 31 49:59 白鷹町  30 27 11:50 戸沢村 小屋　優登　(3) ｺﾔ ﾕｳﾄ 戸沢中
 31 15 50:00 中山町  31 22 12:25 最上町 吉田　智倖　(1) ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 最上中
 32 22 50:44 最上町  32 31 12:30 白鷹町 衣袋　裕晃　(3) ｲﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｱｷ 白鷹中
 33 17 51:19 西川町  33 25 12:39 大蔵村 早坂　航汰　(2) ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 大蔵中
 34 25 51:29 大蔵村  34 17 12:58 西川町 鈴木　玲央　(1) ｽｽﾞｷ ﾚｵ 西川中
 35 26 52:44 鮭川村  35 19 13:05 大江町 髙橋　快斗　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 大江中
 36 30 54:00 小国町  36 30 15:55 小国町 渡部　　蓮　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ 叶水中



 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会
 2016年8月7日 13時40分　スタート

 会場:蔵王坊平アスリートヴィレッジ

主催:(一財)山形陸上競技協会･山形県･山形県教育委員会･上山市･上山市教育委員会
共催:(公財)山形県体育協会･上山市体育協会･(公社)山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興21世紀協会

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

男子県内大会 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 山形市 43:43

第２位 鶴岡市 44:29

第３位 米沢市 44:44

第４位 新庄市 45:35

第５位 酒田市 45:49

第６位 天童市 45:50

第７位 寒河江市 46:27

第８位 高畠町 46:42

区間賞
区間 氏名 チーム 所属 記録 備考

第１区(中学生) 志貴　勇斗　(3) 山形市 山形六中  9:52 区間新

第２区(小学生) 菊地　道登　(6) 大江町 本郷東小  6:30

第３区(中学生) 瀬尾　嶺介　(3) 鶴岡市 鶴岡四中  9:36

第４区(小学生) 小林　恒晟　(6) 山形市 南山形小  6:51

第５区(中学生) 金子　幸翼　(3) 山形市 蔵王一中  9:58

区間新・タイ記録

 区間 氏名 チーム名  記録 前記録  備考

第１区（中学生） 志貴　勇斗　(3) 山形・山形六中  9:52 10:00 区間新



2016年8月7日 13時40分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

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

総合成績リスト

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)

 齋藤真也（山辺中）
 長沼大智（米沢四中）
   10:00

 伊藤　平  
 八幡小　13th
    6:29

 伊藤　平  
 鳥海八幡中 16th
    9:10

 黒田　　賢  
 窪田小　13th
    6:37

 安房　真沙樹
 米沢一中 7th
    9:37

1
 
 
 
 

1
 
 
 
 

43:43
 
 
 
 

山形市 志貴　勇斗　(3)
ｼｷ ﾊﾔﾄ
山形六中
(  1)     9:52
(  1) *   9:52

志貴　滉太　(6)
ｼｷ ｺｳﾀ
南小
(  1)    16:41
(  5)     6:49

門間　　翼　(3)
ﾓﾝﾏ ﾂﾊﾞｻ
山形二中
(  1)    26:54
(  4)    10:13

小林　恒晟　(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ
南山形小
(  1)    33:45
(  1)     6:51

金子　幸翼　(3)
ｶﾈｺ ｺｳｽｹ
蔵王一中
(  1)    43:43
(  1)     9:58

2
 
 
 
 

3
 
 
 
 

44:29
 
 
 
 

鶴岡市 堀　　宏寧　(3)
ﾎﾘ ﾋﾛﾔｽ
羽黒中
(  4)    10:33
(  4)    10:33

三浦　智成　(6)
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾅﾘ
朝暘四小
(  4)    17:29
(  8)     6:56

瀬尾　嶺介　(3)
ｾｵ ﾘｮｳｽｹ
鶴岡四中
(  2)    27:05
(  1)     9:36

増子　義経　(6)
ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ
朝暘四小
(  2)    34:06
(  2)     7:01

石井　頼夢　(2)
ｲｼｲ ﾗｲﾑ
羽黒中
(  2)    44:29
(  4)    10:23

3
 
 
 
 

2
 
 
 
 

44:44
 
 
 
 

米沢市 羽鳥　紘文　(2)
ﾊﾄﾘ ﾋﾛﾌﾐ
米沢六中
(  6)    10:35
(  6)    10:35

鳥羽　玲大　(6)
ﾄﾊﾞ ﾚｵ
南部小
(  3)    17:19
(  2)     6:44

佐藤　毅治　(3)
ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ
南原中
(  3)    27:08
(  2)     9:49

須藤　勝輝　(6)
ｽﾄｳ ｼｮｳｷ
万世小
(  3)    34:28
(  8)     7:20

小池　悠以　(2)
ｺｲｹ ﾕｳｲ
米沢三中
(  3)    44:44
(  3)    10:16

4
 
 
 
 

5
 
 
 
 

45:35
 
 
 
 

新庄市 清水　拓斗　(2)
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ
八向中
( 16)    10:58
( 16)    10:58

佐々木　響己(6)
ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ
新庄小
( 10)    17:45
(  3)     6:47

叶内　公平　(2)
ｶﾅｳﾁ ｺｳﾍｲ
八向中
(  5)    28:01
(  6)    10:16

奥山　拳生　(6)
ｵｸﾔﾏ ｹﾝｾｲ
萩野学園
(  4)    35:10
(  4)     7:09

大内　空輝　(3)
ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ
明倫中
(  4)    45:35
(  5)    10:25

5
 
 
 
 

4
 
 
 
 

45:49
 
 
 
 

酒田市 阿部　真珠　(2)
ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ
東部中
(  3)    10:26
(  3)    10:26

齋藤　隆之介(5)
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ
富士見小
(  5)    17:31
( 11)     7:05

池田　壮介　(3)
ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ
鳥海八幡中
(  6)    28:02
( 11)    10:31

齋藤　寧月　(6)
ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ
一條小
(  6)    35:34
( 17)     7:32

佐藤　　翔　(3)
ｻﾄｳ ｼｮｳ
鳥海八幡中
(  5)    45:49
(  2)    10:15

6
 
 
 
 

10
 
 
 
 

45:50
 
 
 
 

天童市 秋保　松平　(2)
ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ
天童三中
( 13)    10:50
( 13)    10:50

松田　将東　(6)
ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ
天童北部小
(  6)    17:38
(  4)     6:48

清野　龍太郎(3)
ｾｲﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ
天童二中
(  4)    27:55
(  7)    10:17

佐藤　哲平　(5)
ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ
津山小
(  5)    35:18
(  9)     7:23

髙橋　拓夢　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ
天童三中
(  6)    45:50
(  8)    10:32

7
 
 
 
 

6
 
 
 
 

46:27
 
 
 
 

寒河江市 塩野　洋平　(3)
ｼｵﾉ ﾖｳﾍｲ
陵東中
(  7)    10:42
(  7)    10:42

白田　絢優　(6)
ｼﾗﾀ ｹﾝﾕｳ
寒河江中部小
(  8)    17:43
( 10)     7:01

安食　光琉　(2)
ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ
陵南中
( 11)    28:17
( 12)    10:34

柴崎　幹也　(6)
ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ
南部小
(  7)    35:36
(  7)     7:19

星野　悠翔　(3)
ﾎｼﾉ ﾊﾙﾄ
陵東中
(  7)    46:27
( 13)    10:51

8
 
 
 
 

28
 
 
 
 

46:42
 
 
 
 

高畠町 島津　　諒　(3)
ｼﾏﾂ ﾘｮｳ
高畠中
(  9)    10:44
(  9)    10:44

渡部　広大　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
和田小
( 11)    17:50
( 12)     7:06

本望　　歩　(2)
ﾎﾝﾓｳ ｱﾕﾑ
高畠中
(  8)    28:11
(  9)    10:21

小浅　陽佳　(6)
ｺｱｻ ﾊﾙｶ
糠野目小
(  9)    35:39
( 12)     7:28

井場　広洋　(3)
ｲﾊﾞ ｺｳﾖｳ
高畠中
(  8)    46:42
( 16)    11:03

9
 
 
 
 

24
 
 
 
 

46:50
 
 
 
 

真室川町 藤田　登摩　(3)
ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ
真室川中
(  2)    10:13
(  2)    10:13

佐藤　冬馬　(5)
ｻﾄｳ ﾄｳﾏ
真室川あさひ小
(  9)    17:43
( 22)     7:30

齋藤　凌雅　(2)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ
真室川中
(  7)    28:09
( 10)    10:26

髙橋　　蓮　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ
真室川あさひ小
( 12)    36:05
( 29)     7:56

阿部　一瑳　(3)
ｱﾍﾞ ｶｽﾞｻ
真室川中
(  9)    46:50
( 11)    10:45

10
 
 
 
 

13
 
 
 
 

46:55
 
 
 
 

南陽市 大友　滉太　(3)
ｵｵﾄﾓ ｺｳﾀ
沖郷中
( 14)    10:53
( 14)    10:53

井上　寛太　(6)
ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ
赤湯小
( 15)    18:13
( 14)     7:20

田中　彬夢　(1)
ﾀﾅｶ ｱﾄﾑ
山大附中
( 18)    29:11
( 22)    10:58

佐藤　翔太　(6)
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
沖郷小
( 13)    36:12
(  2)     7:01

布施　英太　(3)
ﾌｾ ｴｲﾀ
赤湯中
( 10)    46:55
( 10)    10:43

11
 
 
 
 

8
 
 
 
 

47:12
 
 
 
 

村山市 清水　壱晟　(3)
ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ
楯岡中
(  5)    10:34
(  5)    10:34

鈴木　　至　(6)
ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ
楯岡小
( 12)    18:04
( 22)     7:30

結城　吉人　(2)
ﾕｳｷ ﾖｼﾄ
楯岡中
( 12)    28:21
(  7)    10:17

大沼　樹希斗(6)
ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭｷﾄ
冨本小
( 10)    35:50
( 14)     7:29

外塚　泰智　(3)
ﾄﾂﾞｶ ﾀｲﾁ
葉山中
( 11)    47:12
( 22)    11:22

12
 
 
 
 

35
 
 
 
 

47:15
 
 
 
 

遊佐町 鈴木　陽佑　(3)
ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ
遊佐中
(  8)    10:43
(  8)    10:43

大塲　隆斗　(6)
ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳﾄ
遊佐小
(  7)    17:39
(  8)     6:56

伊藤　祐星　(3)
ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
遊佐中
( 10)    28:14
( 13)    10:35

今野　快音　(6)
ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ
遊佐小
( 11)    35:54
( 19)     7:40

菅原　賢人　(3)
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ
遊佐中
( 12)    47:15
( 20)    11:21

13
 
 
 
 

14
 
 
 
 

47:29
 
 
 
 

山辺町 大場　景心　(3)
ｵｵﾊﾞ ｹｲｼﾝ
山辺中
( 19)    11:05
( 19)    11:05

鈴木　海楓　(6)
ｽｽﾞｷ ｶｲﾗ
相模小
( 19)    18:32
( 19)     7:27

高野　翔矢　(3)
ﾀｶﾉ ﾄｳﾔ
山辺中
( 13)    28:43
(  3)    10:11

古内　慧士　(6)
ﾌﾙｳﾁ ｹｲｼ
山辺小
( 15)    36:28
( 22)     7:45

岩城　航也　(3)
ｲﾜｷ ｺｳﾔ
山辺中
( 13)    47:29
( 15)    11:01

14
 
 
 
 

9
 
 
 
 

47:33
 
 
 
 

長井市 志釜　璃久　(2)
ｼｶﾏ ﾘｸ
長井南中
( 17)    11:00
( 17)    11:00

髙島　健元　(6)
ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾄ
長井小
( 18)    18:29
( 21)     7:29

石塚　玄樹　(3)
ｲｼﾂﾞｶ ｹﾞﾝｷ
長井北中
( 16)    29:04
( 13)    10:35

飯澤　雅人　(6)
ｲｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
豊田小
( 19)    36:55
( 25)     7:51

渡辺　敬斗　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ
長井北中
( 14)    47:33
(  9)    10:38

15
 
 
 
 

12
 
 
 
 

47:48
 
 
 
 

尾花沢市 加藤　翔龍　(3)
ｶﾄｳ ｼｮｳﾘｭｳ
尾花沢中
( 22)    11:11
( 22)    11:11

鶴宮　慧冴　(6)
ﾂﾙﾐﾔ ｹｲｺﾞ
尾花沢小
( 22)    18:34
( 17)     7:23

加藤　亮太　(2)
ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ
尾花沢中
( 19)    29:12
( 17)    10:38

梅本　柊生　(6)
ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ
福原小
( 16)    36:41
( 14)     7:29

遠藤　陸冬　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ
尾花沢中
( 15)    47:48
( 17)    11:07

                               凡例  *…区間新記録



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

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

 総合成績リスト

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)

 齋藤真也（山辺中）
 長沼大智（米沢四中）
   10:00

 伊藤　平  
 八幡小　13th
    6:29

 伊藤　平  
 鳥海八幡中 16th
    9:10

 黒田　　賢  
 窪田小　13th
    6:37

 安房　真沙樹
 米沢一中 7th
    9:37

16
 
 
 
 

16
 
 
 
 

47:56
 
 
 
 

河北町 安孫子　嗣音(2)
ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ
河北中
( 27)    11:22
( 27)    11:22

太田　飛翔　(6)
ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ
谷地中部小
( 16)    18:16
(  7)     6:54

佐藤　進太郎(2)
ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ
河北中
( 15)    29:01
( 18)    10:45

佐藤　圭太　(6)
ｻﾄｳ ｹｲﾀ
谷地中部小
( 14)    36:13
(  5)     7:12

菅原　健介　(3)
ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ
河北中
( 16)    47:56
( 25)    11:43

17
 
 
 
 

21
 
 
 
 

48:07
 
 
 
 

金山町 加藤　柚生　(3)
ｶﾄｳ ﾕｲ
金山中
( 20)    11:06
( 20)    11:06

須藤　櫂斗　(6)
ｽﾄｳ ｶｲﾄ
金山小
( 20)    18:33
( 19)     7:27

和田　宣人　(2)
ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ
金山中
( 17)    29:08
( 13)    10:35

梅津　祥汰　(6)
ｳﾒﾂ ｼｮｳﾀ
金山小
( 17)    36:48
( 19)     7:40

柴田　優也　(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ
金山中
( 17)    48:07
( 19)    11:19

18
 
 
 
 

11
 
 
 
 

48:14
 
 
 
 

東根市 鹿野内　塁　(3)
ｶﾉｳﾁ ﾙｲ
神町中
( 24)    11:14
( 24)    11:14

横尾　啓斗　(5)
ﾖｺｵ ｹｲﾄ
神町小
( 23)    18:39
( 18)     7:25

貝沼　拓夢　(2)
ｶｲﾇﾏ ﾀｸﾑ
東根一中
( 24)    29:48
( 28)    11:09

佐藤　翔悟　(6)
ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
高崎小
( 22)    37:16
( 12)     7:28

石川　天登　(2)
ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄ
神町中
( 18)    48:14
( 14)    10:58

19
 
 
 
 

32
 
 
 
 

48:20
 
 
 
 

飯豊町 土田　嘉惟斗(2)
ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ
飯豊中
( 18)    11:02
( 18)    11:02

山口　竜輝　(6)
ﾔﾏｸﾞﾁﾘｭｳｷ
飯豊一小
( 25)    18:49
( 30)     7:47

鈴木　裕弥　(3)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ
飯豊中
( 25)    29:53
( 25)    11:04

高橋　大夢　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ
飯豊二小
( 26)    37:55
( 31)     8:02

藤川　和輝　(3)
ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ
飯豊中
( 19)    48:20
(  5)    10:25

20
 
 
 
 

7
 
 
 
 

48:30
 
 
 
 

上山市 宇野　光太郎(3)
ｳﾉ ｺｳﾀﾛｳ
上山南中
( 11)    10:46
( 11)    10:46

渋谷　龍輝　(6)
ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｷ
南小
( 14)    18:07
( 15)     7:21

黒木　　亮　(3)
ｸﾛｷ ﾘｮｳ
上山北中
( 20)    29:20
( 30)    11:13

遠藤　皓大　(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ
上山小
( 21)    37:03
( 21)     7:43

鈴木　凌翔　(3)
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ
上山北中
( 20)    48:30
( 23)    11:27

21
 
 
 
 

29
 
 
 
 

48:37
 
 
 
 

川西町 島津　裕太　(3)
ｼﾏﾂ ﾕｳﾀ
川西中
( 10)    10:45
( 10)    10:45

伊藤　悠斗　(6)
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ
中郡小
( 13)    18:06
( 15)     7:21

金子　哲也　(2)
ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ
川西中
( 14)    28:58
( 20)    10:52

安達　理人　(5)
ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ
吉島小
( 18)    36:50
( 26)     7:52

鈴木　智大　(2)
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
川西中
( 21)    48:37
( 26)    11:47

22
 
 
 
 

34
 
 
 
 

48:39
 
 
 
 

庄内町 加藤　卓士　(3)
ｶﾄｳ ﾀｸｼ
余目中
( 21)    11:09
( 21)    11:09

池田　祐月　(6)
ｲｹﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
余目三小
( 17)    18:25
( 13)     7:16

梅木　那流　(3)
ｳﾒｷ ﾅﾙ
余目中
( 21)    29:23
( 22)    10:58

佐藤　加津　(6)
ｻﾄｳ ｶﾂ
余目三小
( 20)    36:58
( 18)     7:35

阿部　　快　(3)
ｱﾍﾞ ｶｲ
余目中
( 22)    48:39
( 24)    11:41

23
 
 
 
 

20
 
 
 
 

48:41
 
 
 
 

大石田町 森　　友哉　(2)
ﾓﾘ ﾄﾓﾔ
大石田中
( 28)    11:31
( 28)    11:31

木村　経照　(6)
ｷﾑﾗ ｹｲｼｮｳ
大石田南小
( 28)    19:13
( 26)     7:42

青木　顕太　(3)
ｱｵｷ ｹﾝﾀ
大石田中
( 22)    29:28
(  5)    10:15

早坂　秋穂　(6)
ﾊﾔｻｶ ｼｭｳﾎ
大石田南小
( 25)    37:51
( 33)     8:23

鈴木　悠勢　(1)
ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ
大石田中
( 23)    48:41
( 12)    10:50

24
 
 
 
 

19
 
 
 
 

48:43
 
 
 
 

大江町 大泉　真尋　(3)
ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ
大江中
( 12)    10:49
( 12)    10:49

菊地　道登　(6)
ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ
本郷東小
(  2)    17:19
(  1)     6:30

阿部　悠太郎(3)
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
大江中
(  9)    28:12
( 21)    10:53

松田　蒼生　(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｱｵｲ
左沢小
(  8)    35:38
( 11)     7:26

髙橋　快斗　(3)
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ
大江中
( 24)    48:43
( 33)    13:05

25
 
 
 
 

23
 
 
 
 

49:10
 
 
 
 

舟形町 井上　絢翔　(2)
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ
舟形中
( 32)    11:53
( 32)    11:53

相馬　俊介　(6)
ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ
舟形小
( 24)    18:43
(  6)     6:50

大場　南央斗(3)
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ
舟形中
( 26)    29:55
( 29)    11:12

鍛冶　拓大　(6)
ｶｼﾞ ﾀｸﾋﾛ
舟形小
( 24)    37:49
( 28)     7:54

佐々木　楓斗(3)
ｻｻｷ ｶｲﾄ
舟形中
( 25)    49:10
( 20)    11:21

26
 
 
 
 

18
 
 
 
 

49:39
 
 
 
 

朝日町 鈴木　澪弥　(3)
ｽｽﾞｷ ﾚｲﾔ
朝日中
( 29)    11:32
( 29)    11:32

安藤　　輝　(6)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ
宮宿小
( 32)    19:27
( 32)     7:55

安達　裕大　(2)
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ
朝日中
( 28)    30:29
( 24)    11:02

鈴木　凛太　(5)
ｽｽﾞｷ ﾘｵ
大谷小
( 30)    38:21
( 26)     7:52

長岡　恵汰　(3)
ﾅｶﾞｵｶ ｹｲﾀ
朝日中
( 26)    49:39
( 18)    11:18

27
 
 
 
 

27
 
 
 
 

49:56
 
 
 
 

戸沢村 皆川　桜介　(3)
ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ
戸沢中
( 31)    11:42
( 31)    11:42

野澤　琉斗　(6)
ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
戸沢小
( 31)    19:26
( 28)     7:44

柿﨑　優斗　(3)
ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ
戸沢中
( 33)    30:50
( 32)    11:24

高橋　聖名　(6)
ﾀｶﾊｼ ｾｲﾒｲ
戸沢小
( 28)    38:06
(  6)     7:16

小屋　優登　(3)
ｺﾔ ﾕｳﾄ
戸沢中
( 27)    49:56
( 27)    11:50

28
 
 
 
 

31
 
 
 
 

49:59
 
 
 
 

白鷹町 遠藤　幸登　(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ
白鷹中
( 15)    10:55
( 15)    10:55

中村　飛和　(5)
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾜ
東根小
( 21)    18:34
( 25)     7:39

後藤　光雅　(3)
ｺﾞﾄｳ ｺｳｶﾞ
白鷹中
( 23)    29:42
( 27)    11:08

中村　雅楽　(4)
ﾅｶﾑﾗ ｳﾀ
鮎貝小
( 23)    37:29
( 23)     7:47

衣袋　裕晃　(3)
ｲﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｱｷ
白鷹中
( 28)    49:59
( 30)    12:30

29
 
 
 
 

15
 
 
 
 

50:00
 
 
 
 

中山町 齋藤　孝司　(3)
ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ
中山中
( 26)    11:20
( 26)    11:20

鈴木　啓介　(6)
ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ
豊田小
( 26)    18:54
( 24)     7:34

庄司　友哉　(2)
ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ
中山中
( 30)    30:48
( 34)    11:54

工藤　琉依　(5)
ｸﾄﾞｳ ﾙｲ
豊田小
( 33)    39:35
( 34)     8:47

志田　裕朗　(3)
ｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ
中山中
( 29)    50:00
(  5)    10:25

30
 
 
 
 

22
 
 
 
 

50:44
 
 
 
 

最上町 森　　聖人　(3)
ﾓﾘ ﾏｻﾄ
最上中
( 33)    12:21
( 33)    12:21

佐藤　陽輝　(5)
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ
赤倉小
( 33)    20:11
( 31)     7:50

溝越　鮎人　(1)
ﾐｿﾞｺｼ ｱﾕﾋﾄ
最上中
( 31)    30:48
( 16)    10:37

菅　　大弥　(5)
ｶﾝ ﾋﾛﾔ
大堀小
( 29)    38:19
( 16)     7:31

吉田　智倖　(1)
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ
最上中
( 30)    50:44
( 29)    12:25



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

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

 総合成績リスト

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)

 齋藤真也（山辺中）
 長沼大智（米沢四中）
   10:00

 伊藤　平  
 八幡小　13th
    6:29

 伊藤　平  
 鳥海八幡中 16th
    9:10

 黒田　　賢  
 窪田小　13th
    6:37

 安房　真沙樹
 米沢一中 7th
    9:37

31
 
 
 
 

17
 
 
 
 

51:19
 
 
 
 

西川町 吉田　洸希　(2)
ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ
西川中
( 30)    11:36
( 30)    11:36

設楽　卓人　(5)
ｼﾀﾗ ﾀｸﾋﾄ
西川小
( 30)    19:19
( 27)     7:43

奥山　　翠　(2)
ｵｸﾔﾏ ｱｷﾗ
西川中
( 29)    30:33
( 31)    11:14

古沢　颯汰　(4)
ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ
西川小
( 31)    38:21
( 24)     7:48

鈴木　玲央　(1)
ｽｽﾞｷ ﾚｵ
西川中
( 31)    51:19
( 32)    12:58

32
 
 
 
 

25
 
 
 
 

51:29
 
 
 
 

大蔵村 斉藤　　司　(2)
ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ
大蔵中
( 25)    11:18
( 25)    11:18

安彦　拓朗　(6)
ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ
大蔵小
( 29)    19:17
( 33)     7:59

設楽　智行　(2)
ｼﾀﾗ ﾄﾓﾕｷ
大蔵中
( 32)    30:49
( 33)    11:32

佐藤　　光　(6)
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ
大蔵小
( 32)    38:50
( 30)     8:01

早坂　航汰　(2)
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ
大蔵中
( 32)    51:29
( 31)    12:39

33
 
 
 
 

26
 
 
 
 

52:44
 
 
 
 

鮭川村 八鍬　真輝斗(3)
ﾔｸﾜ ﾏｷﾄ
鮭川中
( 34)    13:50
( 34)    13:50

渡部　　凜　(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ
鮭川小
( 34)    22:14
( 34)     8:24

荒木　　神　(3)
ｱﾗｷ ｼﾞﾝ
鮭川中
( 34)    33:04
( 19)    10:50

鈴木　廉音　(5)
ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ
鮭川小
( 34)    40:29
( 10)     7:25

工藤　敦哉　(1)
ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾔ
鮭川中
( 33)    52:44
( 28)    12:15

34
 
 
 
 

30
 
 
 
 

54:00
 
 
 
 

小国町 今　　宏太　(2)
ｺﾝ ｺｳﾀ
小国中
( 23)    11:12
( 23)    11:12

遠藤　倭杜　(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ
小国小
( 27)    18:57
( 29)     7:45

渡部　稜介　(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ
小国中
( 27)    30:01
( 25)    11:04

佐藤　柊也　(5)
ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ
小国小
( 27)    38:05
( 32)     8:04

渡部　　蓮　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ
叶水中
( 34)    54:00
( 34)    15:55



2016年8月7日 13時40分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

チーム順リスト／区間リスト

 　第１区       中学生       (3.0km)     
 　　区間記録（SR) 10:00 齋藤真也（山辺中） 長沼大智（米沢四中）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1  9:52 山形市   1 1  9:52 山形市 志貴　勇斗　(3) ｼｷ ﾊﾔﾄ 山形六中 NSR
  2 24 10:13 真室川町   2 24 10:13 真室川町 藤田　登摩　(3) ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾏ 真室川中
  3 4 10:26 酒田市   3 4 10:26 酒田市 阿部　真珠　(2) ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 東部中
  4 3 10:33 鶴岡市   4 3 10:33 鶴岡市 堀　　宏寧　(3) ﾎﾘ ﾋﾛﾔｽ 羽黒中
  5 8 10:34 村山市   5 8 10:34 村山市 清水　壱晟　(3) ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ 楯岡中
  6 2 10:35 米沢市   6 2 10:35 米沢市 羽鳥　紘文　(2) ﾊﾄﾘ ﾋﾛﾌﾐ 米沢六中
  7 6 10:42 寒河江市   7 6 10:42 寒河江市 塩野　洋平　(3) ｼｵﾉ ﾖｳﾍｲ 陵東中
  8 35 10:43 遊佐町   8 35 10:43 遊佐町 鈴木　陽佑　(3) ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 遊佐中
  9 28 10:44 高畠町   9 28 10:44 高畠町 島津　　諒　(3) ｼﾏﾂ ﾘｮｳ 高畠中
 10 29 10:45 川西町  10 29 10:45 川西町 島津　裕太　(3) ｼﾏﾂ ﾕｳﾀ 川西中
 11 7 10:46 上山市  11 7 10:46 上山市 宇野　光太郎(3) ｳﾉ ｺｳﾀﾛｳ 上山南中
 12 19 10:49 大江町  12 19 10:49 大江町 大泉　真尋　(3) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ 大江中
 13 10 10:50 天童市  13 10 10:50 天童市 秋保　松平　(2) ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ 天童三中
 14 13 10:53 南陽市  14 13 10:53 南陽市 大友　滉太　(3) ｵｵﾄﾓ ｺｳﾀ 沖郷中
 15 31 10:55 白鷹町  15 31 10:55 白鷹町 遠藤　幸登　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾄ 白鷹中
 16 5 10:58 新庄市  16 5 10:58 新庄市 清水　拓斗　(2) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 八向中
 17 9 11:00 長井市  17 9 11:00 長井市 志釜　璃久　(2) ｼｶﾏ ﾘｸ 長井南中
 18 32 11:02 飯豊町  18 32 11:02 飯豊町 土田　嘉惟斗(2) ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ 飯豊中
 19 14 11:05 山辺町  19 14 11:05 山辺町 大場　景心　(3) ｵｵﾊﾞ ｹｲｼﾝ 山辺中
 20 21 11:06 金山町  20 21 11:06 金山町 加藤　柚生　(3) ｶﾄｳ ﾕｲ 金山中
 21 34 11:09 庄内町  21 34 11:09 庄内町 加藤　卓士　(3) ｶﾄｳ ﾀｸｼ 余目中
 22 12 11:11 尾花沢市  22 12 11:11 尾花沢市 加藤　翔龍　(3) ｶﾄｳ ｼｮｳﾘｭｳ 尾花沢中
 23 30 11:12 小国町  23 30 11:12 小国町 今　　宏太　(2) ｺﾝ ｺｳﾀ 小国中
 24 11 11:14 東根市  24 11 11:14 東根市 鹿野内　塁　(3) ｶﾉｳﾁ ﾙｲ 神町中
 25 25 11:18 大蔵村  25 25 11:18 大蔵村 斉藤　　司　(2) ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ 大蔵中
 26 15 11:20 中山町  26 15 11:20 中山町 齋藤　孝司　(3) ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 中山中
 27 16 11:22 河北町  27 16 11:22 河北町 安孫子　嗣音(2) ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ 河北中
 28 20 11:31 大石田町  28 20 11:31 大石田町 森　　友哉　(2) ﾓﾘ ﾄﾓﾔ 大石田中
 29 18 11:32 朝日町  29 18 11:32 朝日町 鈴木　澪弥　(3) ｽｽﾞｷ ﾚｲﾔ 朝日中
 30 17 11:36 西川町  30 17 11:36 西川町 吉田　洸希　(2) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 西川中
 31 27 11:42 戸沢村  31 27 11:42 戸沢村 皆川　桜介　(3) ﾐﾅｶﾞﾜ ｵｳｽｹ 戸沢中
 32 23 11:53 舟形町  32 23 11:53 舟形町 井上　絢翔　(2) ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ 舟形中
 33 22 12:21 最上町  33 22 12:21 最上町 森　　聖人　(3) ﾓﾘ ﾏｻﾄ 最上中
 34 26 13:50 鮭川村  34 26 13:50 鮭川村 八鍬　真輝斗(3) ﾔｸﾜ ﾏｷﾄ 鮭川中        

                                   凡例  NSR:区間新記録



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第２区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:29 伊藤　平   八幡小　13th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 16:41 山形市   1 19  6:30 大江町 菊地　道登　(6) ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ 本郷東小
  2 19 17:19 大江町   2 2  6:44 米沢市 鳥羽　玲大　(6) ﾄﾊﾞ ﾚｵ 南部小
  3 2 17:19 米沢市   3 5  6:47 新庄市 佐々木　響己(6) ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ 新庄小
  4 3 17:29 鶴岡市   4 10  6:48 天童市 松田　将東　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 天童北部小
  5 4 17:31 酒田市   5 1  6:49 山形市 志貴　滉太　(6) ｼｷ ｺｳﾀ 南小
  6 10 17:38 天童市   6 23  6:50 舟形町 相馬　俊介　(6) ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ 舟形小
  7 35 17:39 遊佐町   7 16  6:54 河北町 太田　飛翔　(6) ｵｵﾀ ﾂﾊﾞｻ 谷地中部小
  8 6 17:43 寒河江市   8 3  6:56 鶴岡市 三浦　智成　(6) ﾐｳﾗ ﾄﾓﾅﾘ 朝暘四小
  9 24 17:43 真室川町   8 35  6:56 遊佐町 大塲　隆斗　(6) ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳﾄ 遊佐小
 10 5 17:45 新庄市  10 6  7:01 寒河江市 白田　絢優　(6) ｼﾗﾀ ｹﾝﾕｳ 寒河江中部小
 11 28 17:50 高畠町  11 4  7:05 酒田市 齋藤　隆之介(5) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 富士見小
 12 8 18:04 村山市  12 28  7:06 高畠町 渡部　広大　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 和田小
 13 29 18:06 川西町  13 34  7:16 庄内町 池田　祐月　(6) ｲｹﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 余目三小
 14 7 18:07 上山市  14 13  7:20 南陽市 井上　寛太　(6) ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 赤湯小
 15 13 18:13 南陽市  15 7  7:21 上山市 渋谷　龍輝　(6) ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｷ 南小
 16 16 18:16 河北町  15 29  7:21 川西町 伊藤　悠斗　(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 中郡小
 17 34 18:25 庄内町  17 12  7:23 尾花沢市 鶴宮　慧冴　(6) ﾂﾙﾐﾔ ｹｲｺﾞ 尾花沢小
 18 9 18:29 長井市  18 11  7:25 東根市 横尾　啓斗　(5) ﾖｺｵ ｹｲﾄ 神町小
 19 14 18:32 山辺町  19 14  7:27 山辺町 鈴木　海楓　(6) ｽｽﾞｷ ｶｲﾗ 相模小
 20 21 18:33 金山町  19 21  7:27 金山町 須藤　櫂斗　(6) ｽﾄｳ ｶｲﾄ 金山小
 21 31 18:34 白鷹町  21 9  7:29 長井市 髙島　健元　(6) ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾄ 長井小
 22 12 18:34 尾花沢市  22 8  7:30 村山市 鈴木　　至　(6) ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ 楯岡小
 23 11 18:39 東根市  22 24  7:30 真室川町 佐藤　冬馬　(5) ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 真室川あさひ小
 24 23 18:43 舟形町  24 15  7:34 中山町 鈴木　啓介　(6) ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 豊田小
 25 32 18:49 飯豊町  25 31  7:39 白鷹町 中村　飛和　(5) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾜ 東根小
 26 15 18:54 中山町  26 20  7:42 大石田町 木村　経照　(6) ｷﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 大石田南小
 27 30 18:57 小国町  27 17  7:43 西川町 設楽　卓人　(5) ｼﾀﾗ ﾀｸﾋﾄ 西川小
 28 20 19:13 大石田町  28 27  7:44 戸沢村 野澤　琉斗　(6) ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 戸沢小
 29 25 19:17 大蔵村  29 30  7:45 小国町 遠藤　倭杜　(5) ｴﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 小国小
 30 17 19:19 西川町  30 32  7:47 飯豊町 山口　竜輝　(6) ﾔﾏｸﾞﾁﾘｭｳｷ 飯豊一小
 31 27 19:26 戸沢村  31 22  7:50 最上町 佐藤　陽輝　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 赤倉小
 32 18 19:27 朝日町  32 18  7:55 朝日町 安藤　　輝　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 宮宿小
 33 22 20:11 最上町  33 25  7:59 大蔵村 安彦　拓朗　(6) ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ 大蔵小
 34 26 22:14 鮭川村  34 26  8:24 鮭川村 渡部　　凜　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 鮭川小



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第３区       中学生 (2.8km)     
 　　区間記録（SR)  9:10 伊藤　平   鳥海八幡中 16th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 26:54 山形市   1 3  9:36 鶴岡市 瀬尾　嶺介　(3) ｾｵ ﾘｮｳｽｹ 鶴岡四中
  2 3 27:05 鶴岡市   2 2  9:49 米沢市 佐藤　毅治　(3) ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 南原中
  3 2 27:08 米沢市   3 14 10:11 山辺町 高野　翔矢　(3) ﾀｶﾉ ﾄｳﾔ 山辺中
  4 10 27:55 天童市   4 1 10:13 山形市 門間　　翼　(3) ﾓﾝﾏ ﾂﾊﾞｻ 山形二中
  5 5 28:01 新庄市   5 20 10:15 大石田町 青木　顕太　(3) ｱｵｷ ｹﾝﾀ 大石田中
  6 4 28:02 酒田市   6 5 10:16 新庄市 叶内　公平　(2) ｶﾅｳﾁ ｺｳﾍｲ 八向中
  7 24 28:09 真室川町   7 8 10:17 村山市 結城　吉人　(2) ﾕｳｷ ﾖｼﾄ 楯岡中
  8 28 28:11 高畠町   7 10 10:17 天童市 清野　龍太郎(3) ｾｲﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 天童二中
  9 19 28:12 大江町   9 28 10:21 高畠町 本望　　歩　(2) ﾎﾝﾓｳ ｱﾕﾑ 高畠中
 10 35 28:14 遊佐町  10 24 10:26 真室川町 齋藤　凌雅　(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 真室川中
 11 6 28:17 寒河江市  11 4 10:31 酒田市 池田　壮介　(3) ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ 鳥海八幡中
 12 8 28:21 村山市  12 6 10:34 寒河江市 安食　光琉　(2) ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ 陵南中
 13 14 28:43 山辺町  13 9 10:35 長井市 石塚　玄樹　(3) ｲｼﾂﾞｶ ｹﾞﾝｷ 長井北中
 14 29 28:58 川西町  13 21 10:35 金山町 和田　宣人　(2) ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 金山中
 15 16 29:01 河北町  13 35 10:35 遊佐町 伊藤　祐星　(3) ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 遊佐中
 16 9 29:04 長井市  16 22 10:37 最上町 溝越　鮎人　(1) ﾐｿﾞｺｼ ｱﾕﾋﾄ 最上中
 17 21 29:08 金山町  17 12 10:38 尾花沢市 加藤　亮太　(2) ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 尾花沢中
 18 13 29:11 南陽市  18 16 10:45 河北町 佐藤　進太郎(2) ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 河北中
 19 12 29:12 尾花沢市  19 26 10:50 鮭川村 荒木　　神　(3) ｱﾗｷ ｼﾞﾝ 鮭川中
 20 7 29:20 上山市  20 29 10:52 川西町 金子　哲也　(2) ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 川西中
 21 34 29:23 庄内町  21 19 10:53 大江町 阿部　悠太郎(3) ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 大江中
 22 20 29:28 大石田町  22 13 10:58 南陽市 田中　彬夢　(1) ﾀﾅｶ ｱﾄﾑ 山大附中
 23 31 29:42 白鷹町  22 34 10:58 庄内町 梅木　那流　(3) ｳﾒｷ ﾅﾙ 余目中
 24 11 29:48 東根市  24 18 11:02 朝日町 安達　裕大　(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 朝日中
 25 32 29:53 飯豊町  25 30 11:04 小国町 渡部　稜介　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小国中
 26 23 29:55 舟形町  25 32 11:04 飯豊町 鈴木　裕弥　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 飯豊中
 27 30 30:01 小国町  27 31 11:08 白鷹町 後藤　光雅　(3) ｺﾞﾄｳ ｺｳｶﾞ 白鷹中
 28 18 30:29 朝日町  28 11 11:09 東根市 貝沼　拓夢　(2) ｶｲﾇﾏ ﾀｸﾑ 東根一中
 29 17 30:33 西川町  29 23 11:12 舟形町 大場　南央斗(3) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ 舟形中
 30 15 30:48 中山町  30 7 11:13 上山市 黒木　　亮　(3) ｸﾛｷ ﾘｮｳ 上山北中
 31 22 30:48 最上町  31 17 11:14 西川町 奥山　　翠　(2) ｵｸﾔﾏ ｱｷﾗ 西川中
 32 25 30:49 大蔵村  32 27 11:24 戸沢村 柿﨑　優斗　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾄ 戸沢中
 33 27 30:50 戸沢村  33 25 11:32 大蔵村 設楽　智行　(2) ｼﾀﾗ ﾄﾓﾕｷ 大蔵中
 34 26 33:04 鮭川村  34 15 11:54 中山町 庄司　友哉　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 中山中



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第４区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  6:37 黒田　　賢   窪田小　13th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 33:45 山形市   1 1  6:51 山形市 小林　恒晟　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 南山形小
  2 3 34:06 鶴岡市   2 3  7:01 鶴岡市 増子　義経　(6) ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ 朝暘四小
  3 2 34:28 米沢市   2 13  7:01 南陽市 佐藤　翔太　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 沖郷小
  4 5 35:10 新庄市   4 5  7:09 新庄市 奥山　拳生　(6) ｵｸﾔﾏ ｹﾝｾｲ 萩野学園
  5 10 35:18 天童市   5 16  7:12 河北町 佐藤　圭太　(6) ｻﾄｳ ｹｲﾀ 谷地中部小
  6 4 35:34 酒田市   6 27  7:16 戸沢村 高橋　聖名　(6) ﾀｶﾊｼ ｾｲﾒｲ 戸沢小
  7 6 35:36 寒河江市   7 6  7:19 寒河江市 柴崎　幹也　(6) ｼﾊﾞｻｷ ﾐｷﾔ 南部小
  8 19 35:38 大江町   8 2  7:20 米沢市 須藤　勝輝　(6) ｽﾄｳ ｼｮｳｷ 万世小
  9 28 35:39 高畠町   9 10  7:23 天童市 佐藤　哲平　(5) ｻﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 津山小
 10 8 35:50 村山市  10 26  7:25 鮭川村 鈴木　廉音　(5) ｽｽﾞｷ ﾚｵﾝ 鮭川小
 11 35 35:54 遊佐町  11 19  7:26 大江町 松田　蒼生　(5) ﾏﾂﾀﾞ ｱｵｲ 左沢小
 12 24 36:05 真室川町  12 11  7:28 東根市 佐藤　翔悟　(6) ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 高崎小
 13 13 36:12 南陽市  12 28  7:28 高畠町 小浅　陽佳　(6) ｺｱｻ ﾊﾙｶ 糠野目小
 14 16 36:13 河北町  14 8  7:29 村山市 大沼　樹希斗(6) ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭｷﾄ 冨本小
 15 14 36:28 山辺町  14 12  7:29 尾花沢市 梅本　柊生　(6) ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 福原小
 16 12 36:41 尾花沢市  16 22  7:31 最上町 菅　　大弥　(5) ｶﾝ ﾋﾛﾔ 大堀小
 17 21 36:48 金山町  17 4  7:32 酒田市 齋藤　寧月　(6) ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ 一條小
 18 29 36:50 川西町  18 34  7:35 庄内町 佐藤　加津　(6) ｻﾄｳ ｶﾂ 余目三小
 19 9 36:55 長井市  19 21  7:40 金山町 梅津　祥汰　(6) ｳﾒﾂ ｼｮｳﾀ 金山小
 20 34 36:58 庄内町  19 35  7:40 遊佐町 今野　快音　(6) ｺﾝﾉ ﾊﾔﾄ 遊佐小
 21 7 37:03 上山市  21 7  7:43 上山市 遠藤　皓大　(6) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾞｲ 上山小
 22 11 37:16 東根市  22 14  7:45 山辺町 古内　慧士　(6) ﾌﾙｳﾁ ｹｲｼ 山辺小
 23 31 37:29 白鷹町  23 31  7:47 白鷹町 中村　雅楽　(4) ﾅｶﾑﾗ ｳﾀ 鮎貝小
 24 23 37:49 舟形町  24 17  7:48 西川町 古沢　颯汰　(4) ﾌﾙｻﾜ ｿｳﾀ 西川小
 25 20 37:51 大石田町  25 9  7:51 長井市 飯澤　雅人　(6) ｲｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 豊田小
 26 32 37:55 飯豊町  26 18  7:52 朝日町 鈴木　凛太　(5) ｽｽﾞｷ ﾘｵ 大谷小
 27 30 38:05 小国町  26 29  7:52 川西町 安達　理人　(5) ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ 吉島小
 28 27 38:06 戸沢村  28 23  7:54 舟形町 鍛冶　拓大　(6) ｶｼﾞ ﾀｸﾋﾛ 舟形小
 29 22 38:19 最上町  29 24  7:56 真室川町 髙橋　　蓮　(6) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 真室川あさひ小
 30 18 38:21 朝日町  30 25  8:01 大蔵村 佐藤　　光　(6) ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 大蔵小
 31 17 38:21 西川町  31 32  8:02 飯豊町 高橋　大夢　(6) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 飯豊二小
 32 25 38:50 大蔵村  32 30  8:04 小国町 佐藤　柊也　(5) ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 小国小
 33 15 39:35 中山町  33 20  8:23 大石田町 早坂　秋穂　(6) ﾊﾔｻｶ ｼｭｳﾎ 大石田南小
 34 26 40:29 鮭川村  34 15  8:47 中山町 工藤　琉依　(5) ｸﾄﾞｳ ﾙｲ 豊田小



 2016年8月7日 13時40分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

男子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

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

 チーム順リスト／区間リスト

 　第５区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR)  9:37 安房　真沙樹 米沢一中 7th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 43:43 山形市   1 1  9:58 山形市 金子　幸翼　(3) ｶﾈｺ ｺｳｽｹ 蔵王一中
  2 3 44:29 鶴岡市   2 4 10:15 酒田市 佐藤　　翔　(3) ｻﾄｳ ｼｮｳ 鳥海八幡中
  3 2 44:44 米沢市   3 2 10:16 米沢市 小池　悠以　(2) ｺｲｹ ﾕｳｲ 米沢三中
  4 5 45:35 新庄市   4 3 10:23 鶴岡市 石井　頼夢　(2) ｲｼｲ ﾗｲﾑ 羽黒中
  5 4 45:49 酒田市   5 5 10:25 新庄市 大内　空輝　(3) ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ 明倫中
  6 10 45:50 天童市   5 15 10:25 中山町 志田　裕朗　(3) ｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 中山中
  7 6 46:27 寒河江市   5 32 10:25 飯豊町 藤川　和輝　(3) ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞｷ 飯豊中
  8 28 46:42 高畠町   8 10 10:32 天童市 髙橋　拓夢　(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 天童三中
  9 24 46:50 真室川町   9 9 10:38 長井市 渡辺　敬斗　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 長井北中
 10 13 46:55 南陽市  10 13 10:43 南陽市 布施　英太　(3) ﾌｾ ｴｲﾀ 赤湯中
 11 8 47:12 村山市  11 24 10:45 真室川町 阿部　一瑳　(3) ｱﾍﾞ ｶｽﾞｻ 真室川中
 12 35 47:15 遊佐町  12 20 10:50 大石田町 鈴木　悠勢　(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 大石田中
 13 14 47:29 山辺町  13 6 10:51 寒河江市 星野　悠翔　(3) ﾎｼﾉ ﾊﾙﾄ 陵東中
 14 9 47:33 長井市  14 11 10:58 東根市 石川　天登　(2) ｲｼｶﾜ ﾀｶﾄ 神町中
 15 12 47:48 尾花沢市  15 14 11:01 山辺町 岩城　航也　(3) ｲﾜｷ ｺｳﾔ 山辺中
 16 16 47:56 河北町  16 28 11:03 高畠町 井場　広洋　(3) ｲﾊﾞ ｺｳﾖｳ 高畠中
 17 21 48:07 金山町  17 12 11:07 尾花沢市 遠藤　陸冬　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ 尾花沢中
 18 11 48:14 東根市  18 18 11:18 朝日町 長岡　恵汰　(3) ﾅｶﾞｵｶ ｹｲﾀ 朝日中
 19 32 48:20 飯豊町  19 21 11:19 金山町 柴田　優也　(2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 金山中
 20 7 48:30 上山市  20 23 11:21 舟形町 佐々木　楓斗(3) ｻｻｷ ｶｲﾄ 舟形中
 21 29 48:37 川西町  20 35 11:21 遊佐町 菅原　賢人　(3) ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 遊佐中
 22 34 48:39 庄内町  22 8 11:22 村山市 外塚　泰智　(3) ﾄﾂﾞｶ ﾀｲﾁ 葉山中
 23 20 48:41 大石田町  23 7 11:27 上山市 鈴木　凌翔　(3) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ 上山北中
 24 19 48:43 大江町  24 34 11:41 庄内町 阿部　　快　(3) ｱﾍﾞ ｶｲ 余目中
 25 23 49:10 舟形町  25 16 11:43 河北町 菅原　健介　(3) ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ 河北中
 26 18 49:39 朝日町  26 29 11:47 川西町 鈴木　智大　(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 川西中
 27 27 49:56 戸沢村  27 27 11:50 戸沢村 小屋　優登　(3) ｺﾔ ﾕｳﾄ 戸沢中
 28 31 49:59 白鷹町  28 26 12:15 鮭川村 工藤　敦哉　(1) ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾔ 鮭川中
 29 15 50:00 中山町  29 22 12:25 最上町 吉田　智倖　(1) ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 最上中
 30 22 50:44 最上町  30 31 12:30 白鷹町 衣袋　裕晃　(3) ｲﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｱｷ 白鷹中
 31 17 51:19 西川町  31 25 12:39 大蔵村 早坂　航汰　(2) ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 大蔵中
 32 25 51:29 大蔵村  32 17 12:58 西川町 鈴木　玲央　(1) ｽｽﾞｷ ﾚｵ 西川中
 33 26 52:44 鮭川村  33 19 13:05 大江町 髙橋　快斗　(3) ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 大江中
 34 30 54:00 小国町  34 30 15:55 小国町 渡部　　蓮　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝ 叶水中



 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会
 2016年8月7日 12時30分　スタート

 会場:蔵王坊平アスリートヴィレッジ

主催:(一財)山形陸上競技協会･山形県･山形県教育委員会･上山市･上山市教育委員会
共催:(公財)山形県体育協会･上山市体育協会･(公社)山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興21世紀協会

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

女子全国大会 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 上山市 50:13

第２位 山形市 50:27

第３位 酒田市 50:50

第４位 鶴岡市 50:59

第５位 白鷹町 51:32

第６位 寒河江市 51:55

第７位 尾花沢市 52:09

第８位 高畠町 52:12

区間賞
区間 氏名 チーム 所属 記録 備考

第１区(中学生) 小林　結花　(2) 上山市 上山南中 11:32

第２区(小学生) 清水　妃菜　(6) 新庄市 本合海小  7:06

第３区(中学生) 村山　彩華　(2) 山形市 山形四中 11:25

第４区(小学生)
岡部　こころ(6) 酒田市 西荒瀬小

 7:35
槇　　香澄　(6) 河北町 西里小

第５区(中学生) 石山　心菜　(1) 上山市 上山南中 11:04



2016年8月7日 12時30分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

大会記録          47:52  　函館ＣＲＳ（北海道）  　第９回 2014.8.3

総合成績リスト

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)

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 高橋彩花･古瀬綾菜
 三上優香    
    7:01

 高橋　彩花  
 白鷹東中 3rd
   10:39

 佐々木　冴佳
 北星小・北海道 9th
    6:41

 石澤　希らら
 上山南中 10th
   10:33

1
 
 
 
 

7
 
 
 
 

50:13
 
 
 
 

上山市 小林　結花　(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ
上山南中
(  1)    11:32
(  1)    11:32

鈴木　ひより(4)
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
南小
(  1)    19:21
( 15)     7:49

鈴木　ひろか(3)
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ
上山南中
(  2)    30:57
(  2)    11:36

増子　　碧　(4)
ﾏｽｺ ｱｵｲ
南小
(  2)    39:09
( 14)     8:12

石山　心菜　(1)
ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ
上山南中
(  1)    50:13
(  1)    11:04

2
 
 
 
 

1
 
 
 
 

50:27
 
 
 
 

山形市 川田　愛佳　(3)
ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ
山形十中
(  2)    11:46
(  2)    11:46

渡部　花音　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ
東小
(  2)    19:24
( 13)     7:38

村山　彩華　(2)
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ
山形四中
(  1)    30:49
(  1)    11:25

中里　彩香　(6)
ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔｶ
東小
(  1)    38:58
( 11)     8:09

中村　友加里(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ
山形五中
(  2)    50:27
(  4)    11:29

3
 
 
 
 

4
 
 
 
 

50:50
 
 
 
 

酒田市 住石　千紗　(3)
ｽﾐｲｼ ﾁｻ
酒田一中
(  9)    12:15
(  9)    12:15

佐藤　美紅　(6)
ｻﾄｳ ﾐｸ
松陵小
(  5)    19:43
(  5)     7:28

住石　柚歩　(1)
ｽﾐｲｼ ﾕｽﾞﾎ
酒田一中
(  3)    31:39
(  5)    11:56

岡部　こころ(6)
ｵｶﾍﾞ ｺｺﾛ
西荒瀬小
(  3)    39:14
(  1)     7:35

菅原　愛捺　(2)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ
鳥海八幡中
(  3)    50:50
(  6)    11:36

4
 
 
 
 

3
 
 
 
 

50:59
 
 
 
 

鶴岡市 長谷川　砂奈(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ
豊浦中
(  5)    12:05
(  5)    12:05

川上　凛子　(6)
ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｺ
大山小
(  4)    19:41
(  9)     7:36

五十嵐　紅音(2)
ｲｶﾗｼ ｱｶﾈ
鶴岡四中
(  4)    31:43
(  8)    12:02

斎藤　咲希　(6)
ｻｲﾄｳ ｻｷ
羽黒二小
(  4)    39:33
(  8)     7:50

伊藤　望愛　(2)
ｲﾄｳ ﾉｱ
鶴岡一中
(  4)    50:59
(  3)    11:26

5
 
 
 
 

31
 
 
 
 

51:32
 
 
 
 

白鷹町 小林　咲葉　(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ
白鷹中
( 11)    12:26
( 11)    12:26

國谷　美裕　(6)
ｸﾆﾔ ﾐﾕ
荒砥小
(  6)    19:45
(  3)     7:19

芳賀　彩優花(3)
ﾊｶﾞ ｱﾕｶ
白鷹中
(  8)    32:19
( 19)    12:34

中村　咲楽　(6)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ
鮎貝小
(  8)    40:02
(  5)     7:43

五十嶺　唯　(3)
ｲｽﾞﾐﾈ ﾕｲ
白鷹中
(  5)    51:32
(  5)    11:30

6
 
 
 
 

6
 
 
 
 

51:55
 
 
 
 

寒河江市 大沼　亜衣　(3)
ｵｵﾇﾏ ｱｲ
陵西中
(  8)    12:14
(  8)    12:14

武田　茉里　(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ
南部小
(  7)    19:47
(  8)     7:33

芳賀　未侑　(3)
ﾊｶﾞ ﾐｳ
陵東中
(  5)    31:44
(  6)    11:57

齋藤　風花　(6)
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
寒河江中部小
(  9)    40:04
( 16)     8:20

齋藤　　葵　(2)
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ
陵東中
(  6)    51:55
(  7)    11:51

7
 
 
 
 

12
 
 
 
 

52:09
 
 
 
 

尾花沢市 間宮　桜子　(3)
ﾏﾐﾔ ｻｸﾗｺ
尾花沢中
(  7)    12:10
(  7)    12:10

武田　莉奈　(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ
尾花沢小
(  3)    19:36
(  4)     7:26

清藤　　柚　(1)
ｾｲﾄｳ ﾕｽﾞ
尾花沢中
(  6)    31:48
(  9)    12:12

落合　　楽　(6)
ｵﾁｱｲ ﾗﾗ
福原小
(  5)    39:37
(  7)     7:49

落合　　虹　(1)
ｵﾁｱｲ ﾅﾅ
福原中
(  7)    52:09
( 17)    12:32

8
 
 
 
 

28
 
 
 
 

52:12
 
 
 
 

高畠町 川井　　桜　(3)
ｶﾜｲ ｻｸﾗ
高畠中
( 19)    12:52
( 19)    12:52

渡部　莉奈　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ
和田小
( 12)    20:23
(  7)     7:31

會田　真央　(2)
ｱｲﾀ ﾏｵ
高畠中
( 12)    32:42
( 12)    12:19

小玉　萌美　(5)
ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ
屋代小
( 11)    40:47
( 10)     8:05

加藤　　凜　(2)
ｶﾄｳ ﾘﾝ
高畠中
(  8)    52:12
(  2)    11:25

9
 
 
 
 

56
 
 
 
 

52:26
 
 
 
 

円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ

福島

内山　伊織　(2)
ｳﾁﾔﾏ ｲｵﾘ
天栄中
(  4)    12:03
(  4)    12:03

圓谷　美侑　(6)
ﾂﾑﾗﾔ ﾐｳ
東山小
(  9)    20:02
( 18)     7:59

五十嵐　紅音(2)
ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ
須賀川一中
( 10)    32:20
( 11)    12:18

圓谷　仁渚　(4)
ﾂﾑﾗﾔ ﾆﾅ
東山小
(  7)    39:58
(  3)     7:38

伊藤　さやか(2)
ｲﾄｳ ｻﾔｶ
三穂田中
(  9)    52:26
( 15)    12:28

10
 
 
 
 

5
 
 
 
 

52:31
 
 
 
 

新庄市 伊藤　未結　(9)
ｲﾄｳ ﾐﾕ
萩野学園
( 17)    12:45
( 17)    12:45

清水　妃菜　(6)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ
本合海小
(  8)    19:51
(  1)     7:06

難波　樹璃　(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾘ
日新中
(  9)    32:19
( 16)    12:28

佐藤　青空　(6)
ｻﾄｳ ｿﾗ
沼田小
( 10)    40:29
( 13)     8:10

髙橋　紗耶　(3)
ﾀｶﾊｼ ｻﾔ
新庄中
( 10)    52:31
(  8)    12:02

11
 
 
 
 

2
 
 
 
 

52:52
 
 
 
 

米沢市 玉虫　　凜　(2)
ﾀﾏﾑｼ ﾘﾝ
米沢二中
( 22)    13:01
( 22)    13:01

髙橋　麗奈　(5)
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ
万世小
( 10)    20:11
(  2)     7:10

齋藤　帆野花(2)
ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ
米沢六中
(  7)    32:06
(  4)    11:55

加藤　　結　(6)
ｶﾄｳ ﾕｲ
広幡小
(  6)    39:44
(  3)     7:38

有田　香月　(3)
ｱﾘﾀ ｶﾂﾞｷ
米沢七中
( 11)    52:52
( 21)    13:08

12
 
 
 
 

35
 
 
 
 

53:10
 
 
 
 

遊佐町 今井　愛紺　(2)
ｲﾏｲ ｱｲｺ
遊佐中
(  6)    12:06
(  6)    12:06

高橋　佑奈　(5)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ
遊佐小
( 18)    20:56
( 32)     8:50

髙橋　　李　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓ
遊佐中
( 11)    32:35
(  3)    11:39

白崎　楽羅　(6)
ｼﾗｻｷ ｻｻﾗ
遊佐小
( 12)    41:08
( 24)     8:33

佐藤　綾音　(2)
ｻﾄｳ ｱﾔﾈ
遊佐中
( 12)    53:10
(  8)    12:02

13
 
 
 
 

10
 
 
 
 

53:48
 
 
 
 

天童市 後藤　陽菜　(3)
ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ
天童一中
( 15)    12:39
( 15)    12:39

森村　美友　(6)
ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾕ
天童北部小
( 11)    20:15
(  9)     7:36

松井　　凛　(1)
ﾏﾂｲ ﾘﾝ
天童四中
( 13)    32:56
( 20)    12:41

秋葉　日愛　(6)
ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ
天童中部小
( 17)    41:32
( 29)     8:36

國井　日菜乃(1)
ｸﾆｲ ﾋﾅﾉ
天童四中
( 13)    53:48
( 11)    12:16

14
 
 
 
 

9
 
 
 
 

53:55
 
 
 
 

長井市 中嶋　ひまり(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ
長井北中
( 21)    12:57
( 21)    12:57

梅津　さよ　(6)
ｳﾒﾂ ｻﾖ
豊田小
( 17)    20:51
( 17)     7:54

遠藤　晴菜　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
長井北中
( 17)    33:16
( 13)    12:25

鈴木　咲良　(6)
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ
西根小
( 13)    41:11
(  9)     7:55

小松　くるみ(2)
ｺﾏﾂ ｸﾙﾐ
長井南中
( 14)    53:55
( 18)    12:44

15
 
 
 
 

15
 
 
 
 

54:02
 
 
 
 

中山町 鈴木　華奈　(2)
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ
中山中
(  3)    11:54
(  3)    11:54

井上　日桜里(6)
ｲﾉｳｴ ﾋｵﾘ
豊田小
( 14)    20:39
( 31)     8:45

志田　　愛　(2)
ｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
中山中
( 14)    32:56
( 10)    12:17

柏倉　うみ　(6)
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ
長崎小
( 14)    41:16
( 16)     8:20

多田　有花　(3)
ﾀﾀﾞ ﾕｳｶ
中山中
( 15)    54:02
( 19)    12:46



 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          47:52  　函館ＣＲＳ（北海道）  　第９回 2014.8.3
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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)

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 高橋彩花･古瀬綾菜
 三上優香    
    7:01

 高橋　彩花  
 白鷹東中 3rd
   10:39

 佐々木　冴佳
 北星小・北海道 9th
    6:41

 石澤　希らら
 上山南中 10th
   10:33

16 11 54:06 東根市 工藤　椰己　(2)
ｸﾄﾞｳ ﾔｺ
大富中
( 27)    13:52
( 27)    13:52

森谷　乙葉　(6)
ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ
長瀞小
( 23)    21:32
( 14)     7:40

鹿野内　千寿(1)
ｶﾉｳﾁ ﾁﾋﾛ
神町中
( 20)    33:58
( 15)    12:26

赤川　結希　(6)
ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ
大富小
( 19)    41:43
(  6)     7:45

相澤　リオナ(1)
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵﾅ
東根一中
( 16)    54:06
( 14)    12:23

17 19 54:08 大江町 高橋　夢叶　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ
大江中
( 20)    12:55
( 20)    12:55

公平　莉未　(6)
ｺｳﾍｲ ﾘﾐ
左沢小
( 20)    21:09
( 22)     8:14

鈴木　紗和　(1)
ｽｽﾞｷ ｻﾜ
大江中
( 16)    33:06
(  6)    11:57

林　　美怜　(5)
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ
本郷東小
( 18)    41:39
( 24)     8:33

柏倉　　咲　(1)
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｻｷ
大江中
( 17)    54:08
( 16)    12:29

18 24 54:47 真室川町 佐藤　歩惟　(2)
ｻﾄｳ ｱｲ
真室川中
( 14)    12:38
( 14)    12:38

佐藤　　雫　(6)
ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ
真室川あさひ小
( 19)    21:02
( 24)     8:24

杉原　杏美　(2)
ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ
真室川中
( 18)    33:31
( 17)    12:29

佐藤　　陽　(4)
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ
真室川あさひ小
( 20)    41:51
( 16)     8:20

小座間　日翔(2)
ｵｻﾞﾏ ﾆﾁｶ
真室川中
( 18)    54:47
( 20)    12:56

19 34 55:06 庄内町 富樫　夢和　(2)
ﾄｶﾞｼ ﾕﾒｶ
余目中
( 16)    12:41
( 16)    12:41

大井　花南　(6)
ｵｵｲ ｶﾅﾝ
余目二小
( 21)    21:12
( 28)     8:31

樋口　仁美　(3)
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ
余目中
( 23)    34:10
( 22)    12:58

佐藤　葵音　(6)
ｻﾄｳ ｷﾉﾝ
余目一小
( 22)    42:44
( 26)     8:34

太田　愛瑠　(2)
ｵｵﾀ ｱｲﾙ
余目中
( 19)    55:06
( 13)    12:22

20 21 55:24 金山町 髙橋　佳奈子(3)
ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ
金山中
( 25)    13:26
( 25)    13:26

加藤　詩茉　(6)
ｶﾄｳ ｼﾏ
明安小
( 27)    21:55
( 27)     8:29

須賀　天音　(1)
ｽｶﾞ ｱﾏﾈ
金山中
( 25)    35:00
( 25)    13:05

星川　優月　(5)
ﾎｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ
明安小
( 25)    43:09
( 11)     8:09

髙橋　美里　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ
金山中
( 20)    55:24
( 10)    12:15

21 8 55:31 村山市 田中　優衣　(3)
ﾀﾅｶ ﾕｲ
楯岡中
( 10)    12:25
( 10)    12:25

須藤　有希　(6)
ｽﾄｳ ﾕｷ
西郷小
( 13)    20:33
( 21)     8:08

髙橋　愛香　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ
楯岡中
( 15)    33:04
( 18)    12:31

大山　留愛　(5)
ｵｵﾔﾏ ﾙｱ
楯岡小
( 15)    41:25
( 20)     8:21

宇津井　美玲(2)
ｳﾂｲ ﾐﾚｲ
楯岡中
( 21)    55:31
( 28)    14:06

22 16 55:36 河北町 森　　瑞希　(2)
ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ
河北中
( 23)    13:12
( 23)    13:12

奥山　悠華　(6)
ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ
谷地中部小
( 15)    20:41
(  6)     7:29

五十嵐　桜　(2)
ｲｶﾞﾗｼ ｻｸﾗ
河北中
( 19)    33:53
( 27)    13:12

槇　　香澄　(6)
ﾏｷ ｶｽﾐ
西里小
( 16)    41:28
(  1)     7:35

池田　真菜　(2)
ｲｹﾀﾞ ﾏﾅ
河北中
( 22)    55:36
( 29)    14:08

23 30 55:49 小国町 伊藤　　愛　(3)
ｲﾄｳ ｱｲ
小国中
( 13)    12:36
( 13)    12:36

和田　愛奈　(6)
ﾜﾀﾞ ｱｲﾅ
小国小
( 25)    21:37
( 33)     9:01

舟山　若葉　(1)
ﾌﾅﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ
小国中
( 21)    34:02
( 13)    12:25

小林　明莉　(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ
小国小
( 21)    42:28
( 23)     8:26

永井　皓理　(1)
ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ
小国中
( 23)    55:49
( 22)    13:21

24 29 56:54 川西町 江口　瑠奈　(3)
ｴｸﾞﾁ ﾙﾅ
川西中
( 28)    13:55
( 28)    13:55

永沼　友梨亜(6)
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕﾘｱ
小松小
( 22)    21:31
(  9)     7:36

寒河江　空来(2)
ｻｶﾞｴ ｿﾗ
川西中
( 24)    34:29
( 22)    12:58

伊藤　みつき(6)
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ
中郡小
( 24)    43:04
( 27)     8:35

高橋　菜々花(3)
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ
川西中
( 24)    56:54
( 26)    13:50

25 22 57:05 最上町 石山　千遥　(2)
ｲｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ
最上中
( 29)    14:06
( 29)    14:06

大沼　葵夏　(6)
ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ
月楯小
( 26)    21:42
(  9)     7:36

阿部　七鶴　(3)
ｱﾍﾞ ﾅﾂﾙ
最上中
( 28)    35:22
( 32)    13:40

結城　真央　(5)
ﾕｳｷ ﾏｵ
大堀小
( 27)    43:34
( 14)     8:12

八鍬　愛沙　(1)
ﾔｸﾜ ｱｲｼｬ
最上中
( 25)    57:05
( 23)    13:31

26 14 57:12 山辺町 石倉　妃華　(2)
ｲｼｸﾗ ﾋﾒｶ
山辺中
( 26)    13:51
( 26)    13:51

富樫　ひかる(6)
ﾄｶﾞｼ ﾋｶﾙ
山辺小
( 28)    21:57
( 20)     8:06

今野　桃花　(2)
ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ
山辺中
( 26)    35:04
( 26)    13:07

佐藤　叶美　(6)
ｻﾄｳ ｶﾅﾐ
相模小
( 26)    43:25
( 20)     8:21

渡辺　純佳　(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｶ
山辺中
( 26)    57:12
( 25)    13:47

27 13 57:20 南陽市 高橋　彩那　(1)
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ
赤湯中
( 12)    12:31
( 12)    12:31

鈴木　夢優　(5)
ｽｽﾞｷ ﾐﾕ
沖郷小
( 16)    20:47
( 23)     8:16

鈴木　梓桜　(3)
ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ
赤湯中
( 22)    34:09
( 29)    13:22

土屋　心愛　(4)
ﾂﾁﾔ ｺｺｱ
中川小
( 23)    42:56
( 30)     8:47

中村　　彩　(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ
赤湯中
( 27)    57:20
( 30)    14:24

28 23 58:12 舟形町 海藤　さくら(1)
ｶｲﾄｳ ｻｸﾗ
舟形中
( 33)    14:50
( 33)    14:50

溝口　　悠　(6)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳ
舟形小
( 34)    23:17
( 25)     8:27

叶内　遥菜　(2)
ｶﾅｳﾁ ﾊﾙﾅ
舟形中
( 33)    37:32
( 33)    14:15

八鍬　涼香　(6)
ﾔｸﾜ ｽｽﾞｶ
舟形小
( 32)    45:52
( 16)     8:20

小谷　春菜　(2)
ｺﾀﾆ ﾊﾙﾅ
舟形中
( 28)    58:12
( 12)    12:20

29 25 58:49 大蔵村 早坂　雅妃　(1)
ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ
大蔵中
( 18)    12:52
( 18)    12:52

矢口　美優　(6)
ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ
大蔵小
( 24)    21:33
( 30)     8:41

八鍬　心音　(1)
ﾔｸﾜ ｺｺﾈ
大蔵中
( 27)    35:08
( 31)    13:35

八鍬　友音　(5)
ﾔｸﾜ ﾄﾓﾈ
大蔵小
( 28)    44:16
( 31)     9:08

笹原　彩葉　(2)
ｻｻﾊﾗ ｲﾛﾊ
大蔵中
( 29)    58:49
( 32)    14:33

30 18 58:56 朝日町 渡邊　志野　(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ
朝日中
( 30)    14:10
( 30)    14:10

梅津　彩果　(6)
ｳﾒﾂ ｻﾔｶ
西五百川小
( 32)    22:48
( 29)     8:38

関根　　咲　(1)
ｾｷﾈ ｻｷ
朝日中
( 30)    35:49
( 24)    13:01

堀　　雪菜　(6)
ﾎﾘ ﾕｷﾅ
大谷小
( 30)    45:11
( 33)     9:22

関根　　萌　(2)
ｾｷﾈ ﾓｴ
朝日中
( 30)    58:56
( 24)    13:45
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 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男
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 総合成績リスト

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)

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 高橋彩花･古瀬綾菜
 三上優香    
    7:01

 高橋　彩花  
 白鷹東中 3rd
   10:39

 佐々木　冴佳
 北星小・北海道 9th
    6:41

 石澤　希らら
 上山南中 10th
   10:33

31
 
 
 
 

17
 
 
 
 

59:34
 
 
 
 

西川町 黒田　琴音　(2)
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ
西川中
( 31)    14:17
( 31)    14:17

鈴木　葉月　(5)
ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾞｷ
西川小
( 31)    22:44
( 25)     8:27

門脇　茉歩　(1)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾎ
西川中
( 31)    36:07
( 30)    13:23

後藤　未由　(6)
ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ
西川小
( 31)    45:34
( 34)     9:27

設楽　愛子　(1)
ｼﾀﾗ ｱｺ
西川中
( 31)    59:34
( 27)    14:00

32
 
 
 
 

20
 
 
 
 

59:53
 
 
 
 

大石田町 柴﨑　愛有　(3)
ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ
大石田中
( 24)    13:16
( 24)    13:16

髙橋　由衣　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ
大石田小
( 29)    22:18
( 34)     9:02

黒田　瑞莉　(3)
ｸﾛﾀﾞ ﾐｽﾞﾘ
大石田中
( 29)    35:36
( 28)    13:18

石川　美裕　(5)
ｲｼｶﾜ ﾐﾋﾛ
大石田小
( 29)    44:47
( 32)     9:11

安達　朱梨　(1)
ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾘ
大石田中
( 32)    59:53
( 34)    15:06

33
 
 
 
 

27
 
 
 
 

1:00:31
 
 
 
 

戸沢村 山内　唯生　(3)
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ
戸沢中
( 32)    14:38
( 32)    14:38

野澤　七美　(6)
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
戸沢小
( 30)    22:37
( 18)     7:59

市川　愛美　(2)
ｲﾁｶﾜ ｱﾐ
戸沢中
( 32)    37:31
( 34)    14:54

岡田　音羽　(6)
ｵｶﾀﾞ ｵﾄﾊ
戸沢小
( 33)    46:06
( 27)     8:35

八鍬　亜美香(2)
ﾔｸﾜ ｱﾐｶ
戸沢中
( 33)  1:00:31
( 31)    14:25

34
 
 
 
 

26
 
 
 
 

1:02:19
 
 
 
 

鮭川村 八鍬　詩野　(3)
ﾔｸﾜ ｼﾉ
鮭川中
( 34)    14:58
( 34)    14:58

安彦　里菜　(4)
ｱﾋﾞｺ ﾘﾅ
鮭川小
( 35)    25:02
( 35)    10:04

川田　千尋　(1)
ｶﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ
鮭川中
( 34)    37:43
( 20)    12:41

井上　梨々花(5)
ｲﾉｳｴ ﾘﾘｶ
鮭川小
( 35)    47:29
( 35)     9:46

山石　　恋　(2)
ﾔﾏｲｼ ﾚﾝ
鮭川中
( 34)  1:02:19
( 33)    14:50

35
 
 
 
 

32
 
 
 
 

1:03:23
 
 
 
 

飯豊町 小関　杏実　(3)
ｺｾｷ ｱﾐ
飯豊中
( 35)    15:13
( 35)    15:13

菅野　愛夏　(6)
ｶﾝﾉ ｱｲｶ
飯豊一小
( 33)    23:06
( 16)     7:53

渡部　莉綾　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ
飯豊中
( 35)    38:14
( 35)    15:08

菅野　柚季　(4)
ｶﾝﾉ ﾕｽﾞｷ
飯豊一小
( 34)    46:39
( 22)     8:25

鈴木　みく　(3)
ｽｽﾞｷ ﾐｸ
飯豊中
( 35)  1:03:23
( 35)    16:44
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2016年8月7日 12時30分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

チーム順リスト／区間リスト

 　第１区       中学生      
 　　区間記録（SR) 11:09 小林文香(米沢五中) 原田咲雪(米沢三中)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 7 11:32 上山市   1 7 11:32 上山市 小林　結花　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 上山南中
  2 1 11:46 山形市   2 1 11:46 山形市 川田　愛佳　(3) ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ 山形十中
  3 15 11:54 中山町   3 15 11:54 中山町 鈴木　華奈　(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 中山中
  4 56 12:03 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ   4 56 12:03 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 内山　伊織　(2) ｳﾁﾔﾏ ｲｵﾘ 天栄中
  5 3 12:05 鶴岡市   5 3 12:05 鶴岡市 長谷川　砂奈(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ 豊浦中
  6 35 12:06 遊佐町   6 35 12:06 遊佐町 今井　愛紺　(2) ｲﾏｲ ｱｲｺ 遊佐中
  7 12 12:10 尾花沢市   7 12 12:10 尾花沢市 間宮　桜子　(3) ﾏﾐﾔ ｻｸﾗｺ 尾花沢中
  8 6 12:14 寒河江市   8 6 12:14 寒河江市 大沼　亜衣　(3) ｵｵﾇﾏ ｱｲ 陵西中
  9 4 12:15 酒田市   9 4 12:15 酒田市 住石　千紗　(3) ｽﾐｲｼ ﾁｻ 酒田一中
 10 8 12:25 村山市  10 8 12:25 村山市 田中　優衣　(3) ﾀﾅｶ ﾕｲ 楯岡中
 11 31 12:26 白鷹町  11 31 12:26 白鷹町 小林　咲葉　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ 白鷹中
 12 13 12:31 南陽市  12 13 12:31 南陽市 高橋　彩那　(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 赤湯中
 13 30 12:36 小国町  13 30 12:36 小国町 伊藤　　愛　(3) ｲﾄｳ ｱｲ 小国中
 14 24 12:38 真室川町  14 24 12:38 真室川町 佐藤　歩惟　(2) ｻﾄｳ ｱｲ 真室川中
 15 10 12:39 天童市  15 10 12:39 天童市 後藤　陽菜　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ 天童一中
 16 34 12:41 庄内町  16 34 12:41 庄内町 富樫　夢和　(2) ﾄｶﾞｼ ﾕﾒｶ 余目中
 17 5 12:45 新庄市  17 5 12:45 新庄市 伊藤　未結　(9) ｲﾄｳ ﾐﾕ 萩野学園
 18 25 12:52 大蔵村  18 25 12:52 大蔵村 早坂　雅妃　(1) ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ 大蔵中
 19 28 12:52 高畠町  19 28 12:52 高畠町 川井　　桜　(3) ｶﾜｲ ｻｸﾗ 高畠中
 20 19 12:55 大江町  20 19 12:55 大江町 高橋　夢叶　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 大江中
 21 9 12:57 長井市  21 9 12:57 長井市 中嶋　ひまり(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 長井北中
 22 2 13:01 米沢市  22 2 13:01 米沢市 玉虫　　凜　(2) ﾀﾏﾑｼ ﾘﾝ 米沢二中
 23 16 13:12 河北町  23 16 13:12 河北町 森　　瑞希　(2) ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 河北中
 24 20 13:16 大石田町  24 20 13:16 大石田町 柴﨑　愛有　(3) ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ 大石田中
 25 21 13:26 金山町  25 21 13:26 金山町 髙橋　佳奈子(3) ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 金山中
 26 14 13:51 山辺町  26 14 13:51 山辺町 石倉　妃華　(2) ｲｼｸﾗ ﾋﾒｶ 山辺中
 27 11 13:52 東根市  27 11 13:52 東根市 工藤　椰己　(2) ｸﾄﾞｳ ﾔｺ 大富中
 28 29 13:55 川西町  28 29 13:55 川西町 江口　瑠奈　(3) ｴｸﾞﾁ ﾙﾅ 川西中
 29 22 14:06 最上町  29 22 14:06 最上町 石山　千遥　(2) ｲｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ 最上中
 30 18 14:10 朝日町  30 18 14:10 朝日町 渡邊　志野　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ 朝日中
 31 17 14:17 西川町  31 17 14:17 西川町 黒田　琴音　(2) ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 西川中
 32 27 14:38 戸沢村  32 27 14:38 戸沢村 山内　唯生　(3) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ 戸沢中
 33 23 14:50 舟形町  33 23 14:50 舟形町 海藤　さくら(1) ｶｲﾄｳ ｻｸﾗ 舟形中
 34 26 14:58 鮭川村  34 26 14:58 鮭川村 八鍬　詩野　(3) ﾔｸﾜ ｼﾉ 鮭川中
 35 32 15:13 飯豊町  35 32 15:13 飯豊町 小関　杏実　(3) ｺｾｷ ｱﾐ 飯豊中
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 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第２区       小学生      
 　　区間記録（SR)  7:01 高橋彩花･古瀬綾菜 三上優香    

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 7 19:21 上山市   1 5  7:06 新庄市 清水　妃菜　(6) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 本合海小
  2 1 19:24 山形市   2 2  7:10 米沢市 髙橋　麗奈　(5) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 万世小
  3 12 19:36 尾花沢市   3 31  7:19 白鷹町 國谷　美裕　(6) ｸﾆﾔ ﾐﾕ 荒砥小
  4 3 19:41 鶴岡市   4 12  7:26 尾花沢市 武田　莉奈　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ 尾花沢小
  5 4 19:43 酒田市   5 4  7:28 酒田市 佐藤　美紅　(6) ｻﾄｳ ﾐｸ 松陵小
  6 31 19:45 白鷹町   6 16  7:29 河北町 奥山　悠華　(6) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 谷地中部小
  7 6 19:47 寒河江市   7 28  7:31 高畠町 渡部　莉奈　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 和田小
  8 5 19:51 新庄市   8 6  7:33 寒河江市 武田　茉里　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ 南部小
  9 56 20:02 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ   9 3  7:36 鶴岡市 川上　凛子　(6) ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｺ 大山小
 10 2 20:11 米沢市   9 10  7:36 天童市 森村　美友　(6) ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾕ 天童北部小
 11 10 20:15 天童市   9 22  7:36 最上町 大沼　葵夏　(6) ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ 月楯小
 12 28 20:23 高畠町   9 29  7:36 川西町 永沼　友梨亜(6) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕﾘｱ 小松小
 13 8 20:33 村山市  13 1  7:38 山形市 渡部　花音　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 東小
 14 15 20:39 中山町  14 11  7:40 東根市 森谷　乙葉　(6) ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ 長瀞小
 15 16 20:41 河北町  15 7  7:49 上山市 鈴木　ひより(4) ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 南小
 16 13 20:47 南陽市  16 32  7:53 飯豊町 菅野　愛夏　(6) ｶﾝﾉ ｱｲｶ 飯豊一小
 17 9 20:51 長井市  17 9  7:54 長井市 梅津　さよ　(6) ｳﾒﾂ ｻﾖ 豊田小
 18 35 20:56 遊佐町  18 27  7:59 戸沢村 野澤　七美　(6) ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 戸沢小
 19 24 21:02 真室川町  18 56  7:59 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 圓谷　美侑　(6) ﾂﾑﾗﾔ ﾐｳ 東山小
 20 19 21:09 大江町  20 14  8:06 山辺町 富樫　ひかる(6) ﾄｶﾞｼ ﾋｶﾙ 山辺小
 21 34 21:12 庄内町  21 8  8:08 村山市 須藤　有希　(6) ｽﾄｳ ﾕｷ 西郷小
 22 29 21:31 川西町  22 19  8:14 大江町 公平　莉未　(6) ｺｳﾍｲ ﾘﾐ 左沢小
 23 11 21:32 東根市  23 13  8:16 南陽市 鈴木　夢優　(5) ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 沖郷小
 24 25 21:33 大蔵村  24 24  8:24 真室川町 佐藤　　雫　(6) ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ 真室川あさひ小
 25 30 21:37 小国町  25 17  8:27 西川町 鈴木　葉月　(5) ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾞｷ 西川小
 26 22 21:42 最上町  25 23  8:27 舟形町 溝口　　悠　(6) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳ 舟形小
 27 21 21:55 金山町  27 21  8:29 金山町 加藤　詩茉　(6) ｶﾄｳ ｼﾏ 明安小
 28 14 21:57 山辺町  28 34  8:31 庄内町 大井　花南　(6) ｵｵｲ ｶﾅﾝ 余目二小
 29 20 22:18 大石田町  29 18  8:38 朝日町 梅津　彩果　(6) ｳﾒﾂ ｻﾔｶ 西五百川小
 30 27 22:37 戸沢村  30 25  8:41 大蔵村 矢口　美優　(6) ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ 大蔵小
 31 17 22:44 西川町  31 15  8:45 中山町 井上　日桜里(6) ｲﾉｳｴ ﾋｵﾘ 豊田小
 32 18 22:48 朝日町  32 35  8:50 遊佐町 高橋　佑奈　(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 遊佐小
 33 32 23:06 飯豊町  33 30  9:01 小国町 和田　愛奈　(6) ﾜﾀﾞ ｱｲﾅ 小国小
 34 23 23:17 舟形町  34 20  9:02 大石田町 髙橋　由衣　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 大石田小
 35 26 25:02 鮭川村  35 26 10:04 鮭川村 安彦　里菜　(4) ｱﾋﾞｺ ﾘﾅ 鮭川小
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 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第３区       中学生      
 　　区間記録（SR) 10:39 高橋　彩花   白鷹東中 3rd

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 30:49 山形市   1 1 11:25 山形市 村山　彩華　(2) ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 山形四中
  2 7 30:57 上山市   2 7 11:36 上山市 鈴木　ひろか(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 上山南中
  3 4 31:39 酒田市   3 35 11:39 遊佐町 髙橋　　李　(2) ﾀｶﾊｼ ﾓﾓ 遊佐中
  4 3 31:43 鶴岡市   4 2 11:55 米沢市 齋藤　帆野花(2) ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 米沢六中
  5 6 31:44 寒河江市   5 4 11:56 酒田市 住石　柚歩　(1) ｽﾐｲｼ ﾕｽﾞﾎ 酒田一中
  6 12 31:48 尾花沢市   6 6 11:57 寒河江市 芳賀　未侑　(3) ﾊｶﾞ ﾐｳ 陵東中
  7 2 32:06 米沢市   6 19 11:57 大江町 鈴木　紗和　(1) ｽｽﾞｷ ｻﾜ 大江中
  8 31 32:19 白鷹町   8 3 12:02 鶴岡市 五十嵐　紅音(2) ｲｶﾗｼ ｱｶﾈ 鶴岡四中
  9 5 32:19 新庄市   9 12 12:12 尾花沢市 清藤　　柚　(1) ｾｲﾄｳ ﾕｽﾞ 尾花沢中
 10 56 32:20 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ  10 15 12:17 中山町 志田　　愛　(2) ｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 中山中
 11 35 32:35 遊佐町  11 56 12:18 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 五十嵐　紅音(2) ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 須賀川一中
 12 28 32:42 高畠町  12 28 12:19 高畠町 會田　真央　(2) ｱｲﾀ ﾏｵ 高畠中
 13 10 32:56 天童市  13 9 12:25 長井市 遠藤　晴菜　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 長井北中
 14 15 32:56 中山町  13 30 12:25 小国町 舟山　若葉　(1) ﾌﾅﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ 小国中
 15 8 33:04 村山市  15 11 12:26 東根市 鹿野内　千寿(1) ｶﾉｳﾁ ﾁﾋﾛ 神町中
 16 19 33:06 大江町  16 5 12:28 新庄市 難波　樹璃　(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 日新中
 17 9 33:16 長井市  17 24 12:29 真室川町 杉原　杏美　(2) ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 真室川中
 18 24 33:31 真室川町  18 8 12:31 村山市 髙橋　愛香　(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 楯岡中
 19 16 33:53 河北町  19 31 12:34 白鷹町 芳賀　彩優花(3) ﾊｶﾞ ｱﾕｶ 白鷹中
 20 11 33:58 東根市  20 10 12:41 天童市 松井　　凛　(1) ﾏﾂｲ ﾘﾝ 天童四中
 21 30 34:02 小国町  20 26 12:41 鮭川村 川田　千尋　(1) ｶﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ 鮭川中
 22 13 34:09 南陽市  22 29 12:58 川西町 寒河江　空来(2) ｻｶﾞｴ ｿﾗ 川西中
 23 34 34:10 庄内町  22 34 12:58 庄内町 樋口　仁美　(3) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 余目中
 24 29 34:29 川西町  24 18 13:01 朝日町 関根　　咲　(1) ｾｷﾈ ｻｷ 朝日中
 25 21 35:00 金山町  25 21 13:05 金山町 須賀　天音　(1) ｽｶﾞ ｱﾏﾈ 金山中
 26 14 35:04 山辺町  26 14 13:07 山辺町 今野　桃花　(2) ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ 山辺中
 27 25 35:08 大蔵村  27 16 13:12 河北町 五十嵐　桜　(2) ｲｶﾞﾗｼ ｻｸﾗ 河北中
 28 22 35:22 最上町  28 20 13:18 大石田町 黒田　瑞莉　(3) ｸﾛﾀﾞ ﾐｽﾞﾘ 大石田中
 29 20 35:36 大石田町  29 13 13:22 南陽市 鈴木　梓桜　(3) ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 赤湯中
 30 18 35:49 朝日町  30 17 13:23 西川町 門脇　茉歩　(1) ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾎ 西川中
 31 17 36:07 西川町  31 25 13:35 大蔵村 八鍬　心音　(1) ﾔｸﾜ ｺｺﾈ 大蔵中
 32 27 37:31 戸沢村  32 22 13:40 最上町 阿部　七鶴　(3) ｱﾍﾞ ﾅﾂﾙ 最上中
 33 23 37:32 舟形町  33 23 14:15 舟形町 叶内　遥菜　(2) ｶﾅｳﾁ ﾊﾙﾅ 舟形中
 34 26 37:43 鮭川村  34 27 14:54 戸沢村 市川　愛美　(2) ｲﾁｶﾜ ｱﾐ 戸沢中
 35 32 38:14 飯豊町  35 32 15:08 飯豊町 渡部　莉綾　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ 飯豊中
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 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第４区       小学生
 　　区間記録（SR)  6:41 佐々木　冴佳 北星小・北海道 9th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 38:58 山形市   1 4  7:35 酒田市 岡部　こころ(6) ｵｶﾍﾞ ｺｺﾛ 西荒瀬小
  2 7 39:09 上山市   1 16  7:35 河北町 槇　　香澄　(6) ﾏｷ ｶｽﾐ 西里小
  3 4 39:14 酒田市   3 2  7:38 米沢市 加藤　　結　(6) ｶﾄｳ ﾕｲ 広幡小
  4 3 39:33 鶴岡市   3 56  7:38 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 圓谷　仁渚　(4) ﾂﾑﾗﾔ ﾆﾅ 東山小
  5 12 39:37 尾花沢市   5 31  7:43 白鷹町 中村　咲楽　(6) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 鮎貝小
  6 2 39:44 米沢市   6 11  7:45 東根市 赤川　結希　(6) ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大富小
  7 56 39:58 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ   7 12  7:49 尾花沢市 落合　　楽　(6) ｵﾁｱｲ ﾗﾗ 福原小
  8 31 40:02 白鷹町   8 3  7:50 鶴岡市 斎藤　咲希　(6) ｻｲﾄｳ ｻｷ 羽黒二小
  9 6 40:04 寒河江市   9 9  7:55 長井市 鈴木　咲良　(6) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 西根小
 10 5 40:29 新庄市  10 28  8:05 高畠町 小玉　萌美　(5) ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ 屋代小
 11 28 40:47 高畠町  11 1  8:09 山形市 中里　彩香　(6) ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔｶ 東小
 12 35 41:08 遊佐町  11 21  8:09 金山町 星川　優月　(5) ﾎｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 明安小
 13 9 41:11 長井市  13 5  8:10 新庄市 佐藤　青空　(6) ｻﾄｳ ｿﾗ 沼田小
 14 15 41:16 中山町  14 7  8:12 上山市 増子　　碧　(4) ﾏｽｺ ｱｵｲ 南小
 15 8 41:25 村山市  14 22  8:12 最上町 結城　真央　(5) ﾕｳｷ ﾏｵ 大堀小
 16 16 41:28 河北町  16 6  8:20 寒河江市 齋藤　風花　(6) ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 寒河江中部小
 17 10 41:32 天童市  16 15  8:20 中山町 柏倉　うみ　(6) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 長崎小
 18 19 41:39 大江町  16 23  8:20 舟形町 八鍬　涼香　(6) ﾔｸﾜ ｽｽﾞｶ 舟形小
 19 11 41:43 東根市  16 24  8:20 真室川町 佐藤　　陽　(4) ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 真室川あさひ小
 20 24 41:51 真室川町  20 8  8:21 村山市 大山　留愛　(5) ｵｵﾔﾏ ﾙｱ 楯岡小
 21 30 42:28 小国町  20 14  8:21 山辺町 佐藤　叶美　(6) ｻﾄｳ ｶﾅﾐ 相模小
 22 34 42:44 庄内町  22 32  8:25 飯豊町 菅野　柚季　(4) ｶﾝﾉ ﾕｽﾞｷ 飯豊一小
 23 13 42:56 南陽市  23 30  8:26 小国町 小林　明莉　(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 小国小
 24 29 43:04 川西町  24 19  8:33 大江町 林　　美怜　(5) ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 本郷東小
 25 21 43:09 金山町  24 35  8:33 遊佐町 白崎　楽羅　(6) ｼﾗｻｷ ｻｻﾗ 遊佐小
 26 14 43:25 山辺町  26 34  8:34 庄内町 佐藤　葵音　(6) ｻﾄｳ ｷﾉﾝ 余目一小
 27 22 43:34 最上町  27 27  8:35 戸沢村 岡田　音羽　(6) ｵｶﾀﾞ ｵﾄﾊ 戸沢小
 28 25 44:16 大蔵村  27 29  8:35 川西町 伊藤　みつき(6) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 中郡小
 29 20 44:47 大石田町  29 10  8:36 天童市 秋葉　日愛　(6) ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 天童中部小
 30 18 45:11 朝日町  30 13  8:47 南陽市 土屋　心愛　(4) ﾂﾁﾔ ｺｺｱ 中川小
 31 17 45:34 西川町  31 25  9:08 大蔵村 八鍬　友音　(5) ﾔｸﾜ ﾄﾓﾈ 大蔵小
 32 23 45:52 舟形町  32 20  9:11 大石田町 石川　美裕　(5) ｲｼｶﾜ ﾐﾋﾛ 大石田小
 33 27 46:06 戸沢村  33 18  9:22 朝日町 堀　　雪菜　(6) ﾎﾘ ﾕｷﾅ 大谷小
 34 32 46:39 飯豊町  34 17  9:27 西川町 後藤　未由　(6) ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 西川小
 35 26 47:29 鮭川村  35 26  9:46 鮭川村 井上　梨々花(5) ｲﾉｳｴ ﾘﾘｶ 鮭川小
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 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子全国大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          47:52  　函館ＣＲＳ（北海道）  　第９回 2014.8.3

 チーム順リスト／区間リスト

 　第５区       中学生
 　　区間記録（SR) 10:33 石澤　希らら 上山南中 10th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- ----------- -------- ---- ---- -------- ----------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 7 50:13 上山市   1 7 11:04 上山市 石山　心菜　(1) ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ 上山南中
  2 1 50:27 山形市   2 28 11:25 高畠町 加藤　　凜　(2) ｶﾄｳ ﾘﾝ 高畠中
  3 4 50:50 酒田市   3 3 11:26 鶴岡市 伊藤　望愛　(2) ｲﾄｳ ﾉｱ 鶴岡一中
  4 3 50:59 鶴岡市   4 1 11:29 山形市 中村　友加里(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 山形五中
  5 31 51:32 白鷹町   5 31 11:30 白鷹町 五十嶺　唯　(3) ｲｽﾞﾐﾈ ﾕｲ 白鷹中
  6 6 51:55 寒河江市   6 4 11:36 酒田市 菅原　愛捺　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ 鳥海八幡中
  7 12 52:09 尾花沢市   7 6 11:51 寒河江市 齋藤　　葵　(2) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 陵東中
  8 28 52:12 高畠町   8 5 12:02 新庄市 髙橋　紗耶　(3) ﾀｶﾊｼ ｻﾔ 新庄中
  9 56 52:26 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ   8 35 12:02 遊佐町 佐藤　綾音　(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 遊佐中
 10 5 52:31 新庄市  10 21 12:15 金山町 髙橋　美里　(2) ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 金山中
 11 2 52:52 米沢市  11 10 12:16 天童市 國井　日菜乃(1) ｸﾆｲ ﾋﾅﾉ 天童四中
 12 35 53:10 遊佐町  12 23 12:20 舟形町 小谷　春菜　(2) ｺﾀﾆ ﾊﾙﾅ 舟形中
 13 10 53:48 天童市  13 34 12:22 庄内町 太田　愛瑠　(2) ｵｵﾀ ｱｲﾙ 余目中
 14 9 53:55 長井市  14 11 12:23 東根市 相澤　リオナ(1) ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵﾅ 東根一中
 15 15 54:02 中山町  15 56 12:28 円谷ﾗﾝﾅｰｽﾞ 伊藤　さやか(2) ｲﾄｳ ｻﾔｶ 三穂田中
 16 11 54:06 東根市  16 19 12:29 大江町 柏倉　　咲　(1) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｻｷ 大江中
 17 19 54:08 大江町  17 12 12:32 尾花沢市 落合　　虹　(1) ｵﾁｱｲ ﾅﾅ 福原中
 18 24 54:47 真室川町  18 9 12:44 長井市 小松　くるみ(2) ｺﾏﾂ ｸﾙﾐ 長井南中
 19 34 55:06 庄内町  19 15 12:46 中山町 多田　有花　(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳｶ 中山中
 20 21 55:24 金山町  20 24 12:56 真室川町 小座間　日翔(2) ｵｻﾞﾏ ﾆﾁｶ 真室川中
 21 8 55:31 村山市  21 2 13:08 米沢市 有田　香月　(3) ｱﾘﾀ ｶﾂﾞｷ 米沢七中
 22 16 55:36 河北町  22 30 13:21 小国町 永井　皓理　(1) ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ 小国中
 23 30 55:49 小国町  23 22 13:31 最上町 八鍬　愛沙　(1) ﾔｸﾜ ｱｲｼｬ 最上中
 24 29 56:54 川西町  24 18 13:45 朝日町 関根　　萌　(2) ｾｷﾈ ﾓｴ 朝日中
 25 22 57:05 最上町  25 14 13:47 山辺町 渡辺　純佳　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｶ 山辺中
 26 14 57:12 山辺町  26 29 13:50 川西町 高橋　菜々花(3) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ 川西中
 27 13 57:20 南陽市  27 17 14:00 西川町 設楽　愛子　(1) ｼﾀﾗ ｱｺ 西川中
 28 23 58:12 舟形町  28 8 14:06 村山市 宇津井　美玲(2) ｳﾂｲ ﾐﾚｲ 楯岡中
 29 25 58:49 大蔵村  29 16 14:08 河北町 池田　真菜　(2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾅ 河北中
 30 18 58:56 朝日町  30 13 14:24 南陽市 中村　　彩　(3) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 赤湯中
 31 17 59:34 西川町  31 27 14:25 戸沢村 八鍬　亜美香(2) ﾔｸﾜ ｱﾐｶ 戸沢中
 32 20 59:53 大石田町  32 25 14:33 大蔵村 笹原　彩葉　(2) ｻｻﾊﾗ ｲﾛﾊ 大蔵中
 33 27 1:00:31 戸沢村  33 26 14:50 鮭川村 山石　　恋　(2) ﾔﾏｲｼ ﾚﾝ 鮭川中
 34 26 1:02:19 鮭川村  34 20 15:06 大石田町 安達　朱梨　(1) ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾘ 大石田中
 35 32 1:03:23 飯豊町  35 32 16:44 飯豊町 鈴木　みく　(3) ｽｽﾞｷ ﾐｸ 飯豊中
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 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会
 2016年8月7日 12時30分　スタート

 会場:蔵王坊平アスリートヴィレッジ

主催:(一財)山形陸上競技協会･山形県･山形県教育委員会･上山市･上山市教育委員会
共催:(公財)山形県体育協会･上山市体育協会･(公社)山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興21世紀協会

審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

女子県内大会 駅伝

総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 上山市 50:13

第２位 山形市 50:27

第３位 酒田市 50:50

第４位 鶴岡市 50:59

第５位 白鷹町 51:32

第６位 寒河江市 51:55

第７位 尾花沢市 52:09

第８位 高畠町 52:12

区間賞
区間 氏名 チーム 所属 記録 備考

第１区(中学生) 小林　結花　(2) 上山市 上山南中 11:32

第２区(小学生) 清水　妃菜　(6) 新庄市 本合海小  7:06

第３区(中学生) 村山　彩華　(2) 山形市 山形四中 11:25

第４区(小学生)
岡部　こころ(6) 酒田市 西荒瀬小

 7:35
槇　　香澄　(6) 河北町 西里小

第５区(中学生) 石山　心菜　(1) 上山市 上山南中 11:04



2016年8月7日 12時30分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子県内大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

大会記録          48:11  　米沢市      　　　　　　第12回 2009.8.2
　　　　　　　　　　　　　 上山市　　　　　　　　　第15回 2012.8.5

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生

第２区
小学生

第３区
中学生

第４区
小学生

第５区
中学生

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 高橋彩花(東根小)
 古瀬綾菜(尾花沢小)
    7:01

 高橋　彩花  
 白鷹東中 11th
   10:39

 武田千捺（尾花沢小）
 関　彩夏（上山南小）
    7:08

 石澤　希らら
 上山南中 18th
   10:33

1
 
 
 
 

7
 
 
 
 

50:13
 
 
 
 

上山市 小林　結花　(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ
上山南中
(  1)    11:32
(  1)    11:32

鈴木　ひより(4)
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
南小
(  1)    19:21
( 15)     7:49

鈴木　ひろか(3)
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ
上山南中
(  2)    30:57
(  2)    11:36

増子　　碧　(4)
ﾏｽｺ ｱｵｲ
南小
(  2)    39:09
( 13)     8:12

石山　心菜　(1)
ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ
上山南中
(  1)    50:13
(  1)    11:04

2
 
 
 
 

1
 
 
 
 

50:27
 
 
 
 

山形市 川田　愛佳　(3)
ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ
山形十中
(  2)    11:46
(  2)    11:46

渡部　花音　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ
東小
(  2)    19:24
( 13)     7:38

村山　彩華　(2)
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ
山形四中
(  1)    30:49
(  1)    11:25

中里　彩香　(6)
ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔｶ
東小
(  1)    38:58
( 10)     8:09

中村　友加里(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ
山形五中
(  2)    50:27
(  4)    11:29

3
 
 
 
 

4
 
 
 
 

50:50
 
 
 
 

酒田市 住石　千紗　(3)
ｽﾐｲｼ ﾁｻ
酒田一中
(  8)    12:15
(  8)    12:15

佐藤　美紅　(6)
ｻﾄｳ ﾐｸ
松陵小
(  5)    19:43
(  5)     7:28

住石　柚歩　(1)
ｽﾐｲｼ ﾕｽﾞﾎ
酒田一中
(  3)    31:39
(  5)    11:56

岡部　こころ(6)
ｵｶﾍﾞ ｺｺﾛ
西荒瀬小
(  3)    39:14
(  1)     7:35

菅原　愛捺　(2)
ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ
鳥海八幡中
(  3)    50:50
(  6)    11:36

4
 
 
 
 

3
 
 
 
 

50:59
 
 
 
 

鶴岡市 長谷川　砂奈(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ
豊浦中
(  4)    12:05
(  4)    12:05

川上　凛子　(6)
ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｺ
大山小
(  4)    19:41
(  9)     7:36

五十嵐　紅音(2)
ｲｶﾗｼ ｱｶﾈ
鶴岡四中
(  4)    31:43
(  8)    12:02

斎藤　咲希　(6)
ｻｲﾄｳ ｻｷ
羽黒二小
(  4)    39:33
(  7)     7:50

伊藤　望愛　(2)
ｲﾄｳ ﾉｱ
鶴岡一中
(  4)    50:59
(  3)    11:26

5
 
 
 
 

31
 
 
 
 

51:32
 
 
 
 

白鷹町 小林　咲葉　(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ
白鷹中
( 10)    12:26
( 10)    12:26

國谷　美裕　(6)
ｸﾆﾔ ﾐﾕ
荒砥小
(  6)    19:45
(  3)     7:19

芳賀　彩優花(3)
ﾊｶﾞ ｱﾕｶ
白鷹中
(  8)    32:19
( 18)    12:34

中村　咲楽　(6)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ
鮎貝小
(  7)    40:02
(  4)     7:43

五十嶺　唯　(3)
ｲｽﾞﾐﾈ ﾕｲ
白鷹中
(  5)    51:32
(  5)    11:30

6
 
 
 
 

6
 
 
 
 

51:55
 
 
 
 

寒河江市 大沼　亜衣　(3)
ｵｵﾇﾏ ｱｲ
陵西中
(  7)    12:14
(  7)    12:14

武田　茉里　(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ
南部小
(  7)    19:47
(  8)     7:33

芳賀　未侑　(3)
ﾊｶﾞ ﾐｳ
陵東中
(  5)    31:44
(  6)    11:57

齋藤　風花　(6)
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
寒河江中部小
(  8)    40:04
( 15)     8:20

齋藤　　葵　(2)
ｻｲﾄｳ ｱｵｲ
陵東中
(  6)    51:55
(  7)    11:51

7
 
 
 
 

12
 
 
 
 

52:09
 
 
 
 

尾花沢市 間宮　桜子　(3)
ﾏﾐﾔ ｻｸﾗｺ
尾花沢中
(  6)    12:10
(  6)    12:10

武田　莉奈　(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ
尾花沢小
(  3)    19:36
(  4)     7:26

清藤　　柚　(1)
ｾｲﾄｳ ﾕｽﾞ
尾花沢中
(  6)    31:48
(  9)    12:12

落合　　楽　(6)
ｵﾁｱｲ ﾗﾗ
福原小
(  5)    39:37
(  6)     7:49

落合　　虹　(1)
ｵﾁｱｲ ﾅﾅ
福原中
(  7)    52:09
( 16)    12:32

8
 
 
 
 

28
 
 
 
 

52:12
 
 
 
 

高畠町 川井　　桜　(3)
ｶﾜｲ ｻｸﾗ
高畠中
( 18)    12:52
( 18)    12:52

渡部　莉奈　(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ
和田小
( 11)    20:23
(  7)     7:31

會田　真央　(2)
ｱｲﾀ ﾏｵ
高畠中
( 11)    32:42
( 11)    12:19

小玉　萌美　(5)
ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ
屋代小
( 10)    40:47
(  9)     8:05

加藤　　凜　(2)
ｶﾄｳ ﾘﾝ
高畠中
(  8)    52:12
(  2)    11:25

9
 
 
 
 

5
 
 
 
 

52:31
 
 
 
 

新庄市 伊藤　未結　(9)
ｲﾄｳ ﾐﾕ
萩野学園
( 16)    12:45
( 16)    12:45

清水　妃菜　(6)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ
本合海小
(  8)    19:51
(  1)     7:06

難波　樹璃　(2)
ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾘ
日新中
(  9)    32:19
( 15)    12:28

佐藤　青空　(6)
ｻﾄｳ ｿﾗ
沼田小
(  9)    40:29
( 12)     8:10

髙橋　紗耶　(3)
ﾀｶﾊｼ ｻﾔ
新庄中
(  9)    52:31
(  8)    12:02

10
 
 
 
 

2
 
 
 
 

52:52
 
 
 
 

米沢市 玉虫　　凜　(2)
ﾀﾏﾑｼ ﾘﾝ
米沢二中
( 21)    13:01
( 21)    13:01

髙橋　麗奈　(5)
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ
万世小
(  9)    20:11
(  2)     7:10

齋藤　帆野花(2)
ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ
米沢六中
(  7)    32:06
(  4)    11:55

加藤　　結　(6)
ｶﾄｳ ﾕｲ
広幡小
(  6)    39:44
(  3)     7:38

有田　香月　(3)
ｱﾘﾀ ｶﾂﾞｷ
米沢七中
( 10)    52:52
( 20)    13:08

11
 
 
 
 

35
 
 
 
 

53:10
 
 
 
 

遊佐町 今井　愛紺　(2)
ｲﾏｲ ｱｲｺ
遊佐中
(  5)    12:06
(  5)    12:06

高橋　佑奈　(5)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ
遊佐小
( 17)    20:56
( 31)     8:50

髙橋　　李　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓ
遊佐中
( 10)    32:35
(  3)    11:39

白崎　楽羅　(6)
ｼﾗｻｷ ｻｻﾗ
遊佐小
( 11)    41:08
( 23)     8:33

佐藤　綾音　(2)
ｻﾄｳ ｱﾔﾈ
遊佐中
( 11)    53:10
(  8)    12:02

12
 
 
 
 

10
 
 
 
 

53:48
 
 
 
 

天童市 後藤　陽菜　(3)
ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ
天童一中
( 14)    12:39
( 14)    12:39

森村　美友　(6)
ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾕ
天童北部小
( 10)    20:15
(  9)     7:36

松井　　凛　(1)
ﾏﾂｲ ﾘﾝ
天童四中
( 12)    32:56
( 19)    12:41

秋葉　日愛　(6)
ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ
天童中部小
( 16)    41:32
( 27)     8:36

國井　日菜乃(1)
ｸﾆｲ ﾋﾅﾉ
天童四中
( 12)    53:48
( 11)    12:16

13
 
 
 
 

9
 
 
 
 

53:55
 
 
 
 

長井市 中嶋　ひまり(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ
長井北中
( 20)    12:57
( 20)    12:57

梅津　さよ　(6)
ｳﾒﾂ ｻﾖ
豊田小
( 16)    20:51
( 17)     7:54

遠藤　晴菜　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ
長井北中
( 16)    33:16
( 12)    12:25

鈴木　咲良　(6)
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ
西根小
( 12)    41:11
(  8)     7:55

小松　くるみ(2)
ｺﾏﾂ ｸﾙﾐ
長井南中
( 13)    53:55
( 17)    12:44

14
 
 
 
 

15
 
 
 
 

54:02
 
 
 
 

中山町 鈴木　華奈　(2)
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ
中山中
(  3)    11:54
(  3)    11:54

井上　日桜里(6)
ｲﾉｳｴ ﾋｵﾘ
豊田小
( 13)    20:39
( 30)     8:45

志田　　愛　(2)
ｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
中山中
( 13)    32:56
( 10)    12:17

柏倉　うみ　(6)
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ
長崎小
( 13)    41:16
( 15)     8:20

多田　有花　(3)
ﾀﾀﾞ ﾕｳｶ
中山中
( 14)    54:02
( 18)    12:46

15
 
 
 
 

11
 
 
 
 

54:06
 
 
 
 

東根市 工藤　椰己　(2)
ｸﾄﾞｳ ﾔｺ
大富中
( 26)    13:52
( 26)    13:52

森谷　乙葉　(6)
ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ
長瀞小
( 22)    21:32
( 14)     7:40

鹿野内　千寿(1)
ｶﾉｳﾁ ﾁﾋﾛ
神町中
( 19)    33:58
( 14)    12:26

赤川　結希　(6)
ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ
大富小
( 18)    41:43
(  5)     7:45

相澤　リオナ(1)
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵﾅ
東根一中
( 15)    54:06
( 14)    12:23
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 総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生

第２区
小学生

第３区
中学生

第４区
小学生

第５区
中学生

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 高橋彩花(東根小)
 古瀬綾菜(尾花沢小)
    7:01

 高橋　彩花  
 白鷹東中 11th
   10:39

 武田千捺（尾花沢小）
 関　彩夏（上山南小）
    7:08

 石澤　希らら
 上山南中 18th
   10:33

16
 
 
 
 

19
 
 
 
 

54:08
 
 
 
 

大江町 高橋　夢叶　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ
大江中
( 19)    12:55
( 19)    12:55

公平　莉未　(6)
ｺｳﾍｲ ﾘﾐ
左沢小
( 19)    21:09
( 21)     8:14

鈴木　紗和　(1)
ｽｽﾞｷ ｻﾜ
大江中
( 15)    33:06
(  6)    11:57

林　　美怜　(5)
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ
本郷東小
( 17)    41:39
( 23)     8:33

柏倉　　咲　(1)
ｶｼﾜｸﾞﾗ ｻｷ
大江中
( 16)    54:08
( 15)    12:29

17
 
 
 
 

24
 
 
 
 

54:47
 
 
 
 

真室川町 佐藤　歩惟　(2)
ｻﾄｳ ｱｲ
真室川中
( 13)    12:38
( 13)    12:38

佐藤　　雫　(6)
ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ
真室川あさひ小
( 18)    21:02
( 23)     8:24

杉原　杏美　(2)
ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ
真室川中
( 17)    33:31
( 16)    12:29

佐藤　　陽　(4)
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ
真室川あさひ小
( 19)    41:51
( 15)     8:20

小座間　日翔(2)
ｵｻﾞﾏ ﾆﾁｶ
真室川中
( 17)    54:47
( 19)    12:56

18
 
 
 
 

34
 
 
 
 

55:06
 
 
 
 

庄内町 富樫　夢和　(2)
ﾄｶﾞｼ ﾕﾒｶ
余目中
( 15)    12:41
( 15)    12:41

大井　花南　(6)
ｵｵｲ ｶﾅﾝ
余目二小
( 20)    21:12
( 27)     8:31

樋口　仁美　(3)
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ
余目中
( 22)    34:10
( 21)    12:58

佐藤　葵音　(6)
ｻﾄｳ ｷﾉﾝ
余目一小
( 21)    42:44
( 25)     8:34

太田　愛瑠　(2)
ｵｵﾀ ｱｲﾙ
余目中
( 18)    55:06
( 13)    12:22

19
 
 
 
 

21
 
 
 
 

55:24
 
 
 
 

金山町 髙橋　佳奈子(3)
ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ
金山中
( 24)    13:26
( 24)    13:26

加藤　詩茉　(6)
ｶﾄｳ ｼﾏ
明安小
( 26)    21:55
( 26)     8:29

須賀　天音　(1)
ｽｶﾞ ｱﾏﾈ
金山中
( 24)    35:00
( 24)    13:05

星川　優月　(5)
ﾎｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ
明安小
( 24)    43:09
( 10)     8:09

髙橋　美里　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ
金山中
( 19)    55:24
( 10)    12:15

20
 
 
 
 

8
 
 
 
 

55:31
 
 
 
 

村山市 田中　優衣　(3)
ﾀﾅｶ ﾕｲ
楯岡中
(  9)    12:25
(  9)    12:25

須藤　有希　(6)
ｽﾄｳ ﾕｷ
西郷小
( 12)    20:33
( 20)     8:08

髙橋　愛香　(2)
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ
楯岡中
( 14)    33:04
( 17)    12:31

大山　留愛　(5)
ｵｵﾔﾏ ﾙｱ
楯岡小
( 14)    41:25
( 19)     8:21

宇津井　美玲(2)
ｳﾂｲ ﾐﾚｲ
楯岡中
( 20)    55:31
( 27)    14:06

21
 
 
 
 

16
 
 
 
 

55:36
 
 
 
 

河北町 森　　瑞希　(2)
ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ
河北中
( 22)    13:12
( 22)    13:12

奥山　悠華　(6)
ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ
谷地中部小
( 14)    20:41
(  6)     7:29

五十嵐　桜　(2)
ｲｶﾞﾗｼ ｻｸﾗ
河北中
( 18)    33:53
( 26)    13:12

槇　　香澄　(6)
ﾏｷ ｶｽﾐ
西里小
( 15)    41:28
(  1)     7:35

池田　真菜　(2)
ｲｹﾀﾞ ﾏﾅ
河北中
( 21)    55:36
( 28)    14:08

22
 
 
 
 

30
 
 
 
 

55:49
 
 
 
 

小国町 伊藤　　愛　(3)
ｲﾄｳ ｱｲ
小国中
( 12)    12:36
( 12)    12:36

和田　愛奈　(6)
ﾜﾀﾞ ｱｲﾅ
小国小
( 24)    21:37
( 32)     9:01

舟山　若葉　(1)
ﾌﾅﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ
小国中
( 20)    34:02
( 12)    12:25

小林　明莉　(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ
小国小
( 20)    42:28
( 22)     8:26

永井　皓理　(1)
ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ
小国中
( 22)    55:49
( 21)    13:21

23
 
 
 
 

29
 
 
 
 

56:54
 
 
 
 

川西町 江口　瑠奈　(3)
ｴｸﾞﾁ ﾙﾅ
川西中
( 27)    13:55
( 27)    13:55

永沼　友梨亜(6)
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕﾘｱ
小松小
( 21)    21:31
(  9)     7:36

寒河江　空来(2)
ｻｶﾞｴ ｿﾗ
川西中
( 23)    34:29
( 21)    12:58

伊藤　みつき(6)
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ
中郡小
( 23)    43:04
( 26)     8:35

高橋　菜々花(3)
ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ
川西中
( 23)    56:54
( 25)    13:50

24
 
 
 
 

22
 
 
 
 

57:05
 
 
 
 

最上町 石山　千遥　(2)
ｲｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ
最上中
( 28)    14:06
( 28)    14:06

大沼　葵夏　(6)
ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ
月楯小
( 25)    21:42
(  9)     7:36

阿部　七鶴　(3)
ｱﾍﾞ ﾅﾂﾙ
最上中
( 27)    35:22
( 31)    13:40

結城　真央　(5)
ﾕｳｷ ﾏｵ
大堀小
( 26)    43:34
( 13)     8:12

八鍬　愛沙　(1)
ﾔｸﾜ ｱｲｼｬ
最上中
( 24)    57:05
( 22)    13:31

25
 
 
 
 

14
 
 
 
 

57:12
 
 
 
 

山辺町 石倉　妃華　(2)
ｲｼｸﾗ ﾋﾒｶ
山辺中
( 25)    13:51
( 25)    13:51

富樫　ひかる(6)
ﾄｶﾞｼ ﾋｶﾙ
山辺小
( 27)    21:57
( 19)     8:06

今野　桃花　(2)
ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ
山辺中
( 25)    35:04
( 25)    13:07

佐藤　叶美　(6)
ｻﾄｳ ｶﾅﾐ
相模小
( 25)    43:25
( 19)     8:21

渡辺　純佳　(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｶ
山辺中
( 25)    57:12
( 24)    13:47

26
 
 
 
 

13
 
 
 
 

57:20
 
 
 
 

南陽市 高橋　彩那　(1)
ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ
赤湯中
( 11)    12:31
( 11)    12:31

鈴木　夢優　(5)
ｽｽﾞｷ ﾐﾕ
沖郷小
( 15)    20:47
( 22)     8:16

鈴木　梓桜　(3)
ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ
赤湯中
( 21)    34:09
( 28)    13:22

土屋　心愛　(4)
ﾂﾁﾔ ｺｺｱ
中川小
( 22)    42:56
( 28)     8:47

中村　　彩　(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ
赤湯中
( 26)    57:20
( 29)    14:24

27
 
 
 
 

23
 
 
 
 

58:12
 
 
 
 

舟形町 海藤　さくら(1)
ｶｲﾄｳ ｻｸﾗ
舟形中
( 32)    14:50
( 32)    14:50

溝口　　悠　(6)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳ
舟形小
( 33)    23:17
( 24)     8:27

叶内　遥菜　(2)
ｶﾅｳﾁ ﾊﾙﾅ
舟形中
( 32)    37:32
( 33)    14:15

八鍬　涼香　(6)
ﾔｸﾜ ｽｽﾞｶ
舟形小
( 31)    45:52
( 15)     8:20

小谷　春菜　(2)
ｺﾀﾆ ﾊﾙﾅ
舟形中
( 27)    58:12
( 12)    12:20

28
 
 
 
 

25
 
 
 
 

58:49
 
 
 
 

大蔵村 早坂　雅妃　(1)
ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ
大蔵中
( 17)    12:52
( 17)    12:52

矢口　美優　(6)
ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ
大蔵小
( 23)    21:33
( 29)     8:41

八鍬　心音　(1)
ﾔｸﾜ ｺｺﾈ
大蔵中
( 26)    35:08
( 30)    13:35

八鍬　友音　(5)
ﾔｸﾜ ﾄﾓﾈ
大蔵小
( 27)    44:16
( 29)     9:08

笹原　彩葉　(2)
ｻｻﾊﾗ ｲﾛﾊ
大蔵中
( 28)    58:49
( 31)    14:33

29
 
 
 
 

18
 
 
 
 

58:56
 
 
 
 

朝日町 渡邊　志野　(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ
朝日中
( 29)    14:10
( 29)    14:10

梅津　彩果　(6)
ｳﾒﾂ ｻﾔｶ
西五百川小
( 31)    22:48
( 28)     8:38

関根　　咲　(1)
ｾｷﾈ ｻｷ
朝日中
( 29)    35:49
( 23)    13:01

堀　　雪菜　(6)
ﾎﾘ ﾕｷﾅ
大谷小
( 29)    45:11
( 31)     9:22

関根　　萌　(2)
ｾｷﾈ ﾓｴ
朝日中
( 29)    58:56
( 23)    13:45

30
 
 
 
 

17
 
 
 
 

59:34
 
 
 
 

西川町 黒田　琴音　(2)
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ
西川中
( 30)    14:17
( 30)    14:17

鈴木　葉月　(5)
ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾞｷ
西川小
( 30)    22:44
( 24)     8:27

門脇　茉歩　(1)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾎ
西川中
( 30)    36:07
( 29)    13:23

後藤　未由　(6)
ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ
西川小
( 30)    45:34
( 32)     9:27

設楽　愛子　(1)
ｼﾀﾗ ｱｺ
西川中
( 30)    59:34
( 26)    14:00



 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          48:11  　米沢市      　　　　　　第12回 2009.8.2
 　　　　　　　　　　　　　 上山市　　　　　　　　　第15回 2012.8.5

 総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
中学生

第２区
小学生

第３区
中学生

第４区
小学生

第５区
中学生

 小林文香(米沢五中)
 原田咲雪(米沢三中)
   11:09

 高橋彩花(東根小)
 古瀬綾菜(尾花沢小)
    7:01

 高橋　彩花  
 白鷹東中 11th
   10:39

 武田千捺（尾花沢小）
 関　彩夏（上山南小）
    7:08

 石澤　希らら
 上山南中 18th
   10:33

31
 
 
 
 

20
 
 
 
 

59:53
 
 
 
 

大石田町 柴﨑　愛有　(3)
ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ
大石田中
( 23)    13:16
( 23)    13:16

髙橋　由衣　(6)
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ
大石田小
( 28)    22:18
( 33)     9:02

黒田　瑞莉　(3)
ｸﾛﾀﾞ ﾐｽﾞﾘ
大石田中
( 28)    35:36
( 27)    13:18

石川　美裕　(5)
ｲｼｶﾜ ﾐﾋﾛ
大石田小
( 28)    44:47
( 30)     9:11

安達　朱梨　(1)
ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾘ
大石田中
( 31)    59:53
( 33)    15:06

32
 
 
 
 

27
 
 
 
 

1:00:31
 
 
 
 

戸沢村 山内　唯生　(3)
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ
戸沢中
( 31)    14:38
( 31)    14:38

野澤　七美　(6)
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
戸沢小
( 29)    22:37
( 18)     7:59

市川　愛美　(2)
ｲﾁｶﾜ ｱﾐ
戸沢中
( 31)    36:31
( 32)    13:54

岡田　音羽　(6)
ｵｶﾀﾞ ｵﾄﾊ
戸沢小
( 32)    46:06
( 33)     9:35

八鍬　亜美香(2)
ﾔｸﾜ ｱﾐｶ
戸沢中
( 32)  1:00:31
( 30)    14:25

33
 
 
 
 

26
 
 
 
 

1:02:19
 
 
 
 

鮭川村 八鍬　詩野　(3)
ﾔｸﾜ ｼﾉ
鮭川中
( 33)    14:58
( 33)    14:58

安彦　里菜　(4)
ｱﾋﾞｺ ﾘﾅ
鮭川小
( 34)    25:02
( 34)    10:04

川田　千尋　(1)
ｶﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ
鮭川中
( 33)    37:43
( 19)    12:41

井上　梨々花(5)
ｲﾉｳｴ ﾘﾘｶ
鮭川小
( 34)    47:29
( 34)     9:46

山石　　恋　(2)
ﾔﾏｲｼ ﾚﾝ
鮭川中
( 33)  1:02:19
( 32)    14:50

34
 
 
 
 

32
 
 
 
 

1:03:23
 
 
 
 

飯豊町 小関　杏実　(3)
ｺｾｷ ｱﾐ
飯豊中
( 34)    15:13
( 34)    15:13

菅野　愛夏　(6)
ｶﾝﾉ ｱｲｶ
飯豊一小
( 32)    23:06
( 16)     7:53

渡部　莉綾　(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ
飯豊中
( 34)    38:14
( 34)    15:08

菅野　柚季　(4)
ｶﾝﾉ ﾕｽﾞｷ
飯豊一小
( 33)    46:39
( 21)     8:25

鈴木　みく　(3)
ｽｽﾞｷ ﾐｸ
飯豊中
( 34)  1:03:23
( 34)    16:44



2016年8月7日 12時30分スタート第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子県内大会 駅伝
審 判 長:今野　光人
記録主任:佐藤　徳男

チーム順リスト／区間リスト

 　第１区       中学生       (3.0km)     
 　　区間記録（SR) 11:09 小林文香(米沢五中) 原田咲雪(米沢三中)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 7 11:32 上山市   1 7 11:32 上山市 小林　結花　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 上山南中
  2 1 11:46 山形市   2 1 11:46 山形市 川田　愛佳　(3) ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ 山形十中
  3 15 11:54 中山町   3 15 11:54 中山町 鈴木　華奈　(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 中山中
  4 3 12:05 鶴岡市   4 3 12:05 鶴岡市 長谷川　砂奈(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ 豊浦中
  5 35 12:06 遊佐町   5 35 12:06 遊佐町 今井　愛紺　(2) ｲﾏｲ ｱｲｺ 遊佐中
  6 12 12:10 尾花沢市   6 12 12:10 尾花沢市 間宮　桜子　(3) ﾏﾐﾔ ｻｸﾗｺ 尾花沢中
  7 6 12:14 寒河江市   7 6 12:14 寒河江市 大沼　亜衣　(3) ｵｵﾇﾏ ｱｲ 陵西中
  8 4 12:15 酒田市   8 4 12:15 酒田市 住石　千紗　(3) ｽﾐｲｼ ﾁｻ 酒田一中
  9 8 12:25 村山市   9 8 12:25 村山市 田中　優衣　(3) ﾀﾅｶ ﾕｲ 楯岡中
 10 31 12:26 白鷹町  10 31 12:26 白鷹町 小林　咲葉　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖ 白鷹中
 11 13 12:31 南陽市  11 13 12:31 南陽市 高橋　彩那　(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 赤湯中
 12 30 12:36 小国町  12 30 12:36 小国町 伊藤　　愛　(3) ｲﾄｳ ｱｲ 小国中
 13 24 12:38 真室川町  13 24 12:38 真室川町 佐藤　歩惟　(2) ｻﾄｳ ｱｲ 真室川中
 14 10 12:39 天童市  14 10 12:39 天童市 後藤　陽菜　(3) ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ 天童一中
 15 34 12:41 庄内町  15 34 12:41 庄内町 富樫　夢和　(2) ﾄｶﾞｼ ﾕﾒｶ 余目中
 16 5 12:45 新庄市  16 5 12:45 新庄市 伊藤　未結　(9) ｲﾄｳ ﾐﾕ 萩野学園
 17 25 12:52 大蔵村  17 25 12:52 大蔵村 早坂　雅妃　(1) ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ 大蔵中
 18 28 12:52 高畠町  18 28 12:52 高畠町 川井　　桜　(3) ｶﾜｲ ｻｸﾗ 高畠中
 19 19 12:55 大江町  19 19 12:55 大江町 高橋　夢叶　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 大江中
 20 9 12:57 長井市  20 9 12:57 長井市 中嶋　ひまり(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 長井北中
 21 2 13:01 米沢市  21 2 13:01 米沢市 玉虫　　凜　(2) ﾀﾏﾑｼ ﾘﾝ 米沢二中
 22 16 13:12 河北町  22 16 13:12 河北町 森　　瑞希　(2) ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 河北中
 23 20 13:16 大石田町  23 20 13:16 大石田町 柴﨑　愛有　(3) ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ 大石田中
 24 21 13:26 金山町  24 21 13:26 金山町 髙橋　佳奈子(3) ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 金山中
 25 14 13:51 山辺町  25 14 13:51 山辺町 石倉　妃華　(2) ｲｼｸﾗ ﾋﾒｶ 山辺中
 26 11 13:52 東根市  26 11 13:52 東根市 工藤　椰己　(2) ｸﾄﾞｳ ﾔｺ 大富中
 27 29 13:55 川西町  27 29 13:55 川西町 江口　瑠奈　(3) ｴｸﾞﾁ ﾙﾅ 川西中
 28 22 14:06 最上町  28 22 14:06 最上町 石山　千遥　(2) ｲｼﾔﾏ ﾁﾊﾙ 最上中
 29 18 14:10 朝日町  29 18 14:10 朝日町 渡邊　志野　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ 朝日中
 30 17 14:17 西川町  30 17 14:17 西川町 黒田　琴音　(2) ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 西川中
 31 27 14:38 戸沢村  31 27 14:38 戸沢村 山内　唯生　(3) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ 戸沢中
 32 23 14:50 舟形町  32 23 14:50 舟形町 海藤　さくら(1) ｶｲﾄｳ ｻｸﾗ 舟形中
 33 26 14:58 鮭川村  33 26 14:58 鮭川村 八鍬　詩野　(3) ﾔｸﾜ ｼﾉ 鮭川中
 34 32 15:13 飯豊町  34 32 15:13 飯豊町 小関　杏実　(3) ｺｾｷ ｱﾐ 飯豊中



 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第２区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  7:01 高橋彩花(東根小) 古瀬綾菜(尾花沢小)

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 7 19:21 上山市   1 5  7:06 新庄市 清水　妃菜　(6) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 本合海小
  2 1 19:24 山形市   2 2  7:10 米沢市 髙橋　麗奈　(5) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 万世小
  3 12 19:36 尾花沢市   3 31  7:19 白鷹町 國谷　美裕　(6) ｸﾆﾔ ﾐﾕ 荒砥小
  4 3 19:41 鶴岡市   4 12  7:26 尾花沢市 武田　莉奈　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ 尾花沢小
  5 4 19:43 酒田市   5 4  7:28 酒田市 佐藤　美紅　(6) ｻﾄｳ ﾐｸ 松陵小
  6 31 19:45 白鷹町   6 16  7:29 河北町 奥山　悠華　(6) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ 谷地中部小
  7 6 19:47 寒河江市   7 28  7:31 高畠町 渡部　莉奈　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 和田小
  8 5 19:51 新庄市   8 6  7:33 寒河江市 武田　茉里　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ 南部小
  9 2 20:11 米沢市   9 3  7:36 鶴岡市 川上　凛子　(6) ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｺ 大山小
 10 10 20:15 天童市   9 10  7:36 天童市 森村　美友　(6) ﾓﾘﾑﾗ ﾐﾕ 天童北部小
 11 28 20:23 高畠町   9 22  7:36 最上町 大沼　葵夏　(6) ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ 月楯小
 12 8 20:33 村山市   9 29  7:36 川西町 永沼　友梨亜(6) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕﾘｱ 小松小
 13 15 20:39 中山町  13 1  7:38 山形市 渡部　花音　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 東小
 14 16 20:41 河北町  14 11  7:40 東根市 森谷　乙葉　(6) ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ 長瀞小
 15 13 20:47 南陽市  15 7  7:49 上山市 鈴木　ひより(4) ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 南小
 16 9 20:51 長井市  16 32  7:53 飯豊町 菅野　愛夏　(6) ｶﾝﾉ ｱｲｶ 飯豊一小
 17 35 20:56 遊佐町  17 9  7:54 長井市 梅津　さよ　(6) ｳﾒﾂ ｻﾖ 豊田小
 18 24 21:02 真室川町  18 27  7:59 戸沢村 野澤　七美　(6) ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 戸沢小
 19 19 21:09 大江町  19 14  8:06 山辺町 富樫　ひかる(6) ﾄｶﾞｼ ﾋｶﾙ 山辺小
 20 34 21:12 庄内町  20 8  8:08 村山市 須藤　有希　(6) ｽﾄｳ ﾕｷ 西郷小
 21 29 21:31 川西町  21 19  8:14 大江町 公平　莉未　(6) ｺｳﾍｲ ﾘﾐ 左沢小
 22 11 21:32 東根市  22 13  8:16 南陽市 鈴木　夢優　(5) ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 沖郷小
 23 25 21:33 大蔵村  23 24  8:24 真室川町 佐藤　　雫　(6) ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ 真室川あさひ小
 24 30 21:37 小国町  24 17  8:27 西川町 鈴木　葉月　(5) ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾞｷ 西川小
 25 22 21:42 最上町  24 23  8:27 舟形町 溝口　　悠　(6) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳ 舟形小
 26 21 21:55 金山町  26 21  8:29 金山町 加藤　詩茉　(6) ｶﾄｳ ｼﾏ 明安小
 27 14 21:57 山辺町  27 34  8:31 庄内町 大井　花南　(6) ｵｵｲ ｶﾅﾝ 余目二小
 28 20 22:18 大石田町  28 18  8:38 朝日町 梅津　彩果　(6) ｳﾒﾂ ｻﾔｶ 西五百川小
 29 27 22:37 戸沢村  29 25  8:41 大蔵村 矢口　美優　(6) ﾔｸﾞﾁ ﾐﾕ 大蔵小
 30 17 22:44 西川町  30 15  8:45 中山町 井上　日桜里(6) ｲﾉｳｴ ﾋｵﾘ 豊田小
 31 18 22:48 朝日町  31 35  8:50 遊佐町 高橋　佑奈　(5) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 遊佐小
 32 32 23:06 飯豊町  32 30  9:01 小国町 和田　愛奈　(6) ﾜﾀﾞ ｱｲﾅ 小国小
 33 23 23:17 舟形町  33 20  9:02 大石田町 髙橋　由衣　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 大石田小
 34 26 25:02 鮭川村  34 26 10:04 鮭川村 安彦　里菜　(4) ｱﾋﾞｺ ﾘﾅ 鮭川小
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女子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第３区       中学生 (2.8km)     
 　　区間記録（SR) 10:39 高橋　彩花   白鷹東中 11th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 30:49 山形市   1 1 11:25 山形市 村山　彩華　(2) ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 山形四中
  2 7 30:57 上山市   2 7 11:36 上山市 鈴木　ひろか(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 上山南中
  3 4 31:39 酒田市   3 35 11:39 遊佐町 髙橋　　李　(2) ﾀｶﾊｼ ﾓﾓ 遊佐中
  4 3 31:43 鶴岡市   4 2 11:55 米沢市 齋藤　帆野花(2) ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ 米沢六中
  5 6 31:44 寒河江市   5 4 11:56 酒田市 住石　柚歩　(1) ｽﾐｲｼ ﾕｽﾞﾎ 酒田一中
  6 12 31:48 尾花沢市   6 6 11:57 寒河江市 芳賀　未侑　(3) ﾊｶﾞ ﾐｳ 陵東中
  7 2 32:06 米沢市   6 19 11:57 大江町 鈴木　紗和　(1) ｽｽﾞｷ ｻﾜ 大江中
  8 31 32:19 白鷹町   8 3 12:02 鶴岡市 五十嵐　紅音(2) ｲｶﾗｼ ｱｶﾈ 鶴岡四中
  9 5 32:19 新庄市   9 12 12:12 尾花沢市 清藤　　柚　(1) ｾｲﾄｳ ﾕｽﾞ 尾花沢中
 10 35 32:35 遊佐町  10 15 12:17 中山町 志田　　愛　(2) ｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 中山中
 11 28 32:42 高畠町  11 28 12:19 高畠町 會田　真央　(2) ｱｲﾀ ﾏｵ 高畠中
 12 10 32:56 天童市  12 9 12:25 長井市 遠藤　晴菜　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 長井北中
 13 15 32:56 中山町  12 30 12:25 小国町 舟山　若葉　(1) ﾌﾅﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ 小国中
 14 8 33:04 村山市  14 11 12:26 東根市 鹿野内　千寿(1) ｶﾉｳﾁ ﾁﾋﾛ 神町中
 15 19 33:06 大江町  15 5 12:28 新庄市 難波　樹璃　(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 日新中
 16 9 33:16 長井市  16 24 12:29 真室川町 杉原　杏美　(2) ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾐ 真室川中
 17 24 33:31 真室川町  17 8 12:31 村山市 髙橋　愛香　(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 楯岡中
 18 16 33:53 河北町  18 31 12:34 白鷹町 芳賀　彩優花(3) ﾊｶﾞ ｱﾕｶ 白鷹中
 19 11 33:58 東根市  19 10 12:41 天童市 松井　　凛　(1) ﾏﾂｲ ﾘﾝ 天童四中
 20 30 34:02 小国町  19 26 12:41 鮭川村 川田　千尋　(1) ｶﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ 鮭川中
 21 13 34:09 南陽市  21 29 12:58 川西町 寒河江　空来(2) ｻｶﾞｴ ｿﾗ 川西中
 22 34 34:10 庄内町  21 34 12:58 庄内町 樋口　仁美　(3) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 余目中
 23 29 34:29 川西町  23 18 13:01 朝日町 関根　　咲　(1) ｾｷﾈ ｻｷ 朝日中
 24 21 35:00 金山町  24 21 13:05 金山町 須賀　天音　(1) ｽｶﾞ ｱﾏﾈ 金山中
 25 14 35:04 山辺町  25 14 13:07 山辺町 今野　桃花　(2) ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ 山辺中
 26 25 35:08 大蔵村  26 16 13:12 河北町 五十嵐　桜　(2) ｲｶﾞﾗｼ ｻｸﾗ 河北中
 27 22 35:22 最上町  27 20 13:18 大石田町 黒田　瑞莉　(3) ｸﾛﾀﾞ ﾐｽﾞﾘ 大石田中
 28 20 35:36 大石田町  28 13 13:22 南陽市 鈴木　梓桜　(3) ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 赤湯中
 29 18 35:49 朝日町  29 17 13:23 西川町 門脇　茉歩　(1) ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾎ 西川中
 30 17 36:07 西川町  30 25 13:35 大蔵村 八鍬　心音　(1) ﾔｸﾜ ｺｺﾈ 大蔵中
 31 27 36:31 戸沢村  31 22 13:40 最上町 阿部　七鶴　(3) ｱﾍﾞ ﾅﾂﾙ 最上中
 32 23 37:32 舟形町  32 27 13:54 戸沢村 市川　愛美　(2) ｲﾁｶﾜ ｱﾐ 戸沢中
 33 26 37:43 鮭川村  33 23 14:15 舟形町 叶内　遥菜　(2) ｶﾅｳﾁ ﾊﾙﾅ 舟形中
 34 32 38:14 飯豊町  34 32 15:08 飯豊町 渡部　莉綾　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ 飯豊中



 2016年8月7日 12時30分スタート 第11回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

女子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 チーム順リスト／区間リスト

 　第４区       小学生       (1.9km)     
 　　区間記録（SR)  7:08 武田千捺（尾花沢小） 関　彩夏（上山南小）

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 1 38:58 山形市   1 4  7:35 酒田市 岡部　こころ(6) ｵｶﾍﾞ ｺｺﾛ 西荒瀬小
  2 7 39:09 上山市   1 16  7:35 河北町 槇　　香澄　(6) ﾏｷ ｶｽﾐ 西里小
  3 4 39:14 酒田市   3 2  7:38 米沢市 加藤　　結　(6) ｶﾄｳ ﾕｲ 広幡小
  4 3 39:33 鶴岡市   4 31  7:43 白鷹町 中村　咲楽　(6) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 鮎貝小
  5 12 39:37 尾花沢市   5 11  7:45 東根市 赤川　結希　(6) ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 大富小
  6 2 39:44 米沢市   6 12  7:49 尾花沢市 落合　　楽　(6) ｵﾁｱｲ ﾗﾗ 福原小
  7 31 40:02 白鷹町   7 3  7:50 鶴岡市 斎藤　咲希　(6) ｻｲﾄｳ ｻｷ 羽黒二小
  8 6 40:04 寒河江市   8 9  7:55 長井市 鈴木　咲良　(6) ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 西根小
  9 5 40:29 新庄市   9 28  8:05 高畠町 小玉　萌美　(5) ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ 屋代小
 10 28 40:47 高畠町  10 1  8:09 山形市 中里　彩香　(6) ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔｶ 東小
 11 35 41:08 遊佐町  10 21  8:09 金山町 星川　優月　(5) ﾎｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 明安小
 12 9 41:11 長井市  12 5  8:10 新庄市 佐藤　青空　(6) ｻﾄｳ ｿﾗ 沼田小
 13 15 41:16 中山町  13 7  8:12 上山市 増子　　碧　(4) ﾏｽｺ ｱｵｲ 南小
 14 8 41:25 村山市  13 22  8:12 最上町 結城　真央　(5) ﾕｳｷ ﾏｵ 大堀小
 15 16 41:28 河北町  15 6  8:20 寒河江市 齋藤　風花　(6) ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 寒河江中部小
 16 10 41:32 天童市  15 15  8:20 中山町 柏倉　うみ　(6) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｳﾐ 長崎小
 17 19 41:39 大江町  15 23  8:20 舟形町 八鍬　涼香　(6) ﾔｸﾜ ｽｽﾞｶ 舟形小
 18 11 41:43 東根市  15 24  8:20 真室川町 佐藤　　陽　(4) ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 真室川あさひ小
 19 24 41:51 真室川町  19 8  8:21 村山市 大山　留愛　(5) ｵｵﾔﾏ ﾙｱ 楯岡小
 20 30 42:28 小国町  19 14  8:21 山辺町 佐藤　叶美　(6) ｻﾄｳ ｶﾅﾐ 相模小
 21 34 42:44 庄内町  21 32  8:25 飯豊町 菅野　柚季　(4) ｶﾝﾉ ﾕｽﾞｷ 飯豊一小
 22 13 42:56 南陽市  22 30  8:26 小国町 小林　明莉　(5) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 小国小
 23 29 43:04 川西町  23 19  8:33 大江町 林　　美怜　(5) ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 本郷東小
 24 21 43:09 金山町  23 35  8:33 遊佐町 白崎　楽羅　(6) ｼﾗｻｷ ｻｻﾗ 遊佐小
 25 14 43:25 山辺町  25 34  8:34 庄内町 佐藤　葵音　(6) ｻﾄｳ ｷﾉﾝ 余目一小
 26 22 43:34 最上町  26 29  8:35 川西町 伊藤　みつき(6) ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 中郡小
 27 25 44:16 大蔵村  27 10  8:36 天童市 秋葉　日愛　(6) ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 天童中部小
 28 20 44:47 大石田町  28 13  8:47 南陽市 土屋　心愛　(4) ﾂﾁﾔ ｺｺｱ 中川小
 29 18 45:11 朝日町  29 25  9:08 大蔵村 八鍬　友音　(5) ﾔｸﾜ ﾄﾓﾈ 大蔵小
 30 17 45:34 西川町  30 20  9:11 大石田町 石川　美裕　(5) ｲｼｶﾜ ﾐﾋﾛ 大石田小
 31 23 45:52 舟形町  31 18  9:22 朝日町 堀　　雪菜　(6) ﾎﾘ ﾕｷﾅ 大谷小
 32 27 46:06 戸沢村  32 17  9:27 西川町 後藤　未由　(6) ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 西川小
 33 32 46:39 飯豊町  33 27  9:35 戸沢村 岡田　音羽　(6) ｵｶﾀﾞ ｵﾄﾊ 戸沢小
 34 26 47:29 鮭川村  34 26  9:46 鮭川村 井上　梨々花(5) ｲﾉｳｴ ﾘﾘｶ 鮭川小
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女子県内大会 駅伝
 審 判 長:今野　光人
 記録主任:佐藤　徳男

 大会記録          48:11  　米沢市      　　　　　　第12回 2009.8.2
 　　　　　　　　　　　　　 上山市　　　　　　　　　第15回 2012.8.5

 チーム順リスト／区間リスト

 　第５区       中学生       (2.8km)     
 　　区間記録（SR) 10:33 石澤　希らら 上山南中 18th

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム ｺﾒﾝﾄ 区間順 ﾅﾝﾊﾞｰ 区間タイム チーム 氏名 ｺﾒﾝﾄ
---- ---- -------- --------- -------- ---- ---- -------- --------- ----------------- ----------------- --------------- -----
  1 7 50:13 上山市   1 7 11:04 上山市 石山　心菜　(1) ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ 上山南中
  2 1 50:27 山形市   2 28 11:25 高畠町 加藤　　凜　(2) ｶﾄｳ ﾘﾝ 高畠中
  3 4 50:50 酒田市   3 3 11:26 鶴岡市 伊藤　望愛　(2) ｲﾄｳ ﾉｱ 鶴岡一中
  4 3 50:59 鶴岡市   4 1 11:29 山形市 中村　友加里(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 山形五中
  5 31 51:32 白鷹町   5 31 11:30 白鷹町 五十嶺　唯　(3) ｲｽﾞﾐﾈ ﾕｲ 白鷹中
  6 6 51:55 寒河江市   6 4 11:36 酒田市 菅原　愛捺　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ 鳥海八幡中
  7 12 52:09 尾花沢市   7 6 11:51 寒河江市 齋藤　　葵　(2) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 陵東中
  8 28 52:12 高畠町   8 5 12:02 新庄市 髙橋　紗耶　(3) ﾀｶﾊｼ ｻﾔ 新庄中
  9 5 52:31 新庄市   8 35 12:02 遊佐町 佐藤　綾音　(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 遊佐中
 10 2 52:52 米沢市  10 21 12:15 金山町 髙橋　美里　(2) ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 金山中
 11 35 53:10 遊佐町  11 10 12:16 天童市 國井　日菜乃(1) ｸﾆｲ ﾋﾅﾉ 天童四中
 12 10 53:48 天童市  12 23 12:20 舟形町 小谷　春菜　(2) ｺﾀﾆ ﾊﾙﾅ 舟形中
 13 9 53:55 長井市  13 34 12:22 庄内町 太田　愛瑠　(2) ｵｵﾀ ｱｲﾙ 余目中
 14 15 54:02 中山町  14 11 12:23 東根市 相澤　リオナ(1) ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵﾅ 東根一中
 15 11 54:06 東根市  15 19 12:29 大江町 柏倉　　咲　(1) ｶｼﾜｸﾞﾗ ｻｷ 大江中
 16 19 54:08 大江町  16 12 12:32 尾花沢市 落合　　虹　(1) ｵﾁｱｲ ﾅﾅ 福原中
 17 24 54:47 真室川町  17 9 12:44 長井市 小松　くるみ(2) ｺﾏﾂ ｸﾙﾐ 長井南中
 18 34 55:06 庄内町  18 15 12:46 中山町 多田　有花　(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳｶ 中山中
 19 21 55:24 金山町  19 24 12:56 真室川町 小座間　日翔(2) ｵｻﾞﾏ ﾆﾁｶ 真室川中
 20 8 55:31 村山市  20 2 13:08 米沢市 有田　香月　(3) ｱﾘﾀ ｶﾂﾞｷ 米沢七中
 21 16 55:36 河北町  21 30 13:21 小国町 永井　皓理　(1) ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ 小国中
 22 30 55:49 小国町  22 22 13:31 最上町 八鍬　愛沙　(1) ﾔｸﾜ ｱｲｼｬ 最上中
 23 29 56:54 川西町  23 18 13:45 朝日町 関根　　萌　(2) ｾｷﾈ ﾓｴ 朝日中
 24 22 57:05 最上町  24 14 13:47 山辺町 渡辺　純佳　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｶ 山辺中
 25 14 57:12 山辺町  25 29 13:50 川西町 高橋　菜々花(3) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ 川西中
 26 13 57:20 南陽市  26 17 14:00 西川町 設楽　愛子　(1) ｼﾀﾗ ｱｺ 西川中
 27 23 58:12 舟形町  27 8 14:06 村山市 宇津井　美玲(2) ｳﾂｲ ﾐﾚｲ 楯岡中
 28 25 58:49 大蔵村  28 16 14:08 河北町 池田　真菜　(2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾅ 河北中
 29 18 58:56 朝日町  29 13 14:24 南陽市 中村　　彩　(3) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 赤湯中
 30 17 59:34 西川町  30 27 14:25 戸沢村 八鍬　亜美香(2) ﾔｸﾜ ｱﾐｶ 戸沢中
 31 20 59:53 大石田町  31 25 14:33 大蔵村 笹原　彩葉　(2) ｻｻﾊﾗ ｲﾛﾊ 大蔵中
 32 27 1:00:31 戸沢村  32 26 14:50 鮭川村 山石　　恋　(2) ﾔﾏｲｼ ﾚﾝ 鮭川中
 33 26 1:02:19 鮭川村  33 20 15:06 大石田町 安達　朱梨　(1) ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾘ 大石田中
 34 32 1:03:23 飯豊町  34 32 16:44 飯豊町 鈴木　みく　(3) ｽｽﾞｷ ﾐｸ 飯豊中



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会
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記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

9時45分9時45分9時45分9時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人小学生男子1500m小学生男子1500m小学生男子1500m小学生男子1500m 166

1 1010  0:05:47 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｾｲ 海老原　悠生 栃木県 よろしく真岡 大会新大会新大会新大会新

2 1006  0:05:49 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 鈴木　柊太 栃木県 よろしく真岡 大会新大会新大会新大会新

3 1008  0:05:52 ﾌｾ ﾊﾙｷ 布施　陽基 栃木県 よろしく真岡 大会新大会新大会新大会新

4 1007  0:06:00 ｲｼｸﾞﾛ ｱｲﾄ 石黒　愛叶 栃木県 よろしく真岡。

5 1045  0:06:06 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 佐藤　光太郎 山形市 山形市チーム

6 1041  0:06:06 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 阿部　祐太 山形市 山形市チーム

7 1005  0:06:07 ｵｵﾀﾜ ｼﾞｭｳｺﾞ 大田和　十吾 栃木県 よろしく真岡

8 1111  0:06:08 ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀ 濱野　捷多 北海道 函館ＣＲＳ

9 1072  0:06:09 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 阿部　幸輝 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝

10 1219  0:06:13 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 齋藤　智哉 村山市 村山市

11 1047  0:06:16 ｻｲﾄｳ ｿﾗ 齋藤　天 山形市 山形市チーム

12 1238  0:06:18 ｱｲﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 相庭　亮太 酒田市 酒田市ジュニア駅伝

13 1214  0:06:19 ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ 板垣　心 村山市 村山市

14 1043  0:06:19 ｱｻｷﾞ ﾀｸﾐ 浅黄　巧充 山形市 山形市チーム

15 1110  0:06:20 ｻﾄｳ ﾌｳﾏ 佐藤　楓馬 北海道 函館ＣＲＳ

16 1046  0:06:21 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 吉田　陽翔 山形市 山形市チーム

17 1260  0:06:22 ｵｵﾊﾞ ﾄｳﾑ 大塲　刀夢 遊佐町 遊佐町

18 1037  0:06:25 ｻｲﾄｳ ﾅｵ 斉藤　直央 鶴岡市 鶴岡持久走ク

19 1049  0:06:26 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 池田　慶次郎 山形市 山形市チーム

20 1185  0:06:27 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 鈴木　悠斗 南陽市 南陽ジュニア

21 1176  0:06:32 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾀ 齋藤　叶多 高畠町 高畠町チーム

22 1157  0:06:33 ｿｳｾﾞﾝ ｷﾖﾄ 宗前　澄 河北町 河北町

23 1229  0:06:33 ｸﾘﾊﾗ ｹｲﾀ 栗原　慶多 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム

24 1234  0:06:33 ﾀﾑﾗ ﾚﾄ 田村　玲音 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム

25 1154  0:06:36 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳﾄ 五十嵐　隆斗 河北町 河北町

26 1052  0:06:36 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ 加藤　日向 宮城県 仙台川平小学校

27 1003  0:06:37 ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ 安食　光翔 寒河江市 ＥＴジュニア

28 1117  0:06:38 ｻﾀｹ ｺｳｼ 佐竹　功偲 大江町 大江町教育委員会

29 1075  0:06:38 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 鈴木　明柊 上山市

30 1061  0:06:38 ｶﾉ ﾊﾙﾄ 狩野　晴斗 舟形町 舟形町駅伝チーム

31 1139  0:06:39 ｻｲﾄｳ ﾄｳﾏ 斎藤　登馬 戸沢村 戸沢村

32 1220  0:06:40 ｵｵﾁ ﾕｳﾏ 大地　優真 村山市 村山市

33 1116  0:06:41 ｻﾄｳ ﾊﾙ 佐藤　羽琉 大江町 大江町教育委員会

34 1262  0:06:41 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 今野　涼太 遊佐町 遊佐町

35 1159  0:06:44 ﾐﾈﾀ ｶｹﾙ 峯田　翔琉 河北町 河北町

36 1086  0:06:44 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 小林　由侑 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

37 1158  0:06:45 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 髙橋　一真 河北町 河北町

38 1122  0:06:46 ｼﾝﾎﾞﾘ ｿｳ 新堀　奏 山形市 山形ＴＦＣ

39 1084  0:06:46 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｽｹ 岡田　健佑 天童市 天童市チーム

40 1133  0:06:46 ｻｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ 齋藤　友河 庄内町 庄内町

41 1124  0:06:46 ｼｵﾉ ﾄﾞｳﾄ 塩野　道斗 山形市 山形ＴＦＣ

42 1101  0:06:46 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 鈴木　煌大 中山町 チーム中山

43 1064  0:06:47 ﾖｺﾀ ﾔｽｷ 横田　穏紀 長井市 長井市ジュニア駅伝

44 1175  0:06:47 ｵｵﾂｶ ｾｲｶﾞ 大塚　星河 高畠町 高畠町チーム

45 1213  0:06:49 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 髙橋　遥斗 村山市 村山市

46 1050  0:06:51 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ 金子　恭平 山形市 山形市チーム

47 1027  0:06:51 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 中村　真都 上山市 上山ジュニア駅伝

48 1079  0:06:51 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｷ 船山　優貴 天童市 天童市チーム

49 1177  0:06:52 ﾄｶﾞｼ ﾀｸﾏ 冨樫　巧真 高畠町 高畠町チーム

50 1169  0:06:52 ｲﾄｳ ﾘｼｭ 伊藤　竜守 金山町 金山町



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

9時45分9時45分9時45分9時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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51 1034  0:06:52 ｻﾄｳ ｷﾗ 佐藤　煌 上山市 上山ジュニア駅伝     

52 1077  0:06:53 ｼｮｳﾀ ｾﾅ 庄田　星那 天童市 天童市チーム     

53 1036  0:06:53 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 小林　翔 上山市 上山ジュニア駅伝     

54 1191  0:06:54 ｺﾝﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 今野　真平 大石田町 大石田町駅伝チーム     

55 1182  0:06:54 ｻﾄｳ ｱﾂﾛｳ 佐藤　充朗 南陽市 南陽ジュニア     

56 1181  0:06:55 ﾋﾞｾﾞﾝ ﾕｳｾｲ 備前　佑晟 山形市     

57 1223  0:06:55 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 松本　修哉 東根市 東根     

58 1261  0:06:56 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 菅原　悠聖 遊佐町 遊佐町     

59 1141  0:06:56 ﾔﾏｼﾅ ｲｵ 山科　偉雄 戸沢村 戸沢村     

60 1066  0:06:56 ｷｸﾁ ｾｲﾔ 菊地　聖也 長井市 長井市ジュニア駅伝     

61 1164  0:06:57 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾄ 馬場　一翔 白鷹町 白鷹町ジュニア     

62 1265  0:06:58 ｱｷﾊﾞ ﾉﾘﾋﾄ 秋場　德仁 寒河江市 寒河江市     

63 1231  0:06:58 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 佐藤　圭悟 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム     

64 1172  0:06:58 ﾎｼｶﾜ ﾚｵ 星川　怜桜 金山町 金山町     

65 1211  0:06:59 ｺﾇﾏ ｶﾞｵ 小沼　我央 金山町 有屋スキースポ少     

66 1112  0:06:59 ｵｵｲ ﾌｳｱ 大井　風空 大江町 大江町教育委員会     

67 1009  0:06:59 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 鈴木　大翔 鶴岡市 鶴岡持久走クラブ     

68 1196  0:06:59 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ 遠藤　佳人 大石田町 大石田町駅伝チーム     

69 1119  0:06:59 ﾎｼﾅ ﾀｸﾐ 保科　拓海 大江町 大江町教育委員会     

70 1186  0:07:00 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 加藤　禎基 南陽市 南陽ジュニア     

71 1242  0:07:01 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 手塚　晴翔 長井市 長井ジュニア     

72 1161  0:07:01 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 山口　寛展 白鷹町 白鷹町ジュニア     

73 1033  0:07:01 ｺｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小口　佑生 上山市 上山ジュニア駅伝     

74 1165  0:07:01 ﾀｶﾔ ｺｳｴｲ 髙谷　洸瑛 白鷹町 白鷹町ジュニア     

75 1040  0:07:02 ﾔﾘﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 鑓水　翔太 山形市 山形市チーム     

76 1226  0:07:02 ｵﾉ ｷｸｱｷ 小野　菊暁 東根市 東根     

77 1227  0:07:02 ｷｸﾁ ﾌｳﾄ 菊地　楓士 東根市 東根     

78 1094  0:07:03 ﾀｶﾊｼ ｷｱ 高橋　嬉有 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

79 1230  0:07:04 ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 宍戸　遥稀 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム     

80 1131  0:07:04 ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ 齋藤　泰希 庄内町 庄内町     

81 1030  0:07:06 ﾏｽｺ ｶﾞｸ 増子　岳 上山市 上山ジュニア駅伝     

82 1216  0:07:06 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 石澤　侑真 村山市 村山市     

83 1114  0:07:07 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳｾｲ 長岡　瑠星 大江町 大江町教育委員会     

84 1002  0:07:07 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 加藤　義晶 山形市 猿倉レーシング     

85 1091  0:07:07 ｵｵﾊﾞ ﾀｹﾋﾛ 大場　健広 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

86 1053  0:07:07 ｱﾗｷ ﾊﾙｷ 荒木　遥貴 河北町 ＥＴジュニア     

87 1004  0:07:07 ﾃﾗﾆｼ ｷｮｳﾀﾛｳ 寺西　恭太郎 寒河江市 ＥＴジュニア     

88 1143  0:07:09 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ 横山　翔太 戸沢村 戸沢村     

89 1054  0:07:10 ﾄｷ ｼﾞｭﾝｾｲ 土岐　隼晴 鶴岡市 鶴岡持久走     

90 1163  0:07:11 ｶﾝ ﾕｳｺﾞ 菅　悠悟 白鷹町 白鷹町ジュニア     

91 1104  0:07:12 ｻﾄｳ ﾊﾙ 佐東　知 中山町 チーム中山     

92 1063  0:07:12 ﾇﾏｻﾞﾜ ｲｯｾｲ 沼澤　一晴 舟形町 舟形町駅伝チーム     

93 1215  0:07:13 ｱｻｶﾞﾗｽ ｹｲｺﾞ 朝烏　渓伍 村山市 村山市     

94 1267  0:07:13 ｱｼﾊﾗ ﾄﾓｷ 芦原　朋樹 寒河江市 寒河江市     

95 1271  0:07:14 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾌﾐ 大場　寿文 最上町 最上町教育委員会     

96 1140  0:07:15 ﾊﾔｻｶ ﾕｳｷ 早坂　優輝 戸沢村 戸沢村     

97 1032  0:07:16 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 吉田　亘希 上山市 上山ジュニア駅伝     

98 1225  0:07:16 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 内田　尚太朗 東根市 東根     

99 1256  0:07:16 ｼｶﾞ ｱｽｶ 志賀　飛鳥 天童市 ＴＪＡＣ     

100 1092  0:07:17 ｻﾄｳ ﾕｳﾉｼﾝ 佐藤　勇之進 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

9時45分9時45分9時45分9時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局
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101 1029  0:07:17 ﾔﾏｶﾜ ｵｳｽｹ 山川　旺介 上山市 上山ジュニア駅伝

102 1105  0:07:18 ｵｸﾔﾏ ｼｭｳ 奥山　周生 中山町 チーム中山

103 1187  0:07:19 ｱｵｷ ｻｸﾔ 青木　咲弥 南陽市 南陽ジュニア

104 1076  0:07:19 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛｱｷ 安孫子　弘明 天童市 天童市チーム

105 1087  0:07:20 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 鈴木　凱敏 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

106 1081  0:07:22 ｻﾄｳ ｿｳｼ 佐藤　総司 天童市 天童市チーム

107 1257  0:07:22 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 伊藤　将義 天童市 ＴＪＡＣ

108 1142  0:07:23 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｸ 長澤　陸 戸沢村 戸沢村

109 1273  0:07:23 ｵｵﾀ ｱﾔﾄ 太田　絢斗 西川町 西川町

110 1207  0:07:24 ﾆｼﾅｶﾞ ﾀｶﾗ 西長　嵩良 小国町 小国町

111 1106  0:07:24 ﾎﾘ ﾄﾓﾔ 堀　智也 中山町 チーム中山

112 1038  0:07:25 ｲｼﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ 石堂　湊都 酒田市 鳥海小学校

113 1253  0:07:25 ﾎｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 星川　涼介 天童市 ＴＪＡＣ

114 1021  0:07:25 ｷｸﾁ ｼｮｳｺﾞ 菊地　奏吾 上山市 上山ジュニア駅伝

115 1243  0:07:27 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾏ 土屋　諒馬 長井市 長井ジュニア

116 1251  0:07:27 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾗ 髙橋　琉徠 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝

117 1095  0:07:27 ﾐｳﾗ ｿｳﾀﾞｲ 三浦　蒼代 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

118 1247  0:07:27 ﾏﾂﾔﾏ ﾙｲ 松山　凜勇 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝

119 1042  0:07:27 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ 長谷川　蓮 山形市 山形市チーム

120 1055  0:07:27 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 柴田　悠貴 山形市

121 1210  0:07:28 ｷﾄﾞ ｱｻﾋ 木戸　朝陽 新庄市 新庄市

122 1248  0:07:29 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 山口　遥冬 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝

123 1203  0:07:31 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 髙橋　竜聖 小国町 小国町

124 1099  0:07:31 ｵｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ 小川　郁哉 山辺町 山辺町ジュニア駅伝

125 1197  0:07:32 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 工藤　悠誠 大石田町 大石田町駅伝チーム

126 1233  0:07:34 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾏ 宮崎　綜真 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム

127 1068  0:07:35 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｺﾞ 五十嵐　悠悟 鮭川村 鮭川村駅伝チーム

128 1107  0:07:36 ﾏﾂｳﾗ ｿﾗ 松浦　空 庄内町 余目陸上スポーツ少年団

129 1188  0:07:36 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 土屋　海斗 山形市 大曽根小学校

130 1113  0:07:37 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾀ 大泉　雛汰 大江町 大江町教育委員会

131 1255  0:07:38 ｻﾄｳ ﾐﾂ 佐藤　允 天童市 ＴＪＡＣ

132 1031  0:07:38 ｲﾅｹﾞ ﾋﾛﾄ 稲毛　洋斗 上山市 上山ジュニア駅伝

133 1173  0:07:39 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾝ 大場　顕真 金山町 金山ＸＣスキークラブ

134 1012  0:07:40 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐藤　大虎 真室川町 真室川町

135 1151  0:07:40 ﾀｶﾔ ﾚｵﾝ 高谷　零音 村山市 村山ＡＣ

136 1268  0:07:41 ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 伊澤　羚 寒河江市 寒河江市

137 1120  0:07:41 ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳﾏ 松田　楓真 大江町 大江町教育委員会

138 1098  0:07:44 ｶﾈｺ ﾔﾏﾄ 金子　大和 山辺町 山辺町ジュニア駅伝

139 1244  0:07:45 ｶﾜｲ ﾑｹﾞﾝ 河井　武玄 長井市 長井ジュニア

140 1035  0:07:46 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 齋藤　遥斗 上山市 上山ジュニア駅伝

141 1132  0:07:47 ｲﾜｷ ｼｮｳ 岩城　湘 庄内町 庄内町

142 1168  0:07:47 ｵｶﾞﾀ ﾀｹﾐ 小形　武美 白鷹町 白鷹町ジュニア

143 1001  0:07:49 ﾅｶｻﾞﾜ ﾃｲﾄ 中沢　挺都 山形市 山形第八小学校

144 1192  0:07:51 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 阿部　龍至 大石田町 大石田町駅伝チーム

145 1058  0:07:53 ｻｲﾄｳ ﾄｳﾏ 斉藤　東真 大蔵村 大蔵小学校

146 1144  0:07:55 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 阿部　大翔 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

147 1071  0:07:56 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 土田　隼久 鮭川村 鮭川村駅伝チーム

148 1093  0:07:57 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ 遠藤　雅空 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

149 1250  0:08:00 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｲｾｲ 船山　大成 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝

150 1245  0:08:01 ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 土屋　龍之介 長井市 長井ジュニア



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

9時45分9時45分9時45分9時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人小学生男子1500m小学生男子1500m小学生男子1500m小学生男子1500m 166

151 1059  0:08:05 ｻﾄｳ ｶﾅｴ 佐藤　鼎 大蔵村 大蔵小学校

152 1152  0:08:14 ｵﾀﾞ ｺｳｶﾞ 小田　虎雅 村山市 村山ＡＣ

153 1148  0:08:20 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻｷﾖ 長岡　真聖 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

154 1100  0:08:25 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｯｾｲ 山口　偉成 飯豊町 飯豊町陸上スポ少

155 1051  0:08:31 ﾎｼ ﾋｭｳｶﾞ 星　日悠河 高畠町 まほろばＡＣ

156 1194  0:08:33 ｼﾊﾞｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 柴﨑　耕大 大石田町 大石田町駅伝チーム

157 1153  0:08:34 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾄ 原田　紘斗 村山市 村山ＡＣ

158 1193  0:08:34 ｷﾘｲ ﾕｳｽｹ 桐井　悠佑 大石田町 大石田町駅伝チーム

159 1128  0:08:34 ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ 高橋　飛羽 川西町 川西町

160 1195  0:08:39 ｵｼｷﾘ ｲﾂｷ 押切　維暉 大石田町 大石田町駅伝チーム

161 1146  0:08:40 ｱｲﾀ ﾋｶﾙ 會田　輝 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

162 1149  0:08:40 ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾔﾄ 滝口　絢斗 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

163 1123  0:08:49 ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 佐藤　和 山形市 山形ＴＦＣ

164 1014  0:08:56 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 髙橋　義 真室川町 真室川町

165 1254  0:09:57 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙ 工藤　珀琉 天童市 ＴＪＡＣ

166 1147  0:09:59 ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳ 長岡　聖 朝日町 朝日ＪｒＭＣ
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時05分10時05分10時05分10時05分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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1 2013  0:05:58 ﾌﾙｳﾁ ﾐｺﾄ 古内　心琴 栃木県 よろしく真岡。 大会新大会新大会新大会新

2 2002  0:06:07 ﾐﾔｼﾀ ﾚﾐ 宮下　麗美 栃木県 よろしく真岡 大会新大会新大会新大会新

3 2011  0:06:16 ﾄｳﾍｲ ｻｸﾗ 藤平　さくら 栃木県 よろしく真岡     

4 2101  0:06:19 ｶﾀｲ ｺﾉﾊ 片井　瑚乃葉 北海道 函館ＣＲＳ     

5 2207  0:06:27 ｲｽﾞﾐﾔ ﾙﾅ 泉屋　琉奈 酒田市 酒田市ジュニア駅伝     

6 2209  0:06:28 ｻﾄｳ ﾐﾕ 佐藤　未夢 酒田市 酒田市ジュニア駅伝     

7 2100  0:06:31 ｸﾎﾞﾀ ｼﾉ 窪田　紫乃 北海道 函館ＣＲＳ     

8 2140  0:06:33 ｳﾉ ﾋｶﾙ 宇野　ひかる 河北町 河北町     

9 2005  0:06:38 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ 塚田　ひなた 栃木県 よろしく真岡     

10 2003  0:06:47 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 長坂　柊花 岩手県 盛岡ＫＴＣ     

11 2073  0:06:48 ｶｼﾜｸﾗ ｲﾁｶ 柏倉　一愛 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

12 2079  0:06:48 ｵﾁｱｲ ﾓﾓ 落合　杏 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

13 2074  0:06:51 ｲﾉｳｴ ｶﾚﾝ 井上　花玲 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

14 2099  0:06:52 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺ 川村　真子 北海道 函館ＣＲＳ     

15 2031  0:06:52 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕ 山崎　明優 山形市 山形市チーム     

16 2139  0:06:52 ｲｼｶﾞｷ ｽｽﾞﾐ 石垣　鈴海 河北町 河北町     

17 2057  0:06:59 ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ 齋藤　胡春 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

18 2064  0:07:01 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅ 武田　菜々 天童市 天童市チーム     

19 2154  0:07:01 ﾐｶﾐ ｻﾖ 三上　紗代 金山町 金山町     

20 2150  0:07:02 ｶﾝ ﾕｱ 菅　結愛 白鷹町 白鷹町ジュニア     

21 2032  0:07:04 ﾅｶﾔ ﾋﾅ 中谷　雛菜 山形市 山形市チーム     

22 2235  0:07:06 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ 山口　奈々 寒河江市 寒河江市     

23 2035  0:07:06 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗｲ 髙橋　未來 山形市 山形市チーム     

24 2197  0:07:08 ｲﾄｳ ﾒｲ 伊藤　芽衣 東根市 東根     

25 2075  0:07:08 ｷｼ ﾋﾏﾘ 岸　向日葵 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

26 2058  0:07:09 ｵｵﾀﾆ ﾚｵ 大谷　怜央 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

27 2048  0:07:11 ﾖｺﾔﾏ ﾏﾅﾐ 横山　愛 長井市 長井市ジュニア駅伝     

28 2065  0:07:12 ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 武田　瑞希 天童市 天童市チーム     

29 2080  0:07:12 ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ 鈴木　玲菜 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

30 2036  0:07:12 ｱﾋﾞｺ ﾏﾅ 安孫子　愛 山形市 山形市チーム     

31 2189  0:07:14 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾅ 武田　結菜 東根市 東根     

32 2190  0:07:14 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐｶ 渡邉　亜美香 東根市 東根     

33 2105  0:07:15 ｷｸﾁ ﾗﾝ 菊地　蘭 大江町 大江町教育委員会     

34 2001  0:07:16 ﾄｵﾔﾏ ﾐｻｷ 遠山　美咲 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム     

35 2068  0:07:17 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾄﾞｶ 大泉　まどか 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

36 2060  0:07:19 ﾅｲﾄｳ ﾅﾂｷ 内藤　那月 天童市 天童市チーム     

37 2062  0:07:21 ｶｼﾜﾔ ﾗﾝ 柏谷　らん 天童市 天童市チーム     

38 2098  0:07:22 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｼｷ 柏倉　四季 中山町 チーム中山     

39 2006  0:07:23 ｱｻﾉ ｶﾚﾝ 浅野　夏憐 千葉県 成田陸上クラブ     

40 2158  0:07:24 ｻｲﾄｳ ﾉﾉﾊ 齋藤　希羽 高畠町 高畠町チーム     

41 2198  0:07:25 ﾅｶﾞｾ ﾎﾉｶ 長瀬　ほのか 東根市 東根     

42 2095  0:07:26 ﾉｸﾞﾁ ﾗﾗ 野口　ララ 中山町 チーム中山     

43 2083  0:07:26 ﾑﾗｵｶ ｱｲｶ 村岡　愛日 山辺町 山辺町ジュニア駅伝     

44 2199  0:07:27 ﾅﾂｲ ﾋﾅ 夏井　陽菜 東根市 東根     

45 2237  0:07:28 ｱｵｷ ｾｲｶ 青木　聖華 最上町 最上町教育委員会     

46 2069  0:07:28 ｵｵﾙｲ ｷﾗ 大類　希良 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

47 2194  0:07:28 ﾅｶﾉ ｺﾉﾊ 仲野　心葉 東根市 東根     

48 2195  0:07:28 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ 中山　悠愛 東根市 東根     

49 2028  0:07:28 ｷﾑﾗ ｻｷ 木村　紗希 上山市 上山ジュニア駅伝     

50 2144  0:07:29 ｶﾈﾀﾞ ﾅﾅﾐ 金田　七海 白鷹町 白鷹町ジュニア     



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時05分10時05分10時05分10時05分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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51 2117  0:07:30 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 遠藤　ひなた 庄内町 庄内町

52 2066  0:07:30 ｾﾉ ｱﾔﾉ 瀬野　彩乃 天童市 天童市チーム

53 2020  0:07:30 ｷｸﾁ ﾜｶﾅ 菊地　和佳奈 上山市 上山ジュニア駅伝

54 2089  0:07:31 ｻｶﾉ ｸｳ 坂野　来空 川西町 かわにし陸上スポ少

55 2155  0:07:31 ｿｴｶﾞﾜ ｱｵｲ 添川　藍衣 高畠町 高畠町チーム

56 2186  0:07:31 ｲﾀｶﾞｷ ﾕﾒ 板垣　佑芽 村山市 村山市

57 2063  0:07:32 ﾅｶﾉ ﾘｵﾝ 仲野　里音 天童市 天童市チーム

58 2166  0:07:33 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ 高橋　夏澄 南陽市 南陽ジュニア

59 2067  0:07:33 ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 高木　萌愛 天童市 天童市チーム

60 2004  0:07:33 ｸﾄﾞｳ ｱｲﾗ 工藤　愛礼 東根市 神町アスリートクラブ

61 2045  0:07:33 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 沼沢　のの花 舟形町 舟形町駅伝チーム

62 2106  0:07:34 ｽｽﾞｷ ｱﾘﾅ 鈴木　亜梨奈 大江町 大江町教育委員会

63 2022  0:07:35 ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 江口　遥 上山市 上山ジュニア駅伝

64 2153  0:07:35 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾉ 松田　陽菜乃 金山町 金山町

65 2050  0:07:35 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 青木　七海 長井市 長井市ジュニア駅伝

66 2135  0:07:35 ﾏﾂｵ ﾐﾉﾘ 松尾　実乃里 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

67 2200  0:07:35 ｱﾘｼﾞ ﾘﾅ 有路　理杏 東根市 東根

68 2225  0:07:36 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔｶ 松田　彩楓 天童市 ＴＪＡＣ

69 2119  0:07:38 ﾎｼｶﾜ ﾘﾝ 星川　凛 戸沢村 戸沢村

70 2164  0:07:38 ﾔﾌﾞﾀ ｾﾅ 薮田　星菜 南陽市 南陽ジュニア

71 2192  0:07:40 ｶｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 海藤　日和 東根市 東根

72 2162  0:07:42 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 竹田　天心 高畠町 高畠町チーム

73 2096  0:07:42 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 鈴木　美咲 中山町 チーム中山

74 2090  0:07:42 ｻｶﾉ ﾙｳ 坂野　玖空 川西町 かわにし陸上スポ少

75 2093  0:07:43 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｶ 渡辺　萌香 中山町 チーム中山

76 2008  0:07:43 ｺﾏﾂ ﾕｷﾅ 小松　由采 真室川町 真室川町

77 2009  0:07:44 ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐藤　陽日希 真室川町 真室川町

78 2084  0:07:45 ﾄﾋﾞﾂｶ ﾐﾕ 飛塚　未悠 山辺町 山辺町ジュニア駅伝

79 2072  0:07:45 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 佐藤　愛莉 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

80 2030  0:07:45 ﾔﾏﾀﾞ ｳﾉ 山田　夢乃 上山市 上山ジュニア駅伝

81 2227  0:07:46 ｲｲﾀﾞ ｵﾄ 飯田　桜音 天童市 ＴＪＡＣ

82 2018  0:07:46 ﾀｶﾊｼ ﾁｭﾗ 高橋　美 上山市 上山ジュニア駅伝

83 2026  0:07:46 ｻﾄｳ ﾛｺ 佐藤　楼心 上山市 上山ジュニア駅伝

84 2231  0:07:47 ｲｹﾀﾞ ﾘﾉ 池田　梨乃 遊佐町 遊佐町

85 2226  0:07:47 ｻﾄｳ ﾓﾓﾊ 佐藤　百華 天童市 ＴＪＡＣ

86 2025  0:07:48 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 渡部　未来 上山市 上山ジュニア駅伝

87 2029  0:07:49 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾐ 小林　海 上山市 上山ジュニア駅伝

88 2039  0:07:51 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 加藤　こころ 大蔵村 大蔵小学校

89 2078  0:07:52 ｽｶﾞﾉ ﾙﾅ 菅野　瑠菜 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

90 2041  0:07:53 ﾊﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 半田　さくら 大蔵村 大蔵小学校

91 2210  0:07:53 ｲﾉｳｴ ｱﾐ 井上　阿弥 長井市 長井ジュニア

92 2176  0:07:54 ｱﾅｻﾞﾜ ｻﾕ 穴沢　咲裕 小国町 小国町

93 2188  0:07:54 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾅﾉ 軽部　ひなの 村山市 村山市

94 2230  0:07:54 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｺ 菅原　亜子 遊佐町 遊佐町

95 2148  0:07:55 ｶﾐﾑﾗ ｱﾝ 上村　杏 白鷹町 白鷹町ジュニア

96 2221  0:07:55 ｵｵｷ ｿﾖｶ 大城　爽代香 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝

97 2133  0:07:55 ﾊﾔｻｶ ﾕｳｷ 早坂　優希 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

98 2142  0:07:56 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 齋藤　碧泉 河北町 河北町

99 2160  0:07:56 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾊ 鈴木　久葉 高畠町 高畠町チーム

100 2173  0:07:57 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｵﾝ 難波　俐音 小国町 小国町
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時05分10時05分10時05分10時05分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人小学生女子1500m小学生女子1500m小学生女子1500m小学生女子1500m 145

101 2215  0:08:00 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾔ 渡部　麻耶 長井市 長井ジュニア     

102 2108  0:08:01 ﾐｶﾐ ｻﾜ 三上　紗和 山形市 山形ＴＦＣ     

103 2112  0:08:01 ｴｸﾞﾁ ﾏﾅ 江口　愛奈 川西町 川西町     

104 2027  0:08:02 ｾｲﾉ ｱｵｲ 清野　葵 上山市 上山ジュニア駅伝     

105 2024  0:08:02 ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ 木村　夏奈 上山市 上山ジュニア駅伝     

106 2187  0:08:02 ﾕｳｷ ﾐｺﾘ 結城　水恋莉 村山市 村山市     

107 2161  0:08:03 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗﾅ 渡邊　蘭菜 高畠町 高畠町チーム     

108 2174  0:08:03 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 伊藤　ちひろ 小国町 小国町     

109 2220  0:08:05 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｺ 山口　奈瑚 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

110 2212  0:08:11 ｺｾｷ ｶﾎ 小関　花歩 長井市 長井ジュニア     

111 2149  0:08:11 ｻｲﾄｳ ﾘﾝﾈ 齋藤　凜音 白鷹町 白鷹町ジュニア     

112 2191  0:08:12 ｵｶﾀﾞ ｽｽﾞｶ 岡田　涼花 東根市 東根     

113 2170  0:08:14 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 遠藤　凪咲 小国町 小国町     

114 2124  0:08:15 ｻｲﾄｳ ﾅﾅ 斉藤　那奈 戸沢村 戸沢村     

115 2156  0:08:15 ﾔﾏｷ ｱｵｲ 山木　蒼生 高畠町 高畠町チーム     

116 2115  0:08:17 ﾄｶﾞｼ ｲﾁｶ 富樫　苺加 庄内町 庄内町     

117 2168  0:08:19 ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ 後藤　妃夏 大石田町 大石田町駅伝チーム     

118 2037  0:08:20 ｻﾄｳ ｱｵｲ 佐藤　葵 上山市 上山小学校     

119 2236  0:08:28 ｷﾑﾗ ｱｲﾗ 木村　愛蕾 寒河江市 寒河江市     

120 2116  0:08:29 ｽｽﾞｷ ｱﾝｼﾞ 鈴木　杏蒔 庄内町 庄内町     

121 2222  0:08:30 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 齋藤　千紘 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

122 2088  0:08:30 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 高橋　楓 川西町 かわにし陸上スポ少     

123 2052  0:08:31 ｸﾘﾀ ｱｲ 栗田　愛 鮭川村 鮭川村駅伝チーム     

124 2219  0:08:31 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲ 山口　怜 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

125 2172  0:08:31 ｻｲﾄｳ ｺｺﾊ 齋藤　心花 小国町 小国町     

126 2125  0:08:32 ﾊﾔｻｶ ｱﾔﾈ 早坂　綾音 戸沢村 戸沢村     

127 2085  0:08:33 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾐ 五十嵐　亜美 飯豊町 飯豊町陸上スポ少     

128 2183  0:08:33 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 髙橋　りん 村山市 村山市     

129 2046  0:08:34 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾅ 長谷川　柚奈 鶴岡市 航輝ＲＣ     

130 2132  0:08:34 ｼﾗﾀ ﾊﾅﾘ 白田　華里 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

131 2239  0:08:34 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｵ 小野寺　梨緒 最上町 最上町教育委員会     

132 2111  0:08:39 ﾎｼﾅ ｸﾚﾊ 保科　紅葉 川西町 川西町     

133 2087  0:08:39 ﾀｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 竹田　叶葉 川西町 かわにし陸上スポ少     

134 2224  0:08:40 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 小林　亜美 天童市 ＴＪＡＣ     

135 2091  0:08:49 ﾀｶﾊｼ ｷﾗ 髙橋　希楽 川西町 かわにし陸上スポ少     

136 2086  0:08:53 ｾｲﾉ ﾏｲ 情野　真衣 川西町 かわにし陸上スポ少     

137 2177  0:08:54 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 斎藤　凛 小国町 小国町     

138 2218  0:08:54 ﾓﾄｷ ｻｸﾗ 元木　咲花 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

139 2223  0:09:00 ｵｵｲｼ ｻﾄﾐ 大石　さとみ 天童市 ＴＪＡＣ     

140 2077  0:09:04 ｱﾝｻﾞｲ ｶﾉﾝ 安西　花音 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

141 2131  0:09:07 ｳﾝﾉ ｶﾎ 海野　花歩 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

142 2053  0:09:16 ﾎﾘｺﾞﾒ ｷﾗ 堀米　聖 鮭川村 鮭川村駅伝チーム     

143 2044  0:09:23 ﾀｶﾊｼ ｲｵﾘ 高橋　彩織 舟形町 舟形町駅伝チーム     

144 2127  0:09:24 ｵｸﾔﾏ ﾅｵ 奥山　直 戸沢村 戸沢村     

145 2012  0:10:01 ﾂｼﾞ ｶｴﾃﾞ 辻　楓 宮城県 北仙台小学校     
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時25分10時25分10時25分10時25分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人中学生男子3000m中学生男子3000m中学生男子3000m中学生男子3000m 237

1 3208  0:10:22 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾋﾞｷ 進藤　響 秋田県 秋田東仙北ＡＣ     

2 3042  0:10:38 ｲｼﾔﾏ ﾓﾄｷ 石山　基 山形市 山形市チーム     

3 3075  0:10:41 ｴﾀﾞﾏﾂ ｺｳｷ 枝松　航希 山形市 山形市チーム     

4 3276  0:10:44 ｷﾝﾊﾞﾗ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 金原　承太郎 上山市 上山北中学校     

5 3043  0:10:45 ｲｼｶﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ 石川　景次郎 山形市 山形市チーム     

6 3046  0:10:46 ｲｼｲ ﾕｲﾄ 石井　佑弦 山形市 山形市チーム     

7 3026  0:10:50 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 佐藤　祐輔 栃木県 よろしくです。     

8 3049  0:10:54 ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾑ 鏡　巧武 山形市 山形市チーム     

9 3063  0:10:55 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 東海林　宏一 山形市 山形市チーム     

10 3069  0:10:57 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 佐藤　光 山形市 山形市チーム     

11 3071  0:10:58 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ 遠藤　泰斗 山形市 山形市チーム     

12 3051  0:10:59 ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 金子　巧 山形市 山形市チーム     

13 3053  0:11:00 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 鈴木　駿 山形市 山形市チーム     

14 3195  0:11:02 ｱﾗｷ ﾕｳｷ 荒木　優希 河北町 河北町     

15 3067  0:11:03 ｽｹﾞﾉ ｼｮｳｼﾞ 菅野　嵩二 山形市 山形市チーム     

16 3004  0:11:04 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 佐藤　寅夢 米沢市 米沢ジュニア     

17 3124  0:11:05 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 佐藤　陽輝 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

18 3125  0:11:07 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾄ 五十嵐　脩人 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

19 3214  0:11:08 ｷｼ ﾐﾂｷ 岸　益幹 金山町 金山町     

20 3057  0:11:08 ﾔｸﾞﾁ ｹｲﾄ 矢口　恵登 山形市 山形市チーム     

21 3151  0:11:10 ﾂｼﾞ ｶﾞｸﾄ 辻　凱久斗 北海道 函館ＣＲＳ     

22 3020  0:11:11 ﾌｾ ﾀﾂｷ 布施　達基 栃木県 真岡西中学校     

23 3082  0:11:11 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｶ 安部　諒嘉 福島県 猪苗代東中学校     

24 3005  0:11:15 ﾀｼﾏ ｺｳｷ 田島　洸樹 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム     

25 3070  0:11:15 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 鈴木　隆介 山形市 山形市チーム     

26 3045  0:11:16 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 岡崎　友柾 山形市 山形市チーム     

27 3129  0:11:19 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 武田　和樹 天童市 天童市チーム     

28 3130  0:11:21 ﾑﾄｳ ﾕｳﾔ 武藤　由弥 天童市 天童市チーム     

29 3039  0:11:23 ｻｲﾄｳ ﾘｸﾄ 齋藤　陸杜 上山市 上山ジュニア駅伝     

30 3234  0:11:26 ﾃﾗｼﾞﾏ ｴｲﾀﾛｳ 寺島　永太郎 高畠町 高畠町チーム     

31 3011  0:11:27 ﾅｶﾞｾ ｺｳｽｹ 長瀬　亘亮 山形市 山形第三中学校     

32 3077  0:11:27 ﾀｶﾅｼ ﾕｳﾄ 高梨　悠人 山形市 山形市チーム     

33 3033  0:11:30 ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞﾐ 冨樫　一心 上山市 上山ジュニア駅伝     

34 3003  0:11:30 ｺﾝﾉ ﾀｲｶﾞ 今野　大河 米沢市 米沢ジュニア     

35 3337  0:11:31 ﾂﾁﾔ ｹﾝｼﾝ 土屋　謙臣 村山市 村山市     

36 3058  0:11:32 ｵｼﾉ ｺｳ 押野　巧 山形市 山形市チーム     

37 3288  0:11:32 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 佐藤　義昂 南陽市 南陽ジュニア     

38 3008  0:11:33 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 宮下　瞬 栃木県 よろしく真岡     

39 3353  0:11:34 ﾏｴﾀ ﾕｳﾄ 前田　雄斗 酒田市 酒田市ジュニア駅伝     

40 3242  0:11:35 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 杉原　朋也 上山市 上山北中学校     

41 3335  0:11:35 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 髙橋　広翔 村山市 村山市     

42 3084  0:11:38 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞｷ 檜山　一輝 栃木県 よろしく真岡。     

43 3062  0:11:39 ｽｹﾞﾉ ｱｵﾄ 菅野　蒼斗 山形市 山形市チーム     

44 3054  0:11:40 ｶﾉ ﾘｸﾄ 狩野　陸人 山形市 山形市チーム     

45 3332  0:11:40 ｽﾄｳ ｾｲｲﾁ 須藤　成一 村山市 村山市     

46 3230  0:11:41 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 武田　悠斗 高畠町 高畠町チーム     

47 3078  0:11:41 ｲｼｶﾞｷ ｼｭﾘﾄ 石垣　朱里斗 河北町 河北中学校     

48 3376  0:11:42 ﾀｶﾊｼ ﾗｲ 髙橋　頼依 遊佐町 遊佐町     

49 3338  0:11:43 ﾎｿﾔ ﾕｳﾀ 細矢　祐大 東根市 東根     

50 3206  0:11:43 ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 石井　宏朋 秋田県 秋田東仙北ＡＣ     



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時25分10時25分10時25分10時25分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人中学生男子3000m中学生男子3000m中学生男子3000m中学生男子3000m 237

51 3065  0:11:45 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾄ 市川　義人 山形市 山形市チーム

52 3059  0:11:45 ﾀｶﾅｼ ｹｲｽｹ 髙梨　啓介 山形市 山形市チーム

53 3056  0:11:45 ｼﾌﾞｴ ﾖｼｶｽﾞ 渋江　恵和 山形市 山形市チーム

54 3258  0:11:46 ｻｻﾊﾗ ｼｭｳﾏ 笹原　柊馬 上山市 上山北中学校

55 3016  0:11:46 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 鈴木　航斗 山形市 山形第六中学校

56 3333  0:11:47 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 清水　琉生 村山市 村山市

57 3126  0:11:48 ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 三浦　拓真 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝

58 3017  0:11:49 ｻﾄｳ ﾚｵ 佐藤　伶音 寒河江市 陵南中学校

59 3215  0:11:50 ﾀﾝ ﾌﾐﾔ 丹　郁弥 金山町 金山ＸＣスキークラブ

60 3127  0:11:50 ﾏｽｺ ﾘｮｳｽｹ 増子　凌典 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝

61 3384  0:11:50 ｵｵｲｼ ﾊﾙｷ 大石　晴喜 寒河江市 寒河江市

62 3231  0:11:52 ｲﾁｶﾜ ｹｲｺﾞ 市川　慶伍 高畠町 高畠町チーム

63 3186  0:11:52 ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝ 清野　洵 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

64 3050  0:11:52 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 佐藤　駿 山形市 山形市チーム

65 3118  0:11:52 ｱﾗｷ ﾘｭｳﾄ 荒木　颯斗 鮭川村 鮭川村駅伝チーム

66 3072  0:11:52 ﾓﾘﾔ ﾕｳﾏ 森谷　勇真 山形市 山形市チーム

67 3041  0:11:53 ｲｼﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ 石堂　泰雅 酒田市 鳥海八幡中学校

68 3207  0:11:53 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 藤井　悠羽 秋田県 秋田東仙北ＡＣ

69 3108  0:11:53 ﾄﾖｵｶ ﾚｵ 豊岡　怜央 舟形町 舟形町駅伝チーム

70 3076  0:11:55 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ 平田　孝太郎 山形市 山形市チーム

71 3154  0:11:56 ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾘ 竹原　海吏 北海道 函館ＣＲＳ

72 3291  0:11:57 ﾏﾙｺ ﾊﾙｷ 丸子　晴樹 南陽市 南陽ジュニア

73 3106  0:11:57 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 石川　純乃介 舟形町 舟形町駅伝チーム

74 3182  0:11:57 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 鈴木　一麻 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

75 3217  0:11:58 ﾎｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 星川　心之介 金山町 金山ＸＣスキークラブ

76 3274  0:11:58 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 鈴木　晴貴 上山市 上山北中学校

77 3348  0:11:58 ｾｲﾉ ﾀｸﾐ 情野　拓海 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム

78 3002  0:12:00 ｺﾝﾀ ﾓﾄｷ 今田　元貴 米沢市 米沢ジュニア

79 3115  0:12:02 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 後藤　竜世 長井市 長井市ジュニア駅伝

80 3372  0:12:02 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 瀧口　悠斗 天童市 天童第三中学校

81 3052  0:12:04 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ 安西　良晃 山形市 山形市チーム

82 3379  0:12:05 ｲﾇｶﾞｲ ﾑｻｼ 犬飼　武蔵 寒河江市 寒河江市

83 3199  0:12:05 ﾀｶﾊｼ ﾘｷ 高橋　里季 河北町 河北町

84 3235  0:12:05 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 髙橋　駿哉 高畠町 高畠町チーム

85 3292  0:12:08 ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ 大友　涼 南陽市 南陽ジュニア

86 3139  0:12:09 ﾀｶﾊｼ ﾄｱ 高橋　篤有 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

87 3138  0:12:10 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 落合　優真 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

88 3382  0:12:11 ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 佐藤　蓮音 寒河江市 寒河江市

89 3034  0:12:11 ﾔｸﾜ ｶｲ 八鍬　海 上山市 上山ジュニア駅伝

90 3223  0:12:12 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 佐藤　雅紅 長井市 長井北中学校

91 3251  0:12:13 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 山口　直人 上山市 上山北中学校

92 3001  0:12:13 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 佐藤　俊介 米沢市 米沢ジュニア

93 3318  0:12:13 ﾎﾘｴ ｺｳｷ 堀江　恒希 山形第一中学校

94 3373  0:12:14 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 山﨑　翔吾 山形市 山形第四中学校

95 3216  0:12:14 ﾇﾏｻﾞﾜ ｼｭｳ 沼澤　秀 金山町 金山ＸＣスキークラブ

96 3236  0:12:15 ｵﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 小野　哲平 高畠町 高畠町チーム

97 3181  0:12:15 ｻﾀｹ ｼｭｳ 佐竹　柊 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

98 3088  0:12:16 ｷﾑﾗ ﾘｸﾄ 木村　陸飛 舟形町 舟形ＦＣ

99 3101  0:12:17 ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 阿部　快翔 天童市 天童第一中学校

100 3022  0:12:17 ﾔﾅｾ ﾘｷ 梁瀬　莉輝 真室川町 真室川町



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時25分10時25分10時25分10時25分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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101 3211  0:12:20 ﾎｼｶﾜ ｺｳﾉｽｹ 星川　幸之介 金山町 金山町     

102 3275  0:12:22 ｶｶﾞﾐ ﾀｲｼ 鏡　太志 上山市 上山北中学校     

103 3055  0:12:22 ﾑﾗﾀ ﾕｷﾊﾙ 村田　幸晴 山形市 山形市チーム     

104 3324  0:12:24 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 斉藤　颯太 新庄市 新庄市     

105 3143  0:12:24 ﾐﾈﾀ ｶｽﾞｻ 峯田　一咲 山辺町 山辺町ジュニア駅伝     

106 3144  0:12:25 ﾑﾗｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 村岡　慎太朗 山辺町 山辺町ジュニア駅伝     

107 3080  0:12:25 ｻｻﾊﾗ ｿｳﾀ 笹原　颯太 村山市 楯岡中学校     

108 3171  0:12:26 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｲﾄ 門脇　海斗 庄内町 庄内町     

109 3364  0:12:28 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 齋藤　丈翔 上山市 上山宮川中学校     

110 3203  0:12:29 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 竹田　悠馬 白鷹町 白鷹町ジュニア     

111 3040  0:12:29 ﾑｷﾞｸﾗ ｲﾂｷ 麦倉　惟月 山形市 山形第四中学校     

112 3341  0:12:30 ｱｻﾉﾒ ｼﾝﾉｽｹ 浅野目　晋之介 東根市 東根     

113 3264  0:12:30 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾄ 後藤　泰斗 上山市 上山北中学校     

114 3183  0:12:33 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木　勝太 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

115 3162  0:12:34 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 小林　夢翔 山形市 山形ＴＦＣ     

116 3028  0:12:35 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 原田　壮一郎 村山市 楯岡中学校     

117 3103  0:12:35 ﾄﾖｵｶ ﾔﾏﾄ 豊岡　大和 舟形町 舟形町駅伝チーム     

118 3218  0:12:36 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 松田　悠真 金山町 金山ＸＣスキークラブ     

119 3172  0:12:37 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸ 松浦　巧 庄内町 庄内町     

120 3295  0:12:38 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 齋藤　優羽 南陽市 南陽ジュニア     

121 3294  0:12:38 ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳﾄ 木下　瑠翔 南陽市 南陽ジュニア     

122 3024  0:12:38 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 髙橋　光 真室川町 真室川町     

123 3286  0:12:38 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 鈴木　尊 南陽市 南陽ジュニア     

124 3328  0:12:39 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ 中島　詩恩 新庄市 新庄市     

125 3331  0:12:39 ﾊﾅｲ ﾕｳﾄ 花井　優斗 村山市 村山市     

126 3136  0:12:42 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 小林　暖大 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

127 3306  0:12:43 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 戸田　涼太 大石田町 大石田町駅伝チーム     

128 3185  0:12:46 ｱﾍﾞ ﾀｲｷ 阿部　崇希 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

129 3246  0:12:47 ｲﾉｳｴ ｹﾝﾀ 井上　健太 上山市 上山北中学校     

130 3269  0:12:47 ﾀｶｳﾁ ｿｳｼｭﾝ 髙内　聡隼 上山市 上山北中学校     

131 3013  0:12:48 ﾀｶｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 高城　圭一郎 鶴岡市 鶴岡第二中学校     

132 3305  0:12:49 ｼﾊﾞｻｷ ﾀﾞｲﾁ 柴﨑　大地 大石田町 大石田町駅伝チーム     

133 3225  0:12:54 ｵｵﾑﾗ ﾁｶﾗ 大村　力 長井市 長井北中学校     

134 3031  0:12:54 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 高橋　匠 上山市 上山ジュニア駅伝     

135 3220  0:12:55 ｳｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ 牛澤　日都 長井市 長井北中学校     

136 3095  0:12:58 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 佐藤　虎太朗 真室川町 真室川中学校     

137 3297  0:12:59 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 佐藤　鷹輝 南陽市 南陽ジュニア     

138 3298  0:12:59 ﾀｶｾ ｶｽﾞｵﾐ 高瀬　一臣 南陽市 南陽ジュニア     

139 3010  0:13:00 ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ 江口　大也 鶴岡市 羽黒中学校     

140 3177  0:13:01 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｮｳ 荒川　譲 戸沢村 戸沢村     

141 3303  0:13:03 ｵｼｷﾘ ﾚｵﾝ 押切　零旺 大石田町 大石田町駅伝チーム     

142 3161  0:13:03 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 谷口　僚冶 山形市 山形大学附属中学校     

143 3314  0:13:06 ｵﾉ ﾀｸ 小野　琢 山形市 山形大学附属中学校     

144 3302  0:13:06 ｵｻﾞｷ ﾀｸﾏ 尾﨑　巧茉 大石田町 大石田町駅伝チーム     

145 3120  0:13:07 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 渡部　悠 鮭川村 鮭川村駅伝チーム     

146 3083  0:13:07 ｱﾗｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 嵐田　遥翔 米沢市 米沢第七中学校     

147 3238  0:13:08 ｱﾀﾞﾁ ｶｲ 足達　開 庄内町     

148 3252  0:13:09 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 斎藤　友輝 上山市 上山北中学校     

149 3093  0:13:09 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 鈴木　爽太 舟形町 舟形ＦＣ     

150 3347  0:13:09 ｵｵﾊﾞ ﾀｹﾙ 大場　岳竜 真室川町 真室川中学校     



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時25分10時25分10時25分10時25分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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151 3102  0:13:11 ｸﾄﾞｳ ﾘｸ 工藤　璃玖 天童市 天童第一中学校     

152 3012  0:13:11 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 佐藤　尚輝 宮城県 仙台五橋中学校     

153 3281  0:13:12 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼｷ 畠山　佳輝 上山市 上山北中学校     

154 3180  0:13:13 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 伊藤　大翔 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

155 3330  0:13:13 ｷﾘﾊﾗ ｼｮｳ 桐原　祥 村山市 村山市     

156 3090  0:13:14 ｶﾅｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 叶内　慎太郎 舟形町 舟形ＦＣ     

157 3243  0:13:14 ﾌｼﾞ ｲﾁｶ 冨士　偉知哉 上山市 上山北中学校     

158 3345  0:13:16 ｲｲﾉ ﾋﾛﾄ 飯野　博将 東根市 東根第一中学校     

159 3360  0:13:16 ｵｵﾀ ｶｲﾄ 太田　凱斗 上山市 上山宮川中学校     

160 3097  0:13:17 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 佐藤　光琉 大蔵村 大蔵中学校     

161 3060  0:13:23 ｵﾘﾊﾗ ﾋﾛﾄ 折原　啓斗 山形市 山形市チーム     

162 3280  0:13:24 ｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 鏡　優樹 上山市 上山北中学校     

163 3187  0:13:28 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊藤　駿平 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

164 3209  0:13:29 ｲﾉｳｴ ｿｳ 井上　颯 米沢市 米沢第三中学校     

165 3009  0:13:29 ｲｼｲ ﾏｻｷ 石井　万祥 河北町 ＥＴジュニア     

166 3310  0:13:32 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 伊藤　輝 小国町 小国町     

167 3113  0:13:32 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 髙橋　洸 長井市 長井市ジュニア駅伝     

168 3256  0:13:33 ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾀｸﾏ 柏倉　拓馬 上山市 上山北中学校     

169 3149  0:13:33 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾄ 今野　涼翔 中山町 チーム中山     

170 3089  0:13:35 ｻﾄｳ ｲｯｼｭｳ 佐藤　一萩 舟形町 舟形ＦＣ     

171 3293  0:13:37 ｶｶﾞﾜ ﾘｵﾝ 加川　莉遠 南陽市 南陽ジュニア     

172 3261  0:13:39 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 鈴木　駿輔 上山市 上山北中学校     

173 3148  0:13:40 ﾇﾏﾀ ﾚﾝ 沼田　麗 中山町 チーム中山     

174 3266  0:13:40 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 加藤　瑞基 上山市 上山北中学校     

175 3081  0:13:41 ｻﾄｳ ﾚｲ 佐藤　礼 山形市 山形第七中学校     

176 3179  0:13:42 ｱﾗｷ ｶｲ 荒木　魁 戸沢村 戸沢村     

177 3309  0:13:42 ｻﾉ ﾀｶﾄ 佐野　天飛 小国町 小国町     

178 3128  0:13:44 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ 五十嵐　優斗 鶴岡市 鶴岡第四中学校     

179 3260  0:13:44 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ 小田　龍矢 上山市 上山北中学校     

180 3085  0:13:44 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 皆川　泰毅 米沢市     

181 3228  0:13:46 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山口　晃冬 長井市 長井北中学校     

182 3018  0:13:47 ﾊﾔｻｶ ｿｳｽｹ 早坂　颯介 真室川町     

183 3272  0:13:48 ｶﾐｵ ﾕｳｷ 神尾　雄樹 上山市 上山北中学校     

184 3086  0:13:50 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 吉田　颯斗 舟形町 舟形ＦＣ     

185 3254  0:13:50 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 鈴木　匠 上山市 上山北中学校     

186 3311  0:13:53 ﾆｼﾅ ｻﾄﾙ 仁科　悟 小国町 小国町     

187 3381  0:13:56 ｱﾏﾉ ﾖｳﾀ 天野　陽太 寒河江市 寒河江市     

188 3370  0:13:56 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝｶｲ 渡邉　天海 上山市 上山宮川中学校     

189 3015  0:13:57 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 小林　勇介 山形市 山形第三中学校     

190 3255  0:13:58 ｲﾅｹ ｶｲ 稲毛　快 上山市 上山北中学校     

191 3283  0:13:58 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 井上　翔 上山市 上山北中学校     

192 3304  0:14:00 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾘｲ 黒田　自由生 大石田町 大石田町駅伝チーム     

193 3363  0:14:03 ｷﾑﾗ ﾀｸﾐ 木村　拓海 上山市 上山宮川中学校     

194 3301  0:14:07 ｱｵｷ ﾀｶｼ 青木　崇史 大石田町 大石田町駅伝チーム     

195 3027  0:14:07 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾃ 辻　颯 宮城県 北仙台中学校     

196 3366  0:14:10 ｽﾀﾞ ﾖｼﾄ 須田　善人 上山市 上山宮川中学校     

197 3368  0:14:13 ﾀｹﾀﾞ ｲﾂｷ 武田　一輝 上山市 上山宮川中学校     

198 3257  0:14:14 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝﾄ 安達　賢人 上山市 上山北中学校     

199 3092  0:14:15 ｲﾄｳ ｼｮｳ 伊藤　祥 舟形町 舟形ＦＣ     

200 3014  0:14:17 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鈴木　崚太 天童市     
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主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時25分10時25分10時25分10時25分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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201 3388  0:14:20 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 髙橋　悠 最上町 最上町教育委員会

202 3259  0:14:20 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ 吉田　翔太 上山市 上山北中学校

203 3249  0:14:23 ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾜﾑ 安藤　極 上山市 上山北中学校

204 3296  0:14:24 ｻﾗﾔ ﾕｷﾔ 皿谷　倖也 南陽市 南陽ジュニア

205 3270  0:14:24 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾄ 武田　脩杜 上山市 上山北中学校

206 3346  0:14:33 ﾌｶｾ ﾘｭｳ 深瀬　琉 東根市 東根第一中学校

207 3263  0:14:41 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 板垣　佑亮 上山市 上山北中学校

208 3369  0:14:41 ﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 野本　航大 上山市 上山宮川中学校

209 3282  0:14:44 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 齋藤　匠悟 上山市 上山北中学校

210 3358  0:14:45 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 伊藤　魁飛 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝

211 3245  0:14:46 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾘｭｳ 山口　飛竜 上山市 上山北中学校

212 3271  0:14:49 ﾐｳﾗ ｶﾞｸﾄ 三浦　岳人 上山市 上山北中学校

213 3367  0:14:50 ｾｲﾉ ﾂﾊﾞｻ 清野　翼 上山市 上山宮川中学校

214 3267  0:14:50 ｽﾜ ﾕｳﾀ 諏訪　優太 上山市 上山北中学校

215 3321  0:14:58 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲ 菅原　奏依 山形第一中学校

216 3268  0:15:03 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾊﾔ 山本　千隼 上山市 上山北中学校

217 3227  0:15:06 ﾌｾ ﾋﾃﾞﾄ 布施　秀人 長井市 長井北中学校

218 3226  0:15:08 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 中川　和真 長井市 長井北中学校

219 3248  0:15:11 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 鈴木　大雅 上山市 上山北中学校

220 3279  0:15:11 ｲﾅｹﾞ ｼｭﾝｽｹ 稲毛　駿介 上山市 上山北中学校

221 3317  0:15:17 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 沼澤　駿人 山形第一中学校

222 3290  0:15:18 ｵｵﾄﾓ ﾘｸ 大友　理玖 南陽市 南陽ジュニア

223 3278  0:15:23 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 山田　太一 上山市 上山北中学校

224 3277  0:15:23 ｸｻｶﾘ ﾅﾙﾐ 草刈　成海 上山市 上山北中学校

225 3265  0:15:25 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀ 鈴木　淳太 上山市 上山北中学校

226 3244  0:15:25 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 木村　那弥 上山市 上山北中学校

227 3273  0:15:27 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 川口　光城 上山市 上山北中学校

228 3315  0:15:27 ｻﾄｳ ｶﾂﾏ 佐藤　克磨 山形第一中学校

229 3316  0:15:27 ｶﾝ ﾕｳﾀﾞｲ 菅　雄大 山形第一中学校

230 3253  0:15:48 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 武田　優太 上山市 上山北中学校

231 3262  0:16:16 ｱｻｸﾗ ﾕｳﾄ 朝倉　優人 上山市 上山北中学校

232 3222  0:16:16 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ 斎藤　琉汰 長井市 長井北中学校

233 3221  0:16:35 ｵｶﾍﾞ ﾄｼﾔ 岡部　隼也 長井市 長井北中学校

234 3320  0:17:03 ﾀﾀﾞ ﾚﾝﾔ 多田　怜矢 山形第一中学校

235 3365  0:17:54 ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 清水　奏来 上山市 上山宮川中学校

236 3079  0:18:16 ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ 川崎　聡汰 福島県 相馬向陽中学校

237 3284  0:23:41 ﾀｶｼﾏ ﾘｭｳﾔ 高島　龍哉 福島県 二本松第一中学校
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主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時30分10時30分10時30分10時30分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人中学生女子3000m中学生女子3000m中学生女子3000m中学生女子3000m 142

1 4007  0:11:39 ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ 池田　有沙 栃木県     

2 4014  0:11:50 ｴﾋﾞﾊﾗ ｾｲｶ 海老原　聖花 栃木県 真岡物部中学校     

3 4109  0:11:52 ﾑﾗﾓﾄ ﾄﾓｶ 村本　友花 北海道 函館ＣＲＳ     

4 4022  0:11:58 ｲﾏｶﾞﾜ ﾏﾘﾅ 今川　真里奈 山形市 山形市チーム     

5 4023  0:12:15 ｵｵﾐﾔ ﾘﾅ 大宮　莉奈 山形市 山形市チーム     

6 4075  0:12:18 ﾄｷ ｺｺﾅ 土岐　心夏 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

7 4047  0:12:25 ｶﾄｳ ｳﾗﾗ 加藤　うらら 山形市 山形市チーム     

8 4004  0:12:29 ｻﾄｳ ﾏﾅｴ 佐藤　愛笑 福島県 喜多方第三中学校     

9 4044  0:12:30 ｲﾄｳ ﾐﾕｶ 伊藤　光由香 山形市 山形市チーム     

10 4246  0:12:36 ﾁﾊﾞ ｱﾕﾒ 千葉　彩夢 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム     

11 4003  0:12:39 ﾅｶﾞｻｶ ｵｳｶ 長坂　桜花 岩手県 雫石中学校     

12 4076  0:12:42 ｶﾄｳ ﾚﾝ 加藤　恋 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

13 4040  0:12:43 ｻﾜﾀﾞ ｱｷ 澤田　爽 山形市 山形市チーム     

14 4048  0:12:44 ﾀﾅｶ ﾕﾅ 田中　悠菜 山形市 山形市チーム     

15 4051  0:12:47 ﾎﾘ ﾐｽﾞﾎ 堀　瑞穂 鶴岡市 鶴岡第一中学校     

16 4024  0:12:48 ﾆｲﾉ ﾏﾄﾞｶ 新野　まどか 山形市 山形市チーム     

17 4266  0:12:51 ｲｼｶﾞｷ ﾅｵ 石垣　奈桜 遊佐町 遊佐町     

18 4255  0:12:54 ｵｶﾍﾞ ﾐﾗｲ 岡部　未来 酒田市 酒田市ジュニア駅伝     

19 4045  0:13:00 ｵｵﾄ ﾅｵ 大戸　菜緒 山形市 山形市チーム     

20 4159  0:13:02 ｻﾄｳ ﾚﾅ 佐藤　礼菜 金山町 金山町     

21 4079  0:13:03 ﾋｷﾀ ﾊﾂﾞｷ 匹田　葉月 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

22 4063  0:13:04 ｶﾀｸﾗ ﾐｻｷ 片倉　珠咲 長井市 長井市ジュニア駅伝     

23 4245  0:13:06 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 高橋　梨子 米沢市 米沢ジュニア駅伝チーム     

24 4026  0:13:07 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵ 小林　志緒 山形市 山形市チーム     

25 4090  0:13:09 ﾐｳﾗ ﾕｲ 三浦　唯 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

26 4176  0:13:11 ｼｶﾊﾞ ﾐｻﾄ 鹿場　海聖 高畠町 高畠町チーム     

27 4145  0:13:14 ｺﾝﾀ ｱｲﾐ 今田　彩未 河北町 河北町     

28 4265  0:13:15 ｵｵﾀ ｻｷ 太田　早紀 遊佐町 遊佐町     

29 4272  0:13:18 ﾀｶｻｺﾞ ｱﾔﾈ 髙砂　文音 寒河江市 寒河江市     

30 4073  0:13:20 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ 丸山　結衣 鶴岡市 鶴岡市ジュニア駅伝     

31 4238  0:13:20 ｶﾗｽ ﾐﾅｷ 烏　未菜姫 東根市 東根     

32 4027  0:13:20 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾘ 谷口　絢梨 山形市 山形市チーム     

33 4220  0:13:21 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅ 村上　陽菜 山形第一中学校     

34 4276  0:13:22 ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾅ 白岩　優凪 寒河江市 寒河江市     

35 4037  0:13:26 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 柴田　彩花 山形市 山形市チーム     

36 4164  0:13:26 ﾀﾝ ﾐｸ 丹　美空 金山町 金山ＸＣスキークラブ     

37 4029  0:13:27 ｵｵﾑｶｲ ﾖｼｶ 大向　佳夏 山形市 山形市チーム     

38 4224  0:13:28 ｷﾑﾗ ｺｺ 木村　恋々 新庄市 新庄市     

39 4275  0:13:29 ｲﾀﾊﾞｼ ﾘﾘｱ 板橋　梨碧 寒河江市 寒河江市     

40 4155  0:13:32 ﾏﾙｶﾜ ﾅｷﾞｻ 丸川　和紗 白鷹町 白鷹町ジュニア     

41 4083  0:13:34 ﾗﾝﾄﾞｰﾙ ﾊﾆｰｺｺﾛ ランドール　ハニー心 天童市 天童市チーム     

42 4158  0:13:36 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔﾅ 松田　爽那 金山町 金山町     

43 4141  0:13:38 ﾂﾁﾀﾞ ﾌｳｶ 土田　楓佳 村山市 村山ＡＣ     

44 4091  0:13:39 ｵｵﾊﾞ ﾕｻｷ 大場　友咲 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

45 4087  0:13:40 ｶﾄｳ ｷｻｷ 加藤　妃 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

46 4089  0:13:40 ﾎﾝﾏ ﾏｼﾛ 本間　牧代 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム     

47 4082  0:13:42 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 佐藤　優花 天童市 天童市チーム     

48 4013  0:13:43 ｲｶﾞﾗｼ ﾓｴ 五十嵐　もえ 真室川町 真室川町     

49 4021  0:13:43 ﾆｼﾅ ﾋｶﾘ 仁科　光織 米沢市 米沢第五中学校     

50 4041  0:13:44 ﾋﾉ ﾅﾂﾐ 日野　捺美 山形市 山形市チーム     



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時30分10時30分10時30分10時30分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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51 4038  0:13:46 ﾔﾏｼﾅ ﾄﾓｺ 山科　知子 山形市 山形市チーム

52 4046  0:13:49 ｶｲﾔ ｱﾕｶ 海谷　歩佳 山形市 山形市チーム

53 4218  0:13:49 ﾀｶｷﾞ ﾀﾏｷ 高木　環 山形第一中学校

54 4234  0:13:49 ｵｵﾙｲ ｿﾜ 大類　奏愛 村山市 村山市

55 4032  0:13:49 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾊ 渡邉　綺代波 山形市 山形市チーム

56 4236  0:13:51 ﾌｶｾ ｱｵｲ 深瀬　葵 東根市 東根

57 4006  0:13:52 ｳﾒﾂ ﾙｶ 梅津　瑠佳 米沢市 米沢第五中学校

58 4103  0:13:55 ｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 志田　望 中山町 チーム中山

59 4093  0:13:57 ﾄﾂ ﾜｶﾅ 戸津　若加菜 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

60 4267  0:13:57 ｺﾞﾄｳ ﾓﾈﾐ 後藤　萌音実 遊佐町 遊佐町

61 4049  0:13:58 ｻﾄｳ ｱｵｲ 佐藤　葵 山形市 山形市チーム

62 4111  0:14:01 ｷｸﾁ ﾕﾘﾊ 菊地　優晴 大江町 大江町教育委員会

63 4184  0:14:01 ﾅｶｲ ｻｸﾗ 中井　咲良 上山市 上山北中学校

64 4030  0:14:03 ﾄｶﾞｼ ﾐｭｳ 冨樫　美羽 山形市 山形市チーム

65 4031  0:14:04 ﾋｷﾇﾏ ｶﾎ 曳沼　華歩 山形市 山形市チーム

66 4094  0:14:04 ﾆｼﾂﾞｶ ﾕｳ 西塚　結 尾花沢市 尾花沢市ジュニア駅伝チーム

67 4110  0:14:07 ﾀﾜﾗ ｼﾞｭﾘ 田原　樹里 北海道 函館ＣＲＳ

68 4113  0:14:12 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 松田　衣吹 大江町 大江町教育委員会

69 4106  0:14:13 ﾔｺﾔﾏ ｾﾚﾝ 横山　聖恋 中山町 チーム中山

70 4162  0:14:14 ｷｼ ﾓﾓｶ 岸　桃加 金山町 金山ＸＣスキークラブ

71 4134  0:14:16 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾕｶ 村山　鮎夏 朝日町 朝日ＪｒＭＣ

72 4071  0:14:16 ﾀﾅｶ ｿﾗ 田中　碧空 鮭川村 鮭川村駅伝チーム

73 4153  0:14:17 ｱﾍﾞ ｶﾅ 阿部　夏那 白鷹町 白鷹町ジュニア

74 4228  0:14:18 ｱｼﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 安食　希美 新庄市 新庄市

75 4227  0:14:22 ｸｻﾏ ｼｵﾘ 草間　栞 新庄市 新庄市

76 4225  0:14:24 ｻﾄｳ ｷﾘ 佐藤　希梨 新庄市 新庄市

77 4179  0:14:24 ﾌｾ ｶﾉ 布施　樺乃 高畠町 高畠町チーム

78 4152  0:14:25 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅｶ 吉田　愛果 白鷹町 白鷹町ジュニア

79 4050  0:14:27 ﾎｼ ﾋﾅ 星　妃那 山形市 山形市チーム

80 4181  0:14:28 ｲﾄｳ ｷﾖｶ 伊藤　聖花 上山市 上山北中学校

81 4166  0:14:32 ｵｵｲｼ ﾅｵｶ 大石　奈桜佳 長井市 長井北中学校

82 4249  0:14:34 ﾋﾗｲ ﾐﾅﾐ 平井　陽 山形市 蔵王第一中学校

83 4156  0:14:34 ｲﾄｳ ｲｵﾘ 伊藤　惟祈 秋田県 秋田東仙北ＡＣ

84 4250  0:14:34 ｶﾈｺ ﾏﾅ 金子　愛菜 山形市 蔵王第一中学校

85 4248  0:14:35 ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ 髙橋　来心 山形市 蔵王第一中学校

86 4151  0:14:46 ﾆｲﾉ ｴﾏ 新野　愛麻 白鷹町 白鷹町ジュニア

87 4219  0:14:46 ｽｽﾞｷ ｼｭﾘ 鈴木　紫百合 山形第一中学校

88 4114  0:14:48 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 松田　芽生 大江町 大江町教育委員会

89 4170  0:14:50 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 小林　琉奈 長井市 長井北中学校

90 4180  0:14:50 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾗﾘ 渡邉　天舞 上山市 上山北中学校

91 4105  0:14:52 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｶ 内藤　晴香 中山町 チーム中山

92 4062  0:14:52 ﾐﾊﾗ ｺﾊｸ 三原　瑚白 舟形町 舟形町駅伝チーム

93 4059  0:14:52 ｼﾓﾔﾏ ｷﾗﾘ 下山　きらり 舟形町 舟形町駅伝チーム

94 4097  0:14:52 ｶﾄｳ ﾋﾅ 加藤　日菜 山辺町 山辺町ジュニア駅伝

95 4117  0:14:54 ﾏﾂｷ ﾐﾕ 松木　心優 大江町 大江町教育委員会

96 4183  0:14:54 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 佐藤　彩夏 上山市 上山北中学校

97 4188  0:14:58 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｵﾘ 瀧口　栞 上山市 上山北中学校

98 4280  0:14:58 ｲｼﾔﾏ ﾏｵ 石山　舞桜 最上町 最上町教育委員会

99 4154  0:15:01 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾘﾝ 藤守　華鈴 白鷹町 白鷹町ジュニア

100 4262  0:15:04 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｲ 五十嵐　柚衣 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時30分10時30分10時30分10時30分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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101 4135  0:15:07 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｶ 岡﨑　優佳 朝日町 朝日ＪｒＭＣ     

102 4285  0:15:07 ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 髙橋　こはる 西川町 西川町     

103 4263  0:15:08 ﾀﾝﾉ ﾕﾘｶ 丹野　悠里香 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

104 4147  0:15:08 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾐ 横山　なみ 河北町 河北町     

105 4286  0:15:12 ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾙ 髙橋　みはる 西川町 西川町     

106 4178  0:15:15 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 髙橋　五風香 高畠町 高畠町チーム     

107 4204  0:15:17 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅｾ 松田　菜々瀬 南陽市 南陽ジュニア     

108 4123  0:15:18 ﾊｷﾞ ﾎﾉｶ 萩　ほのか 川西町 川西町     

109 4212  0:15:23 ﾀｶﾉ ｺｺｱ 髙野　瑚々亜 小国町 小国町     

110 4101  0:15:24 ﾓﾘﾔ ﾏｲ 森谷　真衣 中山町 チーム中山     

111 4144  0:15:24 ｺﾞﾄｳ ｻｸﾗ 後藤　さくら 河北町 河北町     

112 4209  0:15:25 ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾞﾉ 安達　涼乃 大石田町 大石田町駅伝チーム     

113 4070  0:15:28 ｻﾄｳ ﾁﾅ 佐藤　千菜 鮭川村 鮭川村駅伝チーム     

114 4216  0:15:28 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐｱｲ 岩渕　深愛 山形第一中学校     

115 4163  0:15:29 ｽｶﾞ ｱｲ 須賀　愛依 金山町 金山ＸＣスキークラブ     

116 4190  0:15:30 ｱﾍﾞ ｺﾄﾊ 安部　琴葉 上山市 上山北中学校     

117 4210  0:15:33 ｱﾗｲ ｻﾔｶ 荒井　さやか 大石田町 大石田町駅伝チーム     

118 4095  0:15:37 ｱｲﾀ ﾕｲ 會田　悠生 山辺町 山辺町ジュニア駅伝     

119 4171  0:15:40 ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾅ 渋谷　歩奈 長井市 長井北中学校     

120 4035  0:15:41 ｶﾄｳ ｼｽﾞｶ 加藤　静 山形市 山形市チーム     

121 4247  0:16:02 ｻﾄｳ ｽﾐｶ 佐藤　澄香 山形市 蔵王第一中学校     

122 4264  0:16:10 ｻﾜﾗ ﾒｲ 佐原　芽依 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

123 4053  0:16:15 ｲﾄｳ ｻｷ 伊藤　彩希 舟形町 舟形ＦＣ     

124 4052  0:16:21 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏｵ 皆川　真緒 米沢市     

125 4186  0:16:31 ｲﾅｹﾞ ｾﾅ 稲毛　星南 上山市 上山北中学校     

126 4207  0:16:32 ﾎｼｶﾜ ｱﾔﾈ 星川　綾音 大石田町 大石田町駅伝チーム     

127 4197  0:16:35 ｲﾉｳｴ ｼｽﾞｸ 井上　穏空 上山市 上山北中学校     

128 4054  0:16:37 ﾁﾊﾞ ﾓｴ 千葉　萌 舟形町 舟形ＦＣ     

129 4195  0:16:41 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 渡邉　真優 上山市 上山北中学校     

130 4257  0:16:43 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 鈴木　蘭 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

131 4118  0:16:49 ｲｼｸﾞﾛ ﾘｻ 石黒　莉咲 川西町 川西中学校     

132 4196  0:16:56 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭｴﾙ 竹田　樹恵瑠 上山市 上山北中学校     

133 4258  0:17:20 ｱｵｷ ﾕﾏ 青木　優茉 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

134 4259  0:17:21 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 小松　優姫 飯豊町 飯豊町ジュニア駅伝     

135 4193  0:17:33 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 吉田　朱里 上山市 上山北中学校     

136 4189  0:18:00 ｵｵｻﾜ ｺﾄﾅ 大澤　琴菜 上山市 上山北中学校     

137 4194  0:18:02 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 佐藤　愛稀 上山市 上山北中学校     

138 4192  0:18:15 ﾅｶﾉ ﾘﾝ 中野　鈴 上山市 上山北中学校     

139 4199  0:18:15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅ 渡部　優奈 上山市 上山北中学校     

140 4169  0:18:17 ﾊｼﾓﾄ ｽﾐｺ 橋本　純子 長井市 長井北中学校     

141 4191  0:18:22 ｻﾄｳ ﾕｳｲ 佐藤　結唯 上山市 上山北中学校     

142 4198  0:26:13 ｻｲﾄｳ ﾅｵ 斎藤　名桜 上山市 上山北中学校     
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時50分10時50分10時50分10時50分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人ジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000m 58

1 5002  0:14:51 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ 五十嵐　徳子 鶴岡市 鶴岡北高校

2 5016  0:15:13 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 奥山　瑞希 宮城県 利府高校

3 5050  0:15:15 ｲﾁｶﾜ ｺﾄﾉ 市川　琴乃 茨城県 水戸第一高校

4 5014  0:15:48 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 鈴木　麗 宮城県 利府高校

5 5056  0:15:49 ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 五十嵐　茜音 山辺町 山辺高校

6 5001  0:15:54 ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ 須貝　美齢 鶴岡市 鶴岡南高校

7 5007  0:15:57 ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ 金村　真帆 山形市 山形北高校

8 5057  0:16:07 ｺﾏﾂ ﾐｷ 小松　未希 山辺町 山辺高校

9 5017  0:16:20 ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｶ 大友　春花 宮城県 利府高校

10 5039  0:16:22 ｼｮｳｼﾞ ｱﾔ 庄司　彩耶 山形市 山形学院高校

11 5008  0:16:23 ｼﾌﾞﾔ ﾅﾂﾉ 渋谷　なつの 山形市 山形北高校

12 5046  0:16:24 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 髙橋　実佑 埼玉県 狭山ヶ丘高校

13 5023  0:16:44 ｻﾄｳ ﾘｶ 佐藤　里香 米沢市 米沢中央高校

14 5060  0:16:46 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅ 武田　菜那 山辺町 山辺高校

15 5032  0:16:48 ｶﾜﾑﾗ ｱﾕﾐ 川村　亜悠美 山形市 山形中央高校

16 5054  0:16:52 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 佐藤　春香 長井市 長井高校

17 5015  0:16:59 ﾅﾘｻﾜ ﾆｲﾅ 成沢　新奈 宮城県 利府高校

18 5021  0:17:02 ｼﾓﾔﾏ ｶﾅ 下山　華奈 尾花沢市 北村山高校

19 5059  0:17:03 ﾓﾄｷ ﾐﾗｲ 元木　美瀬 山辺町 山辺高校

20 5052  0:17:03 ｶﾜﾏﾀ ﾕﾗ 川又　響 茨城県 水戸第一高校

21 5037  0:17:18 ﾔﾊｷﾞ ﾘﾅ 矢作　梨奈 新庄市 新庄北高等学校

22 5029  0:17:20 ｴｸﾞﾁ ﾏﾐ 江口　舞美 山形市 山形中央高校

23 5018  0:17:29 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾚｱ 中島　クレア 宮城県 利府高校

24 5055  0:17:29 ﾖｺｻﾜ ﾕｳｶ 横澤　佑果 長井市 長井高校

25 5038  0:17:30 ｼｶﾞ ｱｵｲ 志賀　葵 山形市 山形学院高校

26 5024  0:17:51 ｽｽﾞｷ ﾓﾓ 鈴木　桃 鶴岡市 鶴岡南高校

27 5010  0:17:54 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｴ 遠藤　奏絵 山形市 山形北高校

28 5062  0:18:00 ｱｲﾀ ﾕﾘｶ 會田　百合香 山辺町 山辺高校

29 5035  0:18:00 ｲﾄｳ ｻﾂｷ 伊藤　彩月 山形市 山形市立商業高校

30 5040  0:18:00 ﾐｳﾗ ﾅﾅ 三浦　菜々 山形市 山形学院高校

31 5027  0:18:04 ｻｻﾊﾗ ﾒｲﾗ 笹原　明楽 山形市 山形東高校

32 5006  0:18:08 ﾔｸﾜ ﾅｵ 八鍬　奈央 新庄市 新庄南高校

33 5049  0:18:11 ﾎﾘｴ ｱｵｲ 堀江　葵衣 茨城県 水戸第一高校

34 5058  0:18:26 ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ 髙橋　ルミ 山辺町 山辺高校

35 5041  0:18:30 ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 矢口　桃佳 山形市 山形学院高校

36 5045  0:18:32 ｲｹｳﾁ ﾊﾙｶ 池内　遙香 埼玉県 狭山ヶ丘高校

37 5034  0:18:41 ﾋﾗﾂｶ ﾏｳ 平塚　麻羽 山形市 山形市立商業高校

38 5020  0:18:42 ﾎﾝﾏ ｶﾅ 本間　夏奈 尾花沢市 北村山高校

39 5044  0:18:43 ﾄｶﾞｼ ﾐﾔﾋﾞ 冨樫　雅 山形市 山形学院高校

40 5053  0:18:43 ｲﾄｳ ﾁｵﾘ 伊藤　千祈 秋田県 秋田東仙北ＡＣ

41 5019  0:18:50 ﾓﾘ ﾓﾓｶ 森　百花 尾花沢市 北村山高校

42 5043  0:18:53 ｶﾄｳ ｻｷｺ 加藤　早紀子 山形市 山形学院高校

43 5009  0:18:57 ｻﾄｳ ﾘﾉ 佐藤　理乃 山形市 山形北高校

44 5051  0:18:59 ｷﾑﾗ ﾏﾅ 木村　愛 茨城県 水戸第一高校

45 5063  0:19:05 ｻﾄｳ ｴﾘ 佐藤　江里 天童市 山形電波工業高校

46 5047  0:19:07 ﾀｲﾗ ﾊﾙｶ 平　遥夏 米沢市 米沢興譲館高校

47 5012  0:19:15 ﾑﾗｵｶ ﾕｲ 村岡　結衣 山形市 山形北高校

48 5026  0:19:27 ｶｻﾊﾗ ﾜｶｺ 笠原　和佳子 山形市 山形東高校

49 5003  0:19:28 ｼﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ 柴田　くるみ 金山町 新庄南高校　金山校

50 5048  0:19:32 ﾊﾅﾜ ﾐﾔﾋﾞ 花輪　みやび 米沢市 米沢興譲館高校
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時50分10時50分10時50分10時50分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人ジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000m 58

51 5033  0:19:38 ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 鈴木　実菜 山形市 山形市立商業高校

52 5028  0:20:05 ｽｴﾉ ﾊｽﾐ 末野　葉澄 山形市 山形中央高校

53 5042  0:20:09 ｵｸﾔﾏ ﾅﾅ 奥山　菜々 山形市 山形学院高校

54 5031  0:20:16 ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾔｶ 門脇　彩香 山形市 山形中央高校

55 5005  0:20:27 ｵｵﾔﾏ ｱﾔﾈ 大山　綾寧 金山町 新庄南高校　金山校

56 5036  0:20:37 ﾀｶﾊｼ ﾙﾅ 髙橋　瑠奈 東根市 東桜学館高校

57 5004  0:20:41 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛ 柴田　裕 金山町 新庄南高校　金山校

58 5022  0:21:42 ﾀｶﾊｼ ﾏﾄﾞｶ 髙橋　まどか 米沢市 米沢中央高校



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

10時50分10時50分10時50分10時50分

ジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

1 奥山　瑞希00:47:21

鈴木　麗

5016利府高校

大友　春花

5014

5017

0:15:13

0:15:48

0:16:20

2 五十嵐　茜音00:48:42

小松　未希

5056山辺高校

武田　菜那

5057

5060

0:15:49

0:16:07

0:16:46

3 金村　真帆00:50:14

渋谷　なつの

5007山形北高校

遠藤　奏絵

5008

5010

0:15:57

0:16:23

0:17:54

4 市川　琴乃00:50:29

川又　響

5050水戸第一高校

堀江　葵衣

5052

5049

0:15:15

0:17:03

0:18:11

5 庄司　彩耶00:51:52

志賀　葵

5039山形学院高校

三浦　菜々

5038

5040

0:16:22

0:17:30

0:18:00

6 川村　亜悠美00:54:13

江口　舞美

5032山形中央高校

末野　葉澄

5029

5028

0:16:48

0:17:20

0:20:05
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

10時50分10時50分10時50分10時50分

ジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000mジュニア女子4000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

7 下山　華奈00:54:34

本間　夏奈

5021北村山高校

森　百花

5020

5019

0:17:02

0:18:42

0:18:50

8 伊藤　彩月00:56:19

平塚　麻羽

5035山形市立商業高校

鈴木　実菜

5034

5033

0:18:00

0:18:41

0:19:38

9 柴田　くるみ01:00:36

大山　綾寧

5003新庄南高校　金山校

柴田　裕

5005

5004

0:19:28

0:20:27

0:20:41
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

10時50分10時50分10時50分10時50分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人シニアA女子4000mシニアA女子4000mシニアA女子4000mシニアA女子4000m 31

1 7004  0:14:24 ﾀﾅｶ ｻﾁ 田中　幸 山形市 スポーツ山形２１

2 7005  0:14:35 ｺﾝﾉ ﾏﾄﾞｶ 今野　まどか 酒田市 酒田市陸協

3 7014  0:16:32 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ 本間　未来 東根市 村山アスレ

4 7023  0:16:39 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ 近藤　香澄 山形市

5 7011  0:17:49 ｱｵｷ ﾌﾐｺ 青木　富美子 真室川町

6 7025  0:18:03 ｻﾄｳ ﾐﾎ 佐藤　美穂 長井市

7 7012  0:18:23 ｻﾄｳ ﾕﾐ 佐藤　裕美 宮城県

8 7001  0:18:34 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 中村　京子 宮城県 レオクラブ仙台

9 7007  0:19:11 ｵｲｶﾜ ｴｲｺ 及川　栄子 宮城県 はしるねん

10 7024  0:19:23 ﾅｶﾉ ﾕｶ 中野　友香 東根市 神町自衛隊

11 7030  0:19:27 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅｺ 山下　美奈子 宮城県

12 7028  0:19:43 ｶﾄｳ ｹｲｺ 加藤　恵子 高畠町

13 7022  0:19:44 ｷｶｲ ﾐﾁｺ 鬼海　美智子 山形市

14 7027  0:20:06 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐ 後藤　弘美 鶴岡市 室伏より年上

15 7003  0:20:16 ﾀｶﾊｼ ﾑﾂｺ 高橋　睦子 宮城県 ニューフレンド

16 7002  0:20:21 ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ 大類　幸子 山形市 スマック

17 7032  0:20:37 ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 吉田　さゆり 岩手県 花巻笹間第一小学校

18 7026  0:21:02 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 若林　晃子 上山市

19 7006  0:21:11 ｽｽﾞｷ ｷｴ 鈴木　貴恵 宮城県

20 7017  0:21:28 ｷﾉ ﾘｶ 木野　利香 山形市 ルハサマーズ

21 7018  0:21:35 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 鈴木　裕美 南陽市

22 7009  0:22:56 ｸｽﾓﾄ ﾏｻｺ 楠本　雅子 宮城県 はしるねん

23 7029  0:23:01 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾕﾘｺ 清信　百合子 福島県

24 7033  0:24:05 ｺﾔﾏ ﾁﾊﾙ 小山　千春 村山市

25 7019  0:24:07 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ 髙橋　ミツヨ 宮城県

26 7008  0:26:51 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 千葉　順子 宮城県 はしるねん

27 7020  0:27:21 ﾐﾔｹ ﾕｷｺ 三宅　由起子 山形市

28 7015  0:28:50 ﾐｳﾗ ﾉﾘｺ 三浦　智子 宮城県

29 7016  0:28:50 ｵｵﾊﾞ ﾘｭｳｺ 大場　龍子 宮城県 リライブ

30 7031  0:29:02 ﾋｸﾞﾁ ｼﾂﾞｺ 樋口　志津子 山形市

31 7013  0:29:18 ｶﾞﾝﾍﾞ ﾐﾕｷ 雁部　みゆき 宮城県
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時15分11時15分11時15分11時15分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人ジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000m 193

1 6002  0:19:38 ｳﾒｷ ﾘｸ 梅木　陸 鶴岡市 鶴岡東高校

2 6182  0:19:58 ﾎｼ ｶﾞｸ 星　岳 宮城県 明成高校

3 6062  0:20:01 ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ 四釜　峻佑 山形市 山形中央高校

4 6031  0:20:19 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｾﾞ 鈴木　浩風 宮城県 利府高校

5 6003  0:20:26 ｳﾒｷ ｶｲ 梅木　海 鶴岡市 鶴岡東高校

6 6177  0:20:36 ｳｽｷ ｺｳｽｹ 臼杵　洸佑 宮城県 明成高校

7 6016  0:20:38 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ 髙橋　健吾 宮城県 利府高校

8 6028  0:20:43 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 齋藤　滉太 宮城県 利府高校

9 6022  0:20:44 ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 青沼　瑞季 宮城県 利府高校

10 6170  0:20:46 ｴﾝﾀ ｼｭﾝ 遠田　駿 酒田市 酒田光陵高校

11 6027  0:20:46 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 髙橋　悠斗 宮城県 利府高校

12 6134  0:20:55 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大澤　春平 埼玉県 狭山ヶ丘高校

13 6094  0:20:58 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 佐藤　洸人 山形市 山形南高校

14 6180  0:21:00 ｺﾏﾂ ｼﾝ 小松　笙 宮城県 明成高校

15 6095  0:21:03 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 髙橋　光 山形市 山形南高校

16 6017  0:21:05 ｷｿｳ ﾀｲﾁ 喜早　太一 宮城県 利府高校

17 6186  0:21:06 ﾊﾅﾌﾞﾁ ﾀｹﾄ 花渕　健斗 宮城県 明成高校

18 6014  0:21:07 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 本多　春樹 鶴岡市 鶴岡東高校

19 6029  0:21:11 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 木村　真智 宮城県 利府高校

20 6089  0:21:12 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 遠藤　凌佑 山形市 山形南高校

21 6189  0:21:19 ｵｶｻﾞｷ ｸﾆｽｹ 岡崎　邦介 宮城県 明成高校

22 6057  0:21:20 ｳｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 牛澤　昂大 山形市 山形中央高校

23 6135  0:21:22 ｾｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 関村　勇太 埼玉県 狭山ヶ丘高校

24 6183  0:21:26 ﾎｼ ﾘｭｳｼﾞ 星　隆次 宮城県 明成高校

25 6108  0:21:28 ｻｶｲ ﾏｻﾉﾘ 酒井　政宜 山形市 山形南高校

26 6059  0:21:30 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 橋元　大輝 山形市 山形中央高校

27 6019  0:21:32 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾙ 安達　岳 宮城県 利府高校

28 6041  0:21:32 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾔ 佐藤　茂哉 米沢市 米沢中央高校

29 6018  0:21:32 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 櫻田　浩章 宮城県 利府高校

30 6090  0:21:33 ｵｵｲｼ ｱﾕﾑ 大石　歩夢 山形市 山形南高校

31 6025  0:21:35 ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ 大場　麻央 宮城県 利府高校

32 6092  0:21:36 ｸﾛｷ ﾊﾙﾄ 黒木　遥大 山形市 山形南高校

33 6082  0:21:39 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 佐藤　圭汰 山形市 日大山形高校

34 6192  0:21:40 ｶﾄｳ ﾘｳ 加藤　琉鳥 宮城県 明成高校

35 6153  0:21:42 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 鈴木　蒼大 茨城県 水戸第一高校

36 6191  0:21:45 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 加藤　龍也 宮城県 明成高校

37 6137  0:21:45 ｾｷﾔ ﾀｸﾐ 関谷　拓実 埼玉県 狭山ヶ丘高校

38 6158  0:21:46 ｲｻｶ ﾖｳﾀ 井坂　陽太 茨城県 水戸第一高校

39 6034  0:21:46 ｻｶｷ ﾕｳﾔ 坂木　宥也 尾花沢市 北村山高校

40 6053  0:21:47 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｺﾞ 髙橋　遼伍 山形市 山形東高校

41 6157  0:21:51 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 長谷川　建 茨城県 水戸第一高校

42 6081  0:21:53 ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 近藤　世那 山形市 日大山形高校

43 6063  0:21:54 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 鈴木　克彦 山形市 山形中央高校

44 6184  0:21:56 ｺｵﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ 郡山　京梧 宮城県 明成高校

45 6007  0:21:57 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 遠藤　政彦 鶴岡市

46 6061  0:21:59 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 中村　瑠吾 山形市 山形中央高校

47 6116  0:22:00 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄ 高橋　和人 山形市 山形南高校

48 6075  0:22:03 ﾆｯﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 日塔　雄大 寒河江市 寒河江高校

49 6122  0:22:05 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ 鈴木　要 山形市 山形工業高校

50 6193  0:22:05 ｻﾄｳ ｻｸﾔ 佐藤　朔弥 宮城県 明成高校
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時15分11時15分11時15分11時15分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人ジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000m 193

51 6020  0:22:06 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 加藤　直也 宮城県 利府高校     

52 6125  0:22:06 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 太田　惇也 山形市 山形工業高校     

53 6066  0:22:07 ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 武田　瑞樹 山形市 山形中央高校     

54 6098  0:22:09 ｵｸﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 奥山　洋平 山形市 山形南高校     

55 6127  0:22:11 ｽｶﾞﾉ ｼｭﾘ 菅野　朱厘 山形市 山形工業高校     

56 6044  0:22:11 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛｷ 古澤　拓樹 米沢市 米沢中央高校     

57 6188  0:22:12 ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾍｲ 岩田　龍平 宮城県 明成高校     

58 6006  0:22:15 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀ 三浦　健太 鶴岡市 鶴岡工業高等専門学校     

59 6143  0:22:16 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝ 飯田　俊 埼玉県 狭山ヶ丘高校     

60 6036  0:22:16 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 佐藤　凌 尾花沢市 北村山高校     

61 6179  0:22:17 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝｺﾞ 熊谷　真吾 宮城県 明成高校     

62 6064  0:22:18 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 木村　海翔 山形市 山形中央高校     

63 6194  0:22:22 ｼｶﾏ ｼｭｳﾄ 色麻　柊人 長井市 長井高校     

64 6136  0:22:23 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 熊谷　翼 埼玉県 狭山ヶ丘高校     

65 6173  0:22:24 ｲｼｶﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 石垣　竣平 酒田市 酒田光陵高校     

66 6152  0:22:25 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 加藤　悠太 東根市 村山産業高校     

67 6195  0:22:28 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鈴木　駿太郎 長井市 長井高校     

68 6080  0:22:29 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 伊藤　寛人 山形市 日大山形高校     

69 6181  0:22:29 ﾀﾞｲﾄﾞｳｼﾞ ｺｳﾀ 大道寺　晃多 宮城県 明成高校     

70 6160  0:22:30 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 井上　翔太 茨城県 水戸第一高校     

71 6178  0:22:31 ｶﾄﾞﾜｷ ﾔﾏﾄ 門脇　大和 宮城県 明成高校     

72 6101  0:22:34 ﾄﾞﾓﾝ ﾋﾛﾐﾁ 土門　大倫 山形市 山形南高校     

73 6047  0:22:35 ﾀｶﾊｼ ｱｵﾄ 高橋　亜王斗 酒田市 酒田東高校     

74 6200  0:22:35 ﾋｸﾞﾁ ｷｮｳｽｹ 樋口　喬祐 宮城県 聖和学園高校     

75 6060  0:22:37 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｷ 松岡　龍生 山形市 山形中央高校     

76 6172  0:22:37 ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ 土門　拓海 酒田市 酒田光陵高校     

77 6023  0:22:40 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 鈴木　健太郎 宮城県 利府高校     

78 6067  0:22:43 ﾅｺ ﾏｻﾋﾛ 名子　昌宏 山形市 山形中央高校     

79 6037  0:22:45 ｵｵﾙｲ ｹｲﾄ 大類　啓斗 尾花沢市 北村山高校     

80 6185  0:22:47 ﾂﾎﾞｲ ｶｲﾄ 坪井　海門 宮城県 明成高校     

81 6163  0:22:47 ﾆｼﾉﾐﾔ ﾋﾛｷ 西野宮　寛季 茨城県 水戸第一高校     

82 6117  0:22:47 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 齋藤　優斗 山形市 山形工業高校     

83 6030  0:22:50 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 齋藤　雄作 宮城県 利府高校     

84 6009  0:22:52 ｵｵﾔﾏ ﾕｳ 大山　悠 金山町 新庄南高校　金山校     

85 6167  0:22:52 ﾈﾓﾄ ｹｲｽｹ 根本　啓介 茨城県 水戸第一高校     

86 6156  0:22:52 ﾋﾗｲ ｿｳﾀ 平井　創太 茨城県 水戸第一高校     

87 6004  0:22:53 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 緑川　龍太郎 福島県 中島駅伝チーム     

88 6069  0:22:56 ｵｸﾑﾗ ｶｹﾙ 奥村　翔 山形市 山形中央高校     

89 6169  0:22:57 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 髙橋　寿弥 酒田市 酒田光陵高校     

90 6102  0:22:58 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 松田　竜旺 山形市 山形南高校     

91 6205  0:23:00 ﾏﾂｶﾜ ｱﾔﾄ 松川　彩人 宮城県 聖和学園高校     

92 6213  0:23:01 ｵﾉｷﾞ ﾘｷ 小野木　里紀 東京都 SSKクラブ     

93 6174  0:23:01 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀ 五十嵐　賢大 酒田市 酒田光陵高校     

94 6083  0:23:02 ﾓﾄｷ ﾚﾝ 元木　蓮 山形市 日大山形高校     

95 6056  0:23:02 ﾄｶﾞｼ ﾀｲｼﾞｭ 富樫　汰樹 山形市 山形東高校     

96 6121  0:23:05 ｻﾄｳ ﾐﾀｶ 佐藤　聖昇 山形市 山形工業高校     

97 6144  0:23:06 ｸﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 隈元　亮介 埼玉県 狭山ヶ丘高校     

98 6204  0:23:07 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾏ 高橋　龍磨 宮城県 聖和学園高校     

99 6211  0:23:11 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 髙橋　凜 天童市 山形電波工業高校     

100 6104  0:23:12 ｱｷｳ ｺｳｽｹ 秋生　康祐 山形市 山形南高校     



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時15分11時15分11時15分11時15分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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101 6040  0:23:12 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 渡辺　啓豊 尾花沢市 北村山高校

102 6021  0:23:13 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 白河　大知 宮城県 利府高校

103 6164  0:23:13 ｵｵﾜｼ ﾕｳｷ 大鷲　優紀 茨城県 水戸第一高校

104 6171  0:23:14 ｶﾂﾀ ﾘｭｳﾍｲ 勝田　竜平 酒田市 酒田光陵高校

105 6197  0:23:16 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 渡部　直生 長井市 長井高校

106 6176  0:23:17 ｻﾄｳ ﾘｸ 佐藤　陸 酒田市 酒田光陵高校

107 6155  0:23:18 ｼﾄﾞﾐ ｼｮｳ 蔀　祥 茨城県 水戸第一高校

108 6046  0:23:18 ｲｼｶﾞｷ ｺｳｼﾛｳ 石垣　晃史郎 酒田市 酒田東高校

109 6038  0:23:20 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳｽｹ 落合　稜介 尾花沢市 北村山高校

110 6049  0:23:20 ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾄ 土門　拓斗 酒田市 酒田東高校

111 6097  0:23:20 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 遠藤　壮汰 山形市 山形南高校

112 6078  0:23:20 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 石井　優真 寒河江市 寒河江高校

113 6073  0:23:29 ｱｶｷﾞ ﾕｳｷ 赤木　友紀 山形市 山形市立商業高校

114 6140  0:23:29 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 鈴木　達也 埼玉県 狭山ヶ丘高校

115 6058  0:23:30 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾞﾝﾀ 柏倉　元太 山形市 山形中央高校

116 6201  0:23:31 ｴｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 江川　健太 宮城県 聖和学園高校

117 6199  0:23:31 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐藤　翔太 宮城県 聖和学園高校

118 6093  0:23:35 ｻﾄｳ ﾀﾂﾐ 佐藤　辰海 山形市 山形南高校

119 6146  0:23:39 ｱｻｸﾗ ｺｳｽｹ 朝倉　浩介 米沢市 米沢興譲館高校

120 6015  0:23:40 ｺﾝﾀ ｱﾔﾄ 今田　綾斗 東根市

121 6079  0:23:41 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ 渡辺　龍平 福島県

122 6175  0:23:42 ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 伊藤　健吾 酒田市 酒田光陵高校

123 6120  0:23:44 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ 齋藤　智希 山形市 山形工業高校

124 6105  0:23:45 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 三浦　翔太 山形市 山形南高校

125 6130  0:23:50 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 高橋　海渡 山形市 山形学院高校

126 6132  0:23:50 ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ 後藤　司 山形市 山形学院高校

127 6210  0:23:50 ｽﾄｳ ｼｭｳﾀ 須藤　秀太 天童市 山形電波工業高校

128 6052  0:23:52 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 武田　大輝 山形市 山形東高校

129 6118  0:23:54 ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝｲﾁ 早坂　峻一 山形市 山形工業高校

130 6154  0:23:58 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 佐藤　祐亮 茨城県 水戸第一高校

131 6032  0:23:58 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 遠藤　雅人 尾花沢市 北村山高校

132 6131  0:24:00 ｵｵﾊﾞ ﾚｵ 大場　怜緒 山形市 山形学院高校

133 6168  0:24:01 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｽｹ 庄司　祐介 酒田市 酒田光陵高校

134 6035  0:24:02 ｲｼﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 石山　柊平 尾花沢市 北村山高校

135 6115  0:24:03 ｼﾊﾞﾊｼ ｹﾝｽｹ 柴橋　健亮 山形市 山形南高校

136 6196  0:24:05 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 竹田　了礼 長井市 長井高校

137 6207  0:24:11 ｷﾑﾗ ﾄｳｲ 木村　冬威 天童市 山形電波工業高校

138 6084  0:24:12 ﾎｿﾔ ﾕｳｷ 細谷　悠希 山形市 日大山形高校

139 6068  0:24:12 ｵｵｻﾜ ｱﾗﾀ 大澤　新向 山形市 山形中央高校

140 6045  0:24:15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 渡邉　海飛 米沢市 米沢中央高校

141 6128  0:24:17 ﾌｶｾ ﾀﾞｲﾁ 深瀬　大地 山形市 山形工業高校

142 6110  0:24:20 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小嶋　勇樹 山形市 山形南高校

143 6050  0:24:21 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 渡部　大輝 酒田市 酒田東高校

144 6087  0:24:21 ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝ 奥山　舜 東根市 東桜学館高校

145 6138  0:24:22 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 菊池　駿介 埼玉県 狭山ヶ丘高校

146 6043  0:24:23 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 髙橋　龍平 米沢市 米沢中央高校

147 6074  0:24:33 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 齋藤　弘毅 山形市 山形市立商業高校

148 6123  0:24:33 ｱｼﾉ ﾘｮｳｶﾞ 芦野　燎河 山形市 山形工業高校

149 6100  0:24:34 ﾀｶﾊｼ ｲﾌﾞｷ 髙橋　伊吹 山形市 山形南高校

150 6077  0:24:37 ｸﾆｲ ﾀｲﾖｳ 國井　太陽 寒河江市 寒河江高校
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時15分11時15分11時15分11時15分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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151 6165  0:24:38 ｵｵﾀﾆ ﾅｵ 大谷　直央 茨城県 水戸第一高校

152 6091  0:24:39 ｺﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 古原　悠大 山形市 山形南高校

153 6048  0:24:43 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ 工藤　暢晃 酒田市 酒田東高校

154 6208  0:24:49 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 後藤　卓見 天童市 山形電波工業高校

155 6129  0:24:55 ｵｵﾂ ｺｳｽｹ 大津　亨介 山形市 山形学院高校

156 6001  0:24:58 ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 遠山　龍浩 米沢市 米沢興譲館高校

157 6119  0:25:00 ｻﾄｳ ｶｲ 佐藤　快 山形市 山形工業高校

158 6166  0:25:04 ｼﾓﾂﾏ ｺｳﾍｲ 下妻　康平 茨城県 水戸第一高校

159 6124  0:25:04 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 佐藤　陽輝 山形市 山形工業高校

160 6198  0:25:05 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 遠藤　祐弥 宮城県 聖和学園高校

161 6202  0:25:05 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲﾅ 高柳　大奈 宮城県 聖和学園高校

162 6072  0:25:05 ｳﾗﾔﾏ ﾀｲﾗ 浦山　汰良 山形市 山形市立商業高校

163 6026  0:25:06 ﾄﾑﾗ ﾊﾙﾄ 戸村　悠人 宮城県 利府高校

164 6209  0:25:11 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ 五十嵐　勇亮 天童市 山形電波工業高校

165 6039  0:25:14 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 髙橋　大地 尾花沢市 北村山高校

166 6054  0:25:20 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 田中　雄也 山形市 山形東高校

167 6203  0:25:21 ｵｳﾐ ｶﾝﾀ 近江　幹太 宮城県 聖和学園高校

168 6096  0:25:28 ｵｵｶﾜﾗ ｲｯｾｲ 大河原　壱成 山形市 山形南高校

169 6011  0:25:32 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ 髙橋　一寿 金山町 新庄南高校　金山校

170 6113  0:25:45 ｺｾｷ ﾀｶﾋﾛ 小関　昂寛 山形市 山形南高校

171 6187  0:25:46 ﾏﾂｸﾗ ﾕｲﾄ 松倉　唯斗 宮城県 明成高校

172 6150  0:26:01 ｷﾘｻﾜ ﾀｸﾏ 桐澤　琢真 米沢市 米沢興譲館高校

173 6008  0:26:02 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾉｽｹ 五十嵐　浩之介 鶴岡市 鶴岡東高校

174 6103  0:26:05 ﾐﾈﾀ ﾏｻﾌﾐ 峯田　将文 山形市 山形南高校

175 6151  0:26:11 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ 小野寺　拓海 鶴岡市 鶴岡東高校

176 6055  0:26:16 ﾀｹﾑﾗ ｱｼﾀ 竹村　朝 山形市 山形東高校

177 6161  0:26:21 ﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳｷ 田川　龍輝 茨城県 水戸第一高校

178 6010  0:26:42 ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳﾔ 五十嵐　正弥 金山町 新庄南高校　金山校

179 6042  0:26:48 ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ 平山　駿 米沢市 米沢中央高校

180 6133  0:26:53 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 鈴木　陽樹 山形市 山形学院高校

181 6206  0:26:54 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾄ 山下　遥人 宮城県 聖和学園高校

182 6051  0:27:06 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ 後藤　綜汰 山形市 山形東高校

183 6106  0:27:07 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 小林　航大 山形市 山形南高校

184 6190  0:27:31 ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ 加藤　駿太 宮城県 明成高校

185 6126  0:27:49 ｵｼﾉ ﾀｲﾄ 押野　泰斗 山形市 山形工業高校

186 6212  0:27:53 ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾐ 奥山　拓己 寒河江市 寒河江工業高校

187 6005  0:28:24 ｱﾋﾞｺ ｹﾞﾝｷ 安彦　元貴 鮭川村 新庄神室産業　真室川校

188 6076  0:28:28 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝｺﾞ 青柳　心吾 寒河江市 寒河江高校

189 6086  0:28:50 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 渡邉　駿 山形市 日大山形高校

190 6147  0:29:28 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 伊藤　賢太 米沢市 米沢興譲館高校

191 6085  0:29:59 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙﾔ 大山　晴也 山形市 日大山形高校

192 6088  0:30:35 ﾔﾉﾒ ﾘｭｳﾄ 矢ノ目　龍斗 東根市 東桜学館高校

193 6012  0:31:27 ﾀﾝ ﾕｳﾄ 丹　悠人 金山町 新庄南高校　金山校
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
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順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

11時15分11時15分11時15分11時15分

ジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

1 星　岳01:01:34

臼杵　洸佑

6182明成高校

小松　笙

6177

6180

0:19:58

0:20:36

0:21:00

2 鈴木　浩風01:01:40

髙橋　健吾

6031利府高校

齋藤　滉太

6016

6028

0:20:19

0:20:38

0:20:43

3 四釜　峻佑01:02:51

牛澤　昂大

6062山形中央高校

橋元　大輝

6057

6059

0:20:01

0:21:20

0:21:30

4 佐藤　洸人01:03:13

髙橋　光

6094山形南高校

遠藤　凌佑

6095

6089

0:20:58

0:21:03

0:21:12

5 大澤　春平01:04:02

関村　勇太

6134狭山ヶ丘高校

関谷　拓実

6135

6137

0:20:55

0:21:22

0:21:45

6 鈴木　蒼大01:05:19

井坂　陽太

6153水戸第一高校

長谷川　建

6158

6157

0:21:42

0:21:46

0:21:51
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審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
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順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

11時15分11時15分11時15分11時15分

ジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

7 遠田　駿01:05:47

石垣　竣平

6170酒田光陵高校

土門　拓海

6173

6172

0:20:46

0:22:24

0:22:37

8 佐藤　圭汰01:06:01

近藤　世那

6082日大山形高校

伊藤　寛人

6081

6080

0:21:39

0:21:53

0:22:29

9 鈴木　要01:06:22

太田　惇也

6122山形工業高校

菅野　朱厘

6125

6127

0:22:05

0:22:06

0:22:11

10 坂木　宥也01:06:47

佐藤　凌

6034北村山高校

大類　啓斗

6036

6037

0:21:46

0:22:16

0:22:45

11 佐藤　茂哉01:07:58

古澤　拓樹

6041米沢中央高校

渡邉　海飛

6044

6045

0:21:32

0:22:11

0:24:15

12 色麻　柊人01:08:06

鈴木　駿太郎

6194長井高校

渡部　直生

6195

6197

0:22:22

0:22:28

0:23:16



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

11時15分11時15分11時15分11時15分

ジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

13 髙橋　遼伍01:08:41

富樫　汰樹

6053山形東高校

武田　大輝

6056

6052

0:21:47

0:23:02

0:23:52

14 樋口　喬祐01:08:42

松川　彩人

6200聖和学園高校

高橋　龍磨

6205

6204

0:22:35

0:23:00

0:23:07

15 高橋　亜王斗01:09:13

石垣　晃史郎

6047酒田東高校

土門　拓斗

6046

6049

0:22:35

0:23:18

0:23:20

16 日塔　雄大01:10:00

石井　優真

6075寒河江高校

國井　太陽

6078

6077

0:22:03

0:23:20

0:24:37

17 髙橋　凜01:11:12

須藤　秀太

6211山形電波工業高校

木村　冬威

6210

6207

0:23:11

0:23:50

0:24:11

18 高橋　海渡01:11:40

後藤　司

6130山形学院高校

大場　怜緒

6132

6131

0:23:50

0:23:50

0:24:00



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

11時15分11時15分11時15分11時15分

ジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000mジュニア男子6000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

19 赤木　友紀01:13:07

齋藤　弘毅

6073山形市立商業高校

浦山　汰良

6074

6072

0:23:29

0:24:33

0:25:05

20 朝倉　浩介01:14:38

遠山　龍浩

6146米沢興譲館高校

桐澤　琢真

6001

6150

0:23:39

0:24:58

0:26:01

21 大山　悠01:15:06

髙橋　一寿

6009新庄南高校　金山校

五十嵐　正弥

6011

6010

0:22:52

0:25:32

0:26:42
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時45分11時45分11時45分11時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人シニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000m 243

1 20001  0:26:45 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ 橋本　澪 埼玉県 東洋大学陸上競技部

2 8033  0:26:49 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 後藤　拓馬 鶴岡市 鶴岡市陸協

3 8080  0:26:59 ｶﾈﾂｶ ﾖｳｽｹ 金塚　洋輔 山形市 上山市陸協

4 8081  0:27:11 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ 櫻井　豊 山形市 上山市陸協

5 8046  0:27:22 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 鈴木　友幸 東根市 神町自衛隊

6 8090  0:27:32 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 齋藤　真也 天童市 強くなろーの会

7 8085  0:27:56 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 木村　秀人 山形市 上山市陸協

8 8273  0:28:05 ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ 杉沼　聖平 寒河江市 スガタ商事

9 8048  0:28:14 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 斎藤　龍生 東根市 神町自衛隊

10 8034  0:28:17 ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ 吉泉　亘 鶴岡市 鶴岡市陸協

11 8082  0:28:22 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 佐藤　寛人 山形市 上山市陸協

12 8050  0:28:40 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 大塚　翔太 東根市 神町自衛隊

13 8073  0:28:46 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 井上　徹 新庄市 新庄地区陸協

14 8053  0:29:04 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 五十嵐　武 東根市 神町自衛隊

15 8025  0:29:10 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 佐藤　匠 酒田市 酒田市陸協

16 8150  0:29:18 ﾎｼｶﾜ ﾋｼﾞﾘ 星川　聖 尾花沢市

17 8045  0:29:28 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ 土田　公平 東根市 神町自衛隊

18 8237  0:29:31 ﾀｶﾉ ﾋｶﾙ 高野　光 白鷹町 西置賜地区陸協

19 8042  0:29:39 ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 赤城　大地 東根市 神町自衛隊

20 8069  0:29:41 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 遠藤　大貴 長井市 西置賜地区陸協

21 8001  0:29:46 ｱﾘﾏ ﾕｳｼﾞﾝ 有馬　優仁 東京都 世田谷区陸協

22 8067  0:29:48 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 手塚　雄一朗 白鷹町 西置賜地区陸協

23 8079  0:29:56 ｶﾜｼﾏ ｹｲﾀ 川島　啓太 山形市 上山市陸協

24 8070  0:30:09 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏｻ 渡部　功将 白鷹町 西置賜地区陸協

25 8084  0:30:23 ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 金子　正太 山形市 上山市陸協

26 8092  0:30:34 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ 籾山　雄介 山形市 ＪＡＦ山形支部

27 8051  0:30:37 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 吉田　周平 東根市 神町自衛隊

28 8043  0:30:40 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｹﾞｷ 長嶋　茂樹 東根市 神町自衛隊

29 8222  0:30:40 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 桑原　昇 宮城県 社台ファーム

30 8071  0:30:41 ｺﾝﾉ ﾘｮｳ 紺野　凌 白鷹町 西置賜地区陸協

31 8074  0:30:45 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 吉田　翔 新潟県 Ｔ＆Ｍ

32 8199  0:30:49 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 田中　啓太 福島県 源氏物語

33 8054  0:30:51 ｱﾜﾉ ｼｭﾝ 粟野　峻 東根市 神町自衛隊

34 8220  0:30:55 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 水口　雄貴 三川町 ９ＬＴ

35 8032  0:30:58 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 佐藤　智武 鶴岡市 鶴岡市陸協

36 8058  0:31:03 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 福島　広大 東根市 神町自衛隊

37 8259  0:31:04 ｼﾏﾇｷ ｾｲﾔ 島貫　聖也 北海道 東海大学スキー

38 8201  0:31:07 ｱｼﾞｷ ﾌﾐｱｷ 安喰　文昭 天童市

39 8055  0:31:16 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳ 村山　頌 東根市 神町自衛隊

40 8038  0:31:16 ｲｼﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 石堂　貴浩 酒田市

41 8066  0:31:26 ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ 森谷　享平 長井市 西置賜地区陸協

42 8083  0:31:52 ｽｲﾅ ﾏｻｷ 推名　正樹 山形市 上山市陸協

43 8049  0:32:10 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 佐藤　俊也 東根市 神町自衛隊

44 8011  0:32:12 ｵｵﾙｲ ﾏｻﾂｸﾞ 大類　真嗣 山形市 ＳＭＡＣ

45 8112  0:32:14 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 奥山　重昭 西川町 ＮＡＲＣ

46 8047  0:32:18 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 齋藤　誉也 東根市 神町自衛隊

47 8205  0:32:21 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 鈴木　康雄 東根市 林レーシング

48 8138  0:32:24 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 松田　幸憲 宮城県

49 8134  0:32:29 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ 松田　有史 河北町 河北駅伝Ｂ

50 8097  0:32:39 ｶｾﾔ ﾀｸ 加瀬谷　拓 宮城県
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時45分11時45分11時45分11時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人シニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000m 243

51 8093  0:32:42 ﾋﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 平井　淳也 新潟県 長岡ランナーズ

52 8040  0:32:47 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 佐藤　憲一 高畠町 マルキ

53 8076  0:32:50 ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾞｭﾝ 長塚　淳 山形市 上山市陸協

54 8277  0:32:59 ｵｷﾂ ﾖｼﾉﾘ 沖津　義徳 寒河江市

55 8036  0:33:00 ﾖｼﾅ ﾔｽｱｷ 吉名　億朗 宮城県

56 8075  0:33:04 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 駒津　普司 長井市 白鷹ＭＣ

57 8060  0:33:21 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ 村上　正吾 東根市 神町自衛隊

58 8057  0:33:21 ﾎｶﾘ ﾏｻﾋﾛ 帆苅　正紘 東根市 神町自衛隊

59 8238  0:33:22 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛｵ 樋口　浩朗 山形市 山形大学快汗会

60 8094  0:33:27 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ 金子　正美 西川町 西村山陸協

61 8087  0:33:34 ﾖｺｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 横澤　大智 山形市 上山市陸協

62 8145  0:33:34 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 柴田　雅孝 山形市

63 8003  0:33:39 ﾓﾘ ｻﾄｼ 森　里史 東根市 （有）あぶらや

64 8007  0:33:48 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾘｮｳ 堀米　亮 東根市 神町自衛隊

65 8239  0:33:54 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 山田　雅之 福島県 三菱伸銅ＲＣ

66 8183  0:33:54 ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀ 内藤　健太 寒河江市 西村山陸協

67 8022  0:33:56 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ 佐藤　泰介 新庄市 最上総合支庁

68 8095  0:33:58 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ 和賀　誉 西川町 Ｎ．Ａ．Ｒ．Ｃ

69 8252  0:34:00 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 渡辺　駿介 福島県

70 8209  0:34:15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 渡辺　貴志 宮城県

71 8226  0:34:24 ｷｸﾁ ﾔｽﾏｻ 菊池　泰雅 東根市 神町自衛隊

72 8219  0:34:34 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 桜井　宏至 上山市 ＫＨＢＣ

73 8002  0:34:36 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｽｹ 石原　洋祐 福島県

74 8241  0:34:46 ｿｳﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 早田　慎吾 福島県 ランジョグ

75 8276  0:34:50 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｵ 奥山　良雄 西川町 Ｎ．Ａ．Ｒ．Ｃ

76 8243  0:34:52 ｸﾘﾓﾄ ﾐﾈｵ 栗本　峰雄 兵庫県

77 8177  0:34:57 ｳﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 海野　宏行 朝日町 朝日楽走快

78 8268  0:35:04 ﾌｼﾞﾀ ﾁｮｳｴｲ 藤田　長英 青森県 陸上自衛隊

79 8100  0:35:08 ｵｵｶﾜﾗ ﾘｭｳ 大河原　龍馬 山形市 衛生研究所

80 8031  0:35:11 ｶﾅﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ 金原　由浩 山辺町

81 8005  0:35:22 ﾜﾀﾗｲ ﾏｺﾄ 渡会　信 宮城県 ニューフレンド

82 8184  0:35:30 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 古沢　孝宏 西川町

83 8135  0:35:39 ﾊﾔｻｶ ｱｷﾋﾛ 早坂　明弘 寒河江市

84 8096  0:35:48 ﾓﾘ ｶｽﾞｷ 森　和基 宮城県 Ｇサロマ湖

85 8056  0:35:52 ﾐｼﾅ ﾕｳﾔ 三品　裕也 東根市 神町自衛隊

86 8229  0:35:53 ｵｵﾀ ﾏｻﾄ 太田　雅人 東根市 神町自衛隊

87 8225  0:35:53 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 原口　和也 静岡県 増田　河原崎

88 8144  0:35:59 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 渡邊　慎吾 舟形町 奥山鉄人クラブ

89 8009  0:36:01 ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千田　正 宮城県 あけぼのＲＣ

90 8281  0:36:04 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 佐々木　謙介 高畠町

91 8232  0:36:08 ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾍｲ 堀内　浩平 米沢市

92 8014  0:36:20 ｺﾝﾉ ｼｹﾞｵ 今野　滋夫 米沢市

93 8190  0:36:23 ｱﾜﾉ ﾖｼｱｷ 粟野　義昭 南陽市

94 8223  0:36:26 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾏ 大島　和真 福島県 ちーむ田中

95 8152  0:36:42 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 遠藤　純 東根市

96 8126  0:36:48 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾓﾙ 渡邉　守 白鷹町 白鷹ＭＣ

97 8099  0:36:57 ｱｵｷ ﾋﾛｼ 青木　浩史 栃木県 葛生アスリート

98 8030  0:37:04 ﾀﾏｲ ﾏｻﾋｺ 玉井　政彦 宮城県 ウィルランズ

99 8254  0:37:17 ｱﾂﾐ ﾀﾂﾋﾛ 熱海　達大 東根市 六鷹会

100 8192  0:37:21 ｻﾀｹ ﾕｳｽｹ 佐竹　雄介 天童市



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時45分11時45分11時45分11時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　
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101 8021  0:37:23 ﾀｹﾀﾞ ﾄｵﾙ 竹田　徹 山形市 山形市陸協

102 8111  0:37:26 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 斎藤　大貴 東根市 陸上自衛隊

103 8078  0:37:33 ﾖｺｻﾜ ﾋﾃﾞｷ 横澤　秀樹 山形市 上山市陸協

104 8059  0:37:54 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 吉田　紘隆 東根市 神町自衛隊

105 8086  0:38:03 ｶｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 鏡　凌太 山形市 上山市陸協

106 8018  0:38:13 ﾐﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 三森　竜司 栃木県

107 8151  0:38:15 ｵｵﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ 大沼　敬浩 大江町

108 8194  0:38:17 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 安達　智洋 宮城県 上杉闘犬クラブ

109 8282  0:38:18 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ 小林　章夫 東京都 ハチ支社駅伝部

110 8064  0:38:23 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 相原　良次 宮城県 仙台交通

111 8118  0:38:24 ｻｲｸﾞｻ ｶｽﾞﾋｺ 三枝　和彦 山形市

112 8275  0:38:27 ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｲﾁ 高島　秀一 福島県 ｔｅａｍ―Ｔ

113 8110  0:38:28 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 佐藤　賢人 東根市 陸上自衛隊

114 8026  0:38:33 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 菊地　和弘 福島県 新潟アルビＲＣ

115 8028  0:38:41 ｻｻｷ ﾀｶﾋｺ 佐々木　陽彦 宮城県 原町ささき内科

116 8228  0:38:48 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｻ 渡辺　和久 東根市 神町自衛隊

117 8208  0:38:55 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 齋藤　良輔 宮城県

118 8265  0:38:57 ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ 荒木　綾介 新庄市

119 8279  0:39:01 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 加藤　浩 酒田市

120 8006  0:39:02 ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 村岡　大輔 山形市 たんぽぽ

121 8247  0:39:05 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾕｷ 岩崎　智幸 天童市

122 8104  0:39:19 ｶﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 加藤　利和 飯豊町 気分走快

123 8280  0:39:24 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 菅原　靖男 山形市

124 8171  0:39:25 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 金沢　純平 山形市 ルハサマーズ

125 8160  0:39:34 ﾑﾀ ﾂﾄﾑ 牟田　努 東京都

126 8108  0:39:38 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 工藤　寛顕 東根市 神町ＦＣ

127 8106  0:39:46 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｵ 松下　和男 長井市

128 8116  0:39:50 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 太田　悠亮 山形市

129 8019  0:39:56 ｼﾗﾄﾘ ﾌﾐﾋﾛ 白鳥　文祐 宮城県 迫リコーＲＣ

130 8012  0:39:56 ｱｵｷ ｲｻﾑ 青木　勇 宮城県 宮城陸協

131 8172  0:40:01 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ 藤田　直也 寒河江市

132 8130  0:40:06 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 高橋　哲夫 福島県

133 8258  0:40:09 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 鈴木　宏往 山形市

134 8147  0:40:10 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 小出　和広 白鷹町

135 8029  0:40:24 ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 辻　信幸 宮城県 宮城陸上競技会

136 8195  0:40:25 ﾐﾔﾓﾘ ｼﾝﾔ 宮守　信也 岩手県 ＭＯＡ

137 8024  0:40:33 ﾔﾅｾ ﾖｼﾋﾄ 梁瀬　吉仁 山形市 五日町鍼灸院

138 8062  0:40:40 ﾐﾔﾀ ﾃﾂﾔ 宮田　哲也 富山県 クラブＲ２

139 8255  0:40:41 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 佐々木　祐也 東根市 六鷹会

140 8120  0:40:47 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛﾔｽ 安斎　弘泰 千葉県 すたば

141 8218  0:40:58 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｻ 佐藤　恭久 上山市 月岡バスケ父母会

142 8236  0:41:01 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾋﾄ 宮本　博仁 宮城県 ３０１普直支

143 8173  0:41:05 ﾔｸﾜ ﾌﾄｼ 八鍬　太 新庄市

144 8263  0:41:11 ｶﾈﾀﾞ ｷﾖﾊﾙ 金田　清春 山形市 霞城ＥＲＣ

145 8246  0:41:11 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 武田　有生 山形市

146 8230  0:41:30 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 鈴木　嘉伸 山形市 源川医科器械

147 8008  0:41:33 ﾏﾙﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 丸森　周平 南陽市 山形麺活部

148 8063  0:41:55 ｶﾜｿﾞｴ ﾔｽﾕｷ 川添　保幸 宮城県 服部コーヒー

149 8248  0:42:01 ﾀﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 樽川　淳一 福島県 郡山基礎ＳＣ

150 8231  0:42:02 ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 石山　勝太 山形市
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第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時45分11時45分11時45分11時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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151 8136  0:42:06 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 山本　一人 天童市

152 8157  0:42:19 ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ 今野　亨 鶴岡市 桧倶楽部

153 8023  0:42:23 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 坂口　正二 宮城県 ニューフレンド

154 8197  0:42:24 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ 高橋　大蔵 山形市

155 8182  0:42:30 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 高橋　遼太 福島県

156 8107  0:42:32 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 阿部　伸一 山形市

157 8267  0:42:37 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 樋口　拓朗 山形市

158 8213  0:42:40 ｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 伊藤　洋平 新潟県

159 8269  0:42:44 ﾌﾙｾ ﾊﾔﾄ 古瀬　隼人 山形市 落合の野郎

160 8016  0:42:46 ｱﾍﾞ ﾓﾘｶﾂ 阿部　守克 宮城県 たんぽぽＲＣ

161 8091  0:42:49 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 佐藤　徹 宮城県 ニューフレンドＲＣ

162 8188  0:42:51 ｲｼﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 石山　毅彦 山形市

163 8235  0:42:56 ﾂﾂｲ ﾕｳｽｹ 筒井　祐介 山形市 源川医科器械

164 8101  0:43:06 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 佐藤　じゅん 山形市 チーム花園

165 8210  0:43:11 ｷﾄｳ ﾏｻﾕｷ 喜藤　政之 新潟県

166 8154  0:43:15 ｲｶﾞﾗｼ ｽｽﾑ 五十嵐　進 鶴岡市

167 8017  0:43:21 ﾊﾀｼﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 畑下　洋一郎 神奈川県 ＴＭＣＬＵＢ

168 8202  0:43:31 ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ 柏倉　弘典 山形市

169 8109  0:43:35 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 佐藤　裕志 飯豊町 Ｃｏｕｒａｇｅ

170 8010  0:43:40 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾕｷ 菅原　敏幸 宮城県 菅原マジック

171 8102  0:43:44 ｼﾓﾀｲ ﾖｼｱｷ 下平　義明 宮城県

172 8131  0:44:09 ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾋｺ 丹野　晴彦 山形市

173 8133  0:44:21 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ｱｷﾗ 中戸川　輝 宮城県 宮城県

174 8262  0:44:23 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 高橋　卓也 秋田県 秋田東仙北ＡＣ

175 8221  0:44:27 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 佐藤　一成 酒田市

176 8113  0:44:30 ﾖｺﾄ ﾘﾍｲ 横戸　利平 上山市

177 8170  0:44:34 ｷﾉ ﾏｻﾊﾙ 木野　昌治 山形市 ルハサマーズ

178 8146  0:44:57 ﾅｶﾞｵ ﾅｵｷ 長尾　直樹 山形市

179 8148  0:45:00 ｻﾀｹ ﾔｽｼ 佐竹　泰 宮城県 迫リコーＲＣ

180 8206  0:45:05 ｱﾜﾀ ﾀﾞｲﾁ 粟田　大地 上山市 東和薬品

181 8155  0:45:08 ｸﾛｽ ｺｳｲﾁ 黒須　宏一 福島県

182 8200  0:45:31 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 阿部　周平 山形市 河北駅伝Ｂ

183 8245  0:45:47 ｲﾅｹﾞ ﾋﾛｵ 稲毛　拓夫 山形市

184 8249  0:46:01 ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 奥山　隆敏 村山市 共和ＲＣ

185 8168  0:46:08 ｾｲﾜ ﾏﾓﾙ 清和　守 宮城県

186 8256  0:46:11 ﾕｻ ﾏｻﾋﾛ 遊佐　政宏 福島県 二本松郵便局

187 8244  0:46:14 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 鈴木　辰也 山辺町

188 8261  0:46:32 ｲﾜﾔﾏ ﾖｳｽｹ 岩山　洋祐 山形市 上山北中学校

189 8174  0:46:41 ﾕｳｷ ﾖｼｵ 結城　吉夫 村山市

190 8156  0:46:50 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 山崎　秀樹 米沢市 浪漫

191 8185  0:47:04 ﾎｿﾔ ｺｳｼﾞ 細谷　康治 山形市

192 8098  0:47:16 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 石川　昌也 岩手県 七時雨ＴＲＣ

193 8164  0:47:18 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 黒田　昭弘 上山市 東邦銀行ＲＣ

194 8193  0:47:23 ｺﾀﾞﾏ ﾔｽﾋｺ 小玉　康彦 高畠町

195 8212  0:47:29 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ 近藤　悟 新潟県

196 8020  0:47:36 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ 熊谷　正樹 宮城県 迫リコーＲＣ

197 8215  0:48:18 ｵｶﾀﾞ ｿｳ 岡田　総 福島県 熊谷組

198 8211  0:48:33 ﾊﾔﾐ ﾘｮｳ 速水　涼 新潟県

199 8191  0:48:51 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 本田　秀昭 福島県

200 8179  0:48:53 ｵｵｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 大澤　英昭 福島県 ＪＲ東日本
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

11時45分11時45分11時45分11時45分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人シニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000m 243

201 8187  0:48:54 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 髙橋　弘 山形市 青春桜クラブ

202 8242  0:49:10 ｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ 泉　達也 福島県

203 8257  0:49:17 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｵ 岡田　重男 宮城県

204 8132  0:49:25 ｵｵﾀ ｼﾝｲﾁ 太田　眞一 山形市 鈴川山家走友会

205 8180  0:49:36 ﾏｽｺ ﾔｽｵ 益子　康生 山形市

206 8169  0:49:57 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 斎藤　友敬 山形市

207 8128  0:50:02 ｺﾝﾉ ｶｽﾞｵ 今野　一男 天童市 チーム大風印刷

208 8224  0:50:06 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 齋藤　吉彦 山形市

209 8186  0:50:24 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ 樋口　孝 米沢市

210 8105  0:50:27 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 小林　義博 上山市 サトケンコバ

211 8260  0:50:33 ﾌｶｻﾜ ｺｳｼﾞ 深澤　広守 福島県 深澤会計ＡＲＣ

212 8142  0:50:48 ｵﾉﾄﾗ ﾊﾙｷ 男乕　春喜 宮城県

213 8272  0:50:49 ﾎｼ ｶﾂﾋｻ 星　勝久 宮城県 元気塾

214 8251  0:51:09 ｶﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 加藤　広信 高畠町

215 8233  0:51:12 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 鈴木　博文 山形市

216 8124  0:51:22 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 中村　克美 栃木県

217 8198  0:51:25 ｲﾜｻｷ ｴｲｼﾞ 岩崎　栄二 福島県 寿製作所

218 8159  0:52:07 ｳﾉ ｺｳｲﾁ 宇野　浩一 宮城県

219 8166  0:52:11 ｸﾗﾁ ｶｽﾞﾋｻ 倉地　和久 福島県 スズケン

220 8181  0:52:14 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾘﾋﾃﾞ 吉田　盛秀 福島県

221 8127  0:52:24 ﾎｼｶﾜ ｱｷﾋｺ 星川　明彦 山辺町 チーム大風印刷

222 8250  0:52:41 ｱﾜﾉ ﾖｼﾋｺ 粟野　良彦 村山市 共和ＲＣ

223 8216  0:52:42 ｲﾜﾀ ﾏｻｵ 岩田　征男 愛知県 木曽川一人会

224 8207  0:52:49 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｸﾆ 中村　正邦 山形市

225 8114  0:52:58 ｶﾉﾏﾀ ｶｵﾙ 鹿ノ又　薫 福島県

226 8278  0:52:59 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 山内　正和 秋田県

227 8161  0:53:34 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 渡辺　一郎 宮城県 のろまなカメ

228 8217  0:53:47 ｴﾗ ｹﾝｼﾞ 江良　謙次 山形市 江良歯科医院

229 8121  0:54:18 ｼﾝﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 新橋　雄二 栃木県

230 8234  0:54:25 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 佐藤　憲一 南陽市 佐藤写真場

231 8240  0:54:37 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 高橋　勝也 福島県 ランジョグ

232 8271  0:55:14 ｸﾄﾞｳ ｷﾖｱｷ 工藤　廉顕 東根市 大富陸上クラブ

233 8253  0:55:28 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 渡辺　哲男 福島県

234 8165  0:56:51 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 木村　一也 宮城県 チェスト

235 8129  0:56:52 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ 菅原　雄一 東根市 チーム大風印刷

236 8175  0:57:39 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 佐藤　清 福島県 福島走ろう会

237 8214  0:58:18 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 小林　則之 新潟県

238 8196  1:00:42 ｼﾗｶﾜ ｱﾂｼ 白川　篤史 宮城県

239 8123  1:01:17 ｶﾜｹ ﾋﾛﾕｷ 川分　宏之 千葉県

240 8122  1:01:38 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 西山　秀男 宮城県

241 8117  1:02:10 ﾑﾗｶﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 村形　博和 天童市 山形運動部

242 8176  1:02:59 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 三浦　忠 天童市 福島走ろう会

243 8137  1:04:38 ﾆｯﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 新田　秀俊 山形市
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主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　順位　　   合計タイム　　　　チーム名　　　　 　　　　　　　　ナンバー  　　　 氏名　　　　　　　　　　　　個人タイム　

11時45分11時45分11時45分11時45分

シニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000mシニアA男子8000m 団体レース団体レース団体レース団体レース

後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 
山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

1 金塚　洋輔01:22:06

櫻井　豊

8080上山市陸協

木村　秀人

8081

8085

0:26:59

0:27:11

0:27:56

2 鈴木　友幸01:24:16

斎藤　龍生

8046神町自衛隊

大塚　翔太

8048

8050

0:27:22

0:28:14

0:28:40

3 後藤　拓馬01:26:04

吉泉　亘

8033鶴岡市陸協

佐藤　智武

8034

8032

0:26:49

0:28:17

0:30:58

4 遠藤　大貴01:29:38

手塚　雄一朗

8069西置賜地区陸協

渡部　功将

8067

8070

0:29:41

0:29:48

0:30:09



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

14時35分14時35分14時35分14時35分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　

完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人シニアB女子3000mシニアB女子3000mシニアB女子3000mシニアB女子3000m 8

1 9001  0:13:29 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅ 安孫子　広菜 東根市 Ｗａｉｔｏｓ

2 9002  0:15:30 ﾀｶﾊｼ ﾑﾂｺ 高橋　睦子 宮城県 ニューフレンド

3 9011  0:15:45 ﾀﾅｶ ｻｵﾘ 田中　沙織 寒河江市

4 9010  0:16:04 ｱﾋﾞｺ ｴﾘ 安孫子　栄里 山形市

5 9007  0:18:08 ﾐﾅｶﾜ ｲｸｺ 皆川　郁子 上山市 上山ナイトランナーズ

6 9009  0:18:30 ｲﾄｳ ﾄｼｺ 伊藤　利子 上山市 らんなあ

7 9006  0:18:50 ﾆｼｵ ｷﾐｺ 西尾　君子 山形市

8 9008  0:22:47 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 鈴木　亜希子 上山市 らんなあ



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男

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

開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟  　 

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

14時35分14時35分14時35分14時35分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 
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完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人完走者：　　　　　　　人シニアB男子3000mシニアB男子3000mシニアB男子3000mシニアB男子3000m 93

1 10010  0:10:21 ﾜｶﾅ ﾕｳｶﾞ 若菜　優雅 福島県

2 10004  0:10:26 ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ 日向　貴憲 鶴岡市 鶴岡市陸協

3 10019  0:10:27 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 井上　翔太 神奈川県 川崎市陸協

4 10016  0:10:30 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾔ 松崎　翔哉 山形市 上山市陸協

5 10020  0:10:35 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｼﾞ 五十嵐　陽司 酒田市 酒田市陸協

6 10013  0:10:38 ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ 林　幸則 長井市 西置賜地区陸協

7 10006  0:10:41 ｱｶｷﾞ ﾅｵﾔ 赤城　直也 福島県 柳津町

8 10100  0:10:49 ﾀｶﾊｼ ｽｸﾞﾙ 高橋　英 宮城県 船岡自衛隊

9 10090  0:11:04 ｲﾏﾑﾗ ﾀｲｷ 今村　大紀 福島県 石川養護学校

10 10003  0:11:05 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 菅原　孝幸 鶴岡市 鶴岡市陸協

11 10041  0:11:07 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｵ 柴田　正男 東根市 Ｗａｉｔｏｓ

12 10012  0:11:12 ｿﾄﾎﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 外堀　真一 村山市 村山市

13 10005  0:11:21 ｻﾄｳ ｺｳｷ 佐藤　航輝 鶴岡市 鶴岡市陸協

14 10091  0:11:30 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 齋藤　勲 上山市 上山市陸協

15 10008  0:11:32 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ 金子　茂 山形市 ＥＴ倶楽部

16 10051  0:11:37 ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾞｳ 遠藤　豪 寒河江市 （株）遠藤塗装

17 10028  0:11:49 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ 松田　有史 河北町 河北駅伝Ｂ

18 10029  0:12:03 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 江口　正幸 鶴岡市 羽黒チーム

19 10047  0:12:16 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾋﾛ 三浦　成宏 鶴岡市 鶴岡市陸協

20 10075  0:12:19 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ 長谷川　烈 山形市 山形　Ｋ１６

21 10001  0:12:19 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 本間　洋行 尾花沢市 霞城ＥＲＣ

22 10018  0:12:21 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 齋藤　孝之 上山市

23 10002  0:12:35 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 岩本　将司 宮城県 ＡＲＣ仙台

24 10011  0:12:40 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 齋藤　和則 河北町 河北駅伝Ｂ

25 10007  0:12:43 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 遠藤　正淑 山形市 山形市陸協

26 10049  0:12:46 ｷﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 木村　文昭 上山市

27 10014  0:12:49 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 高橋　洸樹 山形市 上山市陸協

28 10077  0:13:01 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 安部　嘉之 福島県 猪苗代ｔ＆ｆ

29 10040  0:13:04 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 松田　雄二 山形市 西田ＲＣ

30 10089  0:13:31 ｱﾗｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 嵐田　浩司 米沢市

31 10098  0:13:39 ｻﾄｳ ｺｳｼﾛｳ 佐藤　孝史郎 福島県 がれぇじ５４６

32 10096  0:13:50 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 佐藤　美幸 庄内町 ラインマン

33 10056  0:13:57 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛ 小倉　皓 山形市 山形　Ｋ１６

34 10065  0:14:08 ﾅｶﾔ ｼﾝｽｹ 中谷　心亮 山形市 山形　Ｋ１６

35 10105  0:14:10 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 渡邉　龍太 上山市

36 10104  0:14:13 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾅﾘ 柴田　晃成 上山市

37 10095  0:14:16 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 庄司　幸央 上山市 らんなあ

38 10081  0:14:18 ｵｵｻｶ ｼｭﾝｽｹ 大坂　駿介 上山市 らんなあ

39 10062  0:14:19 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 森　貴之 山形市 山形　Ｋ１６

40 10024  0:14:21 ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 佐藤　和明 上山市

41 10087  0:14:25 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 鈴木　祐二 上山市 らんなあ

42 10094  0:14:32 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 渡部　俊樹 福島県 ＪＲ郡山電力

43 10103  0:14:34 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲｼﾞ 五十嵐　誠治 山形市

44 10086  0:14:38 ｵｵｻｶ ﾋﾛｼ 大坂　博 上山市 らんなあ

45 10022  0:14:42 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 青木　克仁 栃木県 山形大学

46 10015  0:14:44 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ 小玉　健太 山形市 上山市陸協

47 10061  0:14:52 ｶｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 海藤　学 山形市 山形　Ｋ１６

48 10066  0:14:53 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 阿部　博之 山形市 山形　Ｋ１６

49 10084  0:14:57 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 鈴木　海斗 上山市 らんなあ

50 10060  0:15:12 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 藤原　大輔 山形市 山形　Ｋ１６



【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会第41回蔵王坊平クロスカントリ－大会

審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人審判長　 ：今野  光人
記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男記録主任：佐藤　徳男
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開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日開催日：2016年 8月 7日
ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会主催　　（一財）山形陸上競技協会　山形県　山形県教育委員会　上山市　上山市教育委員会

主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会主管　　上山市陸上競技協会　上山市教育委員会
後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   後援　　（公財）日本陸上競技連盟　（公財）山形県体育協会　上山市体育協会　山形県高等学校体育連盟         　   

会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）会場　　蔵王坊平アスリートヴィレッジ（山形県上山市）

14時35分14時35分14時35分14時35分

山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局山形県中学校体育連盟　朝日新聞山形総局　毎日新聞山形支局　読売新聞山形支局

産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局産経新聞社山形支局　河北新報社　山形新聞・山形放送　ＮＨＫ山形放送局

山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 山形テレビ テレビユー山形　さくらんぼテレビ　 

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

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

　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　　　順位　   ナンバ－　タイム　　　　　　カナ　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　 都道府県　　 所属団体　　　
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51 10050  0:15:13 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｷｵ 小野寺　幹雄 宮城県     

52 10071  0:15:23 ｴｼ ﾉﾌﾞﾋｺ 江志　宣彦 山形市 山形　Ｋ１６     

53 10088  0:15:27 ｶﾅｲ ｼﾞﾝｲﾁ 金井　仁一 山形市     

54 10093  0:15:29 ﾄﾂ ｶﾂﾖｼ 戸津　勝由 米沢市 聴覚障害者クラブ     

55 10009  0:15:37 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 加藤　秀明 上山市 上山いずみの家     

56 10107  0:15:40 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 遠藤　直人 上山市     

57 10059  0:15:45 ｲﾜﾀ ﾔｽｼﾞ 岩田　安司 山形市 山形　Ｋ１６     

58 10030  0:15:52 ｺﾏﾂ ｼｮｳｲﾁ 小松　松一 酒田市     

59 10063  0:15:59 ｸﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 工藤　修司 山形市 山形　Ｋ１６     

60 10092  0:16:01 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 柴田　英幸 山形市     

61 10083  0:16:07 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木　翔太 上山市 らんなあ     

62 10037  0:16:11 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾙ 村上　智治 上山市     

63 10025  0:16:15 ｵｵﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 大沼　眞而 南陽市 南陽走ろう会     

64 10048  0:16:25 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 加藤　政博 上山市     

65 10101  0:16:26 ﾕｳｷ ｺｳﾀﾛｳ 結城　耕太郎 上山市     

66 10035  0:16:30 ｻｶﾉ ｼｭｳｴﾂ 坂野　修悦 寒河江市 洟垂れ風小僧     

67 10055  0:16:34 ｱｶﾂ ｾｲﾉｽｹ 赤津　誠乃輔 山形市 山形　Ｋ１６     

68 10039  0:16:57 ﾐﾅｶﾜ ﾔｽｼ 皆川　泰 上山市 上山ナイトランナーズ     

69 10052  0:17:12 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 石川　将太 山形市 山形　Ｋ１６     

70 10038  0:17:15 ｳﾉ ﾋﾛﾐﾁ 宇野　紘道 上山市 山形マスターズ陸上     

71 10031  0:17:24 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 加藤　義洋 山形市 さくらだ     

72 10080  0:17:42 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 高山　佑介 上山市 らんなあ     

73 10097  0:17:47 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 田中　慎也 寒河江市     

74 10058  0:18:19 ﾊﾔｻｶ ﾖｼｷ 早坂　淑喜 山形市 山形　Ｋ１６     

75 10033  0:18:25 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 髙橋　広 天童市 大場印刷Ｂ     

76 10036  0:18:43 ﾜﾀﾞ ﾄｼｼﾞ 和田　俊次 山形市     

77 10032  0:18:47 ｱﾗｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 荒川　龍一 福島県     

78 10085  0:19:09 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 高山　和人 上山市 らんなあ     

79 10070  0:19:43 ﾊﾔｻｶ ﾄﾓﾕｷ 早坂　知之 山形市 山形　Ｋ１６     

80 10054  0:19:47 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ 齋藤　駿輝 山形市 山形　Ｋ１６     

81 10057  0:19:56 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 北村　和憲 山形市 山形　Ｋ１６     

82 10074  0:19:56 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 高橋　拓也 山形市 山形　Ｋ１６     

83 10069  0:19:56 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 清水　貴寛 山形市 山形　Ｋ１６     

84 10099  0:20:12 ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 伊藤　清一 宮城県     

85 10079  0:20:48 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 工藤　陽一 上山市 らんなあ     

86 10102  0:21:11 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 井上　正博 米沢市     

87 10082  0:21:13 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 鈴木　拓海 上山市 らんなあ     

88 10073  0:21:31 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 中村　信一 山形市 山形　Ｋ１６     

89 10045  0:21:34 ｵｶﾞﾜ ｲﾁﾄ 小川　一登 福島県 みなとＶＩＰ     

90 10046  0:21:51 ﾀﾁｶﾜ ﾘｮｳ 立川　諒 山形市     

91 10078  0:22:13 ﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 和田　舜 上山市 らんなあ     

92 10044  0:22:26 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾄｼ 渡邉　勝利 山形市 山形走ろう会     

93 10067  0:22:49 ｵｵﾇﾏ ﾀﾂｼﾞ 大沼　達治 山形市 山形　Ｋ１６     




