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期 日 平成 2９年１月２９日（日） 

主 催 一般財団法人山形陸上競技協会 山形新聞・山形放送 

後 援 山形県教育委員会 公益財団法人山形県体育協会 

山形県高等学校体育連盟 山形県中学校体育連盟 

主 管 一般財団法人山形陸上競技協会 



第 57 回山形県冬季ロードレース大会  
 

期  日    平成 29 年 1 月 29 日（日） 

 

総  務 小山  寛 

審 判 長 安達 正敏（一般・高校男子 10km） 

 今野 光人（一般高校女子 5km） 

 井上 順男（中学男子・女子 3km） 

記録主任 佐藤 徳男 

 

スタート時間 

   中学(男子、女子)・・・・・11 時 30 分 

   一般・高校(女子)・・・・・11 時 50 分 

 一般・高校(男子)・・・・・12 時 00 分 

 

コース 

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

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

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

 

新記録等一覧 

大会新記録    高校男子団体  酒田南高              2 時間 27 分 07 秒 

     

 

気象情報 

 

 日付 時刻 天候 気温 湿度 場所名

2017年1月29日 11:50 晴れ 7.5℃ 33.2%
男子10kmスタート地点

（上山市金瓶）



第57回 山形県冬季ロードレース大会 決勝一覧表
平成29年1月29日(日)

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

29日 一般　１０ｋｍ 森谷　修平 29:26 後藤　拓馬 30:51 高橋　拓海　(2) 30:55 斎藤　龍生 31:28 五十嵐　大義　(3) 31:38 遠藤　正人 31:42 長嶋　祐二郎 31:43 大塚　翔太 31:53

山形市役所 鶴岡市陸協 山形大 神町自衛隊 信州大 南陽東置賜陸協 神町自衛隊 神町自衛隊

29日 高校　１０ｋｍ 荒生　実慧　(1) 29:27 佐藤　琉稀　(2) 30:42 吉田　　梢　(3) 30:45 梅木　　海　(2) 30:49 遠田　光太郎　(3) 30:52 奥山　智広　(3) 30:54 梅木　　陸　(3) 30:56 佐藤　亜央人　(2) 31:12

酒田南高 酒田南高 東海大山形高 鶴岡東高 酒田南高 酒田南高 鶴岡東高 酒田南高

29日 中学　３ｋｍ 田島　洸樹　(3) 9:12 関　　碧依　(2) 9:12 田澤　泉李　(3) 9:14 清水　壱晟 (3) 9:20 秋保　松平　(2) 9:25 奥出　晶太 (3) 9:27 三浦　拓真 (2) 9:29 志釜　璃久 (2) 9:31

米沢第二 上山南 上山南 楯岡 天童第三 神町 羽黒 長井南

29日 団体　一般 南陽東置賜陸協 2:41:32 鶴岡市陸協 2:41:55 神町自衛隊 2:42:44 新庄地区陸協 2:43:54 西村山陸協 2:44:38 山形大 2:46:17 米沢市陸協 2:49:14

29日 団体　高校 酒田南高 2:23:07 東海大山形高 2:35:57 山形南高 2:44:59 九里学園高 2:48:14 酒田光陵高 2:50:56 鶴岡工高 2:52:57

NGR

29日 一般高校　５ｋｍ 五十嵐　梨菜　(3) 17:08 石澤　希らら　(1) 17:10 須貝　美齢　(2) 17:12 佐竹　結衣　(1) 17:51 大場　愛里紗　(2) 17:51 庄司　雅花　(1) 17:53 佐藤　明日美　(1) 18:00 斉藤　　睦　(3) 18:01

山形城北高 山形城北高 鶴岡南高 東海大山形高 酒田南高 酒田南高 酒田南高 酒田南高

29日 中学　３ｋｍ 和賀　　楓　(2) 9:51 長澤　日桜里　(3) 10:11 叶内　菜々美　(3) 10:16 髙橋　華瑠亜　(1) 10:23 吉田　百那　(2) 10:29 小林　遼緒　(2) 10:29 大沼　亜衣　(3) 10:34 石山　心菜　(1) 10:42

酒田第四 川西 上山南 陵南 高畠 長井南 陵西 上山南

29日 団体　一般高校 酒田南高 1:11:45 山形城北高 1:11:46 東海大山形高 1:13:09 九里学園高 1:15:29 山形学院高 1:20:47 山形北高 1:23:02 山形大医学部 1:24:50

凡例　NGR：大会新記録

男
　
　
　
　
子

女
　
子



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

12時00分

男子一般　10km　決勝 65

安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

大会記録 29′25″　鈴木　駿　（NDソフト）　56回　2016.1.31

1 1  0:29:26 森谷　修平 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 山形市役所

2 9  0:30:51 後藤　拓馬 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 鶴岡市陸協

3 13  0:30:55 高橋　拓海(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 山形大

4 51  0:31:28 斎藤　龍生 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 神町自衛隊

5 8  0:31:38 五十嵐　大義(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 信州大

6 2  0:31:42 遠藤　正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 南陽東置賜陸協

7 35  0:31:43 長嶋　祐二郎 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 神町自衛隊

8 15  0:31:53 大塚　翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 神町自衛隊

9 85  0:32:02 平石　哲哉 ﾋﾗｲｼ ﾃﾂﾔ 南陽東置賜陸協

10 69  0:32:03 金子　康太 ｶﾈｺ ｺｳﾀ 米沢市陸協

11 32  0:32:03 杉沼　聖平 ｽｷﾞﾇﾏ ｼｮｳﾍｲ 西村山陸協

12 39  0:32:05 井上　　徹 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 新庄地区陸協

13 29  0:32:07 山口　大陽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 新庄地区陸協

14 31  0:32:10 金子　正太 ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 上山市陸協

15 21  0:32:17 吉泉　　亘 ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ 鶴岡市陸協

16 16  0:32:22 藪谷　　昇 ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 新庄地区陸協

17 10  0:32:28 大谷　　克 ｵｵﾀﾆ ｱﾀﾙ 南陽東置賜陸協
18 17  0:32:30 籾山　雄介 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山形市陸協

19 40  0:32:34 堀　　宏和 ﾎﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 南陽東置賜陸協

20 34  0:32:35 木村　秀人 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 上山市陸協

21 30  0:32:46 大河原　謙人 ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ 南陽東置賜陸協

22 27  0:32:46 須藤　　朗 ｽﾄｳ ｱｷﾗ ＪＡやまがた

23 42  0:32:47 鈴木　智彦 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ 西村山陸協

24 11  0:32:48 伊東　直之 ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 西村山陸協

25 23  0:32:52 加藤　善宏 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 鶴岡市陸協

26 24  0:32:56 日向　貴憲 ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ 鶴岡市陸協

27 48  0:32:59 髙橋　直貴 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 鶴岡市陸協
28 63  0:33:03 渡部　功将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾏｻ 西置賜陸協

29 41  0:33:05 佐藤　智武 ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ 鶴岡市陸協

30 78  0:33:07 森谷　享平 ﾓﾘﾔ ｷｮｳﾍｲ 西置賜陸協

31 61  0:33:18 落合　亮太(2) ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 山形大

32 57  0:33:20 沖津　義徳 ｵｷﾂ ﾖｼﾉﾘ 西村山陸協

33 33  0:33:22 一ノ澤　哲郎 ｲﾁﾉｻﾜ ﾃﾂﾛｳ 新庄地区陸協

34 68  0:33:33 高橋　興平(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 山形大

35 80  0:33:34 三澤　　凌 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ ＪＡやまがた

36 56  0:33:40 草苅　伴和 ｸｻｶﾘ ﾄﾓｶｽﾞ 西村山陸協

37 71  0:33:41 五十嵐　陽司 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｼﾞ 酒田市陸協
38 64  0:33:48 管成　真一 ｶﾝﾅﾘ ｼﾝｲﾁ 米沢市陸協

39 83  0:33:49 青山　陽平 ｱｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神町自衛隊

40 84  0:33:51 板垣　康彦 ｲﾀｶﾞｷ ﾔｽﾋｺ 山形市陸協

41 77  0:33:51 吉野　舞亜巳 ﾖｼﾉ ﾏｲｱﾐ 神町自衛隊

42 62  0:33:57 菊地　春記 ｷｸﾁ ﾊﾙｷ 西村山陸協

43 37  0:33:58 後藤　祐一 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ 新庄地区陸協

44 65  0:34:03 米田　一路(3) ﾖﾈﾀﾞ ｲﾁﾛ 山形大

45 88  0:34:03 髙岡　利彦 ﾀｶｵｶ ﾄｼﾋｺ 米沢市陸協

46 75  0:34:06 佐藤　真二 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 南陽東置賜陸協

47 82  0:34:09 椎名　正樹 ｽｲﾅ ﾏｻｷ 上山市陸協

48 28  0:34:22 安部　斗夢(4) ｱﾍﾞ ﾄﾑ 平成国際大

49 5  0:34:23 村川　恵太 ﾑﾗｶﾜ ｹｲﾀ 新庄地区陸協

50 90  0:34:26 佐藤　　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 米沢市陸協

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

12時00分

男子一般　10km　決勝 65

安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

大会記録 29′25″　鈴木　駿　（NDソフト）　56回　2016.1.31

51 66  0:34:28 眞壁　豊治(2) ﾏｶﾍﾞ ﾄﾖﾊﾙ 山形大

52 20  0:34:39 赤城　大地 ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 神町自衛隊

53 67  0:34:42 小沼　大樹 ｺﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 新庄地区陸協

54 94  0:34:43 川上　大地(1) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 山形大

55 52  0:34:45 河野　　献 ｶﾜﾉ ｹﾝ 鶴岡市陸協

56 86  0:34:54 鈴木　耕太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 米沢市陸協

57 81  0:34:54 菅原　孝幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 鶴岡市陸協

58 87  0:35:08 長澤　信誠 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝｾｲ 神町自衛隊

59 49  0:35:16 仲野　光博 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ 新庄地区陸協

60 76  0:35:24 角田　凛太郎(4) ﾂﾉﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山形市陸協

61 74  0:35:37 五十嵐　宇駿 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ 鶴岡市陸協

62 36  0:35:55 三品　裕也 ﾐｼﾅ ﾕｳﾔ 神町自衛隊

63 53  0:36:15 熊坂　太郎 ｸﾏｻｶ ﾀﾛｳ 山形市陸協

64 91  0:36:24 長塚　　淳 ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾞｭﾝ 上山市陸協

65 93  0:36:34 大泉　智弘 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 西村山陸協

22 齋藤　貴志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 鶴岡市陸協 DSQ　OTM

79 岸　　太一 ｷｼ ﾀｲﾁ 西村山陸協 DSQ　OTM
95 佐久間　啓(3) ｻｸﾏ ﾋﾗｸ 山形大 DSQ　OTM

43 仁部　幸太 ﾆﾍﾞ ｺｳﾀ 南陽東置賜陸協 DNF

3 櫻井　　豊 ｻｸﾗｲ ﾕﾀｶ 上山市陸協 DNS

4 佐藤　寛人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 上山市陸協 DNS

6 樋口　勝利 ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ 西置賜陸協 DNS

7 星川　裕貴 ﾎｼｶﾜ ﾕﾀｶ 山形ミートランド DNS

12 古瀬　弘賢 ﾌﾙｾ ﾋﾛﾀｶ 南陽東置賜陸協 DNS

14 小川　智寛 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 南陽東置賜陸協 DNS

18 木村　明彦 ｷﾑﾗ ｱｷﾋｺ 山形市陸協 DNS

19 内山　富夫 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾐｵ 南陽東置賜陸協 DNS
25 佐藤　　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形市陸協 DNS

26 土屋　　毅 ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ 山形市役所 DNS

38 有澤　英司 ｱﾘｻﾜ ﾋﾃﾞｼﾞ 山形市陸協 DNS

44 清野　大地 ｾｲﾉ ﾀﾞｲﾁ 西村山陸協 DNS

45 吉田　周平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神町自衛隊 DNS

46 遠藤　大貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 西置賜陸協 DNS

47 鈴木　卓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 神町自衛隊 DNS

50 渡邉　　大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 南陽東置賜陸協 DNS

54 松崎　翔哉 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳﾔ 上山市陸協 DNS

55 横山　剛士 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 仙台大 DNS
58 中川　敦史 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ 南陽東置賜陸協 DNS

59 須貝　俊太郎(3) ｽｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 秋田大 DNS

60 堀米　裕輔 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｽｹ 新庄地区陸協 DNS

70 三浦　隆稔 ﾐｳﾗ ﾀｶﾄｼ 南陽東置賜陸協 DNS

72 長嶋　茂樹 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｹﾞｷ 神町自衛隊 DNS

73 横澤　大智 ﾖｺｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 上山市陸協 DNS

89 石垣　大河(3) ｲｼｶﾞｷ ﾀｲｶﾞ 山形大 DNS

92 下條　洋平 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ 西置賜陸協 DNS

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ
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順位　　 成績　　　　　チーム　　　　 　　　　　　　順位 　　　記録 　　 　NO,　　　 　　　氏名　　　　　　　　　所属団体名　

男子一般　10km　決勝 団体レース

第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

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

12時00分
安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

2:31:22  南陽東置賜地区陸協　　55回　2015.1.25

コース

大会記録

1 遠藤　正人02:41:32

平石　哲哉

2南陽東置賜陸協

大谷　　克

85

10

 0:31:42

 0:32:02

 0:32:28

 

40

30

堀　　宏和

大河原　謙人

 0:32:34

 0:32:46

南陽東置賜陸協

南陽東置賜陸協

南陽東置賜陸協

南陽東置賜陸協

南陽東置賜陸協

6

9

17

19

21

2 後藤　拓馬02:41:55

吉泉　　亘

9鶴岡市陸協

加藤　善宏

21

23

 0:30:51

 0:32:17

 0:32:52

 

24

48

日向　貴憲

髙橋　直貴

 0:32:56

 0:32:59

鶴岡市陸協

鶴岡市陸協

鶴岡市陸協

鶴岡市陸協

鶴岡市陸協

2

15

25

26

27

3 斎藤　龍生02:42:44

長嶋　祐二郎

51神町自衛隊

大塚　翔太

35

15

 0:31:28

 0:31:43

 0:31:53

 

83

77

青山　陽平

吉野　舞亜巳

 0:33:49

 0:33:51

神町自衛隊

神町自衛隊

神町自衛隊

神町自衛隊

神町自衛隊

4

7

8

39

41

4 井上　　徹02:43:54

山口　大陽

39新庄地区陸協

藪谷　　昇

29

16

 0:32:05

 0:32:07

 0:32:22

 

33

37

一ノ澤　哲郎

後藤　祐一

 0:33:22

 0:33:58

新庄地区陸協

新庄地区陸協

新庄地区陸協

新庄地区陸協

新庄地区陸協

12

13

16

33

43

5 杉沼　聖平02:44:38

鈴木　智彦

32西村山陸協

伊東　直之

42

11

 0:32:03

 0:32:47

 0:32:48

 

57

56

沖津　義徳

草苅　伴和

 0:33:20

 0:33:40

西村山陸協

西村山陸協

西村山陸協

西村山陸協

西村山陸協

11

23

24

32

36
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順位　　 成績　　　　　チーム　　　　 　　　　　　　順位 　　　記録 　　 　NO,　　　 　　　氏名　　　　　　　　　所属団体名　

男子一般　10km　決勝 団体レース

第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

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

12時00分
安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

2:31:22  南陽東置賜地区陸協　　55回　2015.1.25

コース

大会記録

6 高橋　拓海02:46:17

落合　亮太

13山形大

高橋　興平

61

68

 0:30:55

 0:33:18

 0:33:33

 

65

66

米田　一路

眞壁　豊治

 0:34:03

 0:34:28

山形大

山形大

山形大

山形大

山形大

3

31

34

44

51

7 金子　康太02:49:14

管成　真一

69米沢市陸協

髙岡　利彦

64

88

 0:32:03

 0:33:48

 0:34:03

 

90

86

佐藤　　航

鈴木　耕太郎

 0:34:26

 0:34:54

米沢市陸協

米沢市陸協

米沢市陸協

米沢市陸協

米沢市陸協

10

38

45

50

56
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第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

12時00分

男子高校　10km　決勝 72

安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

大会記録 29′06″　菅野　邦彰　（米沢工高）　34回　1994.1.23

1 501  0:29:27 荒生　実慧(1) ｱﾗｵ ﾏｻﾄ 酒田南高

2 511  0:30:42 佐藤　琉稀(2) ｻﾄｳ ﾘｭｳｷ 酒田南高

3 503  0:30:45 吉田　　梢(3) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 東海大山形高

4 507  0:30:49 梅木　　海(2) ｳﾒｷ ｶｲ 鶴岡東高

5 508  0:30:52 遠田　光太郎(3) ｴﾝﾀ ｺｳﾀﾛｳ 酒田南高

6 505  0:30:54 奥山　智広(3) ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 酒田南高

7 506  0:30:56 梅木　　陸(3) ｳﾒｷ ﾘｸ 鶴岡東高

8 515  0:31:12 佐藤　亜央人(2) ｻﾄｳ ｱｵﾄ 酒田南高

9 512  0:31:16 鈴木　渓太(3) ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 東海大山形高

10 514  0:31:16 佐藤　拓夢(3) ｻﾄｳ ﾀｸﾑ 東海大山形高

11 513  0:31:19 舩田　圭吾(2) ﾌﾅﾀﾞ ｹｲｺﾞ 東海大山形高

12 504  0:31:21 荒井　雄哉(3) ｱﾗｲ ﾕｳﾔ 東海大山形高

13 521  0:31:32 髙橋　　光(2) ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 山形南高

14 520  0:31:35 鈴木　春記(3) ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 米沢工高

15 509  0:31:40 大沼　　翼(1) ｵｵﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ 東海大山形高

16 522  0:31:41 鈴木　駿太郎(2) ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 長井高

17 519  0:31:45 大野　陽人(1) ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 九里学園高
18 516  0:31:49 佐藤　　颯(3) ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 酒田南高

19 523  0:32:10 牛澤　昴大(2) ｳｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山形中央高

20 526  0:32:43 鈴木　克彦(1) ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 山形中央高

21 529  0:32:46 佐藤　洸人(2) ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 山形南高

22 528  0:32:48 佐藤　茂哉(3) ｻﾄｳ ｼｹﾞﾔ 米沢中央高

23 552  0:32:49 古澤　拓樹(1) ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛｷ 米沢中央高

24 535  0:32:51 伊藤　寛人(2) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 日大山形高

25 525  0:33:05 橋元　大輝(2) ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 山形中央高

26 524  0:33:06 髙橋　涼太(1) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 酒田南高

27 517  0:33:12 須貝　哲也(1) ｽｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 東海大山形高
28 532  0:33:12 髙橋　佑弥(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 九里学園高

29 543  0:33:15 中村　　満(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ 酒田南高

30 531  0:33:18 諏訪部　駿(2) ｽﾜﾍﾞ ｼｭﾝ 鶴岡工高

31 530  0:33:21 小山　啓太(2) ｺﾔﾏ ｹｲﾀ 山形南高

32 533  0:33:23 土門　拓海(2) ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ 酒田光陵高

33 579  0:33:24 松田　竜旺(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 山形南高

34 561  0:33:30 梅津　駿也(2) ｳﾒﾂ ｼｭﾝﾔ 長井工高

35 545  0:33:35 足達　　元(1) ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝ 鶴岡工高

36 542  0:33:43 今田　拓実(2) ｺﾝﾀ ﾀｸﾏ 米沢工高

37 534  0:33:46 髙橋　　凛(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 山形電波工高
38 538  0:33:50 髙橋　洋輝(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 九里学園高

39 560  0:33:52 勝田　竜平(2) ｶﾂﾀ ﾘｭｳﾍｲ 酒田光陵高

40 527  0:33:56 大石　歩夢(2) ｵｵｲｼ ｱﾕﾑ 山形南高

41 541  0:33:58 横山　泰河(1) ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 米沢工高

42 577  0:34:03 秋生　康祐(1) ｱｷｳ ｺｳｽｹ 山形南高

43 569  0:34:05 佐藤　駿太(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 九里学園高

44 551  0:34:15 玉虫　海音(1) ﾀﾏﾑｼ ｶｲﾄ 米沢工高

45 539  0:34:17 松岡　龍生(1) ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｷ 山形中央高

46 558  0:34:18 元木　　蓮(2) ﾓﾄｷ ﾚﾝ 日大山形高

47 609  0:34:25 遠藤　政彦(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 鶴岡東高

48 563  0:34:27 五十嵐　賢大(1) ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀ 酒田光陵高

49 574  0:34:28 黒木　遥大(2) ｸﾛｷ ﾊﾙﾄ 山形南高

50 562  0:34:29 竹田　了礼(2) ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 長井高

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

12時00分

男子高校　10km　決勝 72

安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

大会記録 29′06″　菅野　邦彰　（米沢工高）　34回　1994.1.23

51 554  0:34:30 色摩　柊人(2) ｼｶﾏ ｼｭｳﾄ 長井高

52 566  0:34:31 石垣　竣平(1) ｲｼｶﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 酒田光陵高

53 598  0:34:31 佐藤　聖昇(2) ｻﾄｳ ﾐﾀｶ 山形工高

54 564  0:34:43 伊藤　健吾(1) ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 酒田光陵高

55 546  0:34:52 後藤　卓見(2) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 山形電波工高

56 582  0:34:58 佐藤　世成(2) ｻﾄｳ ｾﾅ 鶴岡工高

57 547  0:35:13 本多　春樹(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 鶴岡東高

58 550  0:35:15 今田　綾斗(1) ｺﾝﾀ ｱﾔﾄ 山形電波工高

59 570  0:35:17 曽根田　夏貴(2) ｿﾈﾀ ﾅﾂｷ 新庄北高

60 559  0:35:22 田中　悠也(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 九里学園高

61 567  0:35:23 菅原　良公(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 鶴岡工高

62 540  0:35:25 菅野　朱厘(1) ｽｶﾞﾉ ｼｭﾘ 山形工高

63 590  0:35:43 後藤　　司(1) ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ 山形学院高

64 578  0:35:43 武田　大輝(2) ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山形東高

65 584  0:35:43 佐藤　美輝(2) ｻﾄｳ ﾖｼｷ 鶴岡工高

66 586  0:35:47 細谷　悠希(1) ﾎｿﾔ ﾕｳｷ 日大山形高

67 588  0:35:50 庄司　有佑(2) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｽｹ 酒田光陵高
68 557  0:36:01 佐藤　　龍(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳ 九里学園高

69 600  0:36:06 早坂　峻一(2) ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝｲﾁ 山形工高

70 593  0:36:09 大場　怜緒(1) ｵｵﾊﾞ ﾚｵ 山形学院高

71 575  0:36:09 情野　　琳(1) ｾｲﾉ ﾘﾝ 九里学園高

72 565  0:36:46 髙橋　寿弥(2) ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 酒田光陵高

573 小形　滉貴(2) ｵｱﾀ ｺｳｷ 米沢工高 DSQ　OTM

581 須藤　秀太(1) ｽﾄｳ ｼｭｳﾀ 山形電波工高 DSQ　OTM

583 富樫　汰樹(1) ﾄｶﾞｼ ﾀｲｼﾞｭ 山形東高 DSQ　OTM

585 平山　　駿(2) ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ 米沢中央高 DSQ　OTM

587 新井　　智(2) ｱﾗｲ ｻﾄｼ 新庄北高 DSQ　OTM
589 石井　優真(1) ｲｼｲ ﾕｳﾏ 寒河江高 DSQ　OTM

592 朝倉　浩介(1) ｱｻｸﾗ ｺｳｽｹ 米沢興譲館高 DSQ　OTM

594 澤田　　蓮(1) ｻﾜﾀﾞ ﾚﾝ 鶴岡工高 DSQ　OTM

596 竹田　星音(1) ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾝ 米沢興譲館高 DSQ　OTM

597 杉原　拓樹(1) ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 新庄北高 DSQ　OTM

599 髙橋　龍平(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 米沢中央高 DSQ　OTM

601 鈴木　陽樹(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 山形学院高 DSQ　OTM

602 黒沼　龍晟(1) ｸﾛﾇﾏ ﾘｭｳｾｲ 上山明新館高 DSQ　OTM

604 國井　太陽(1) ｸﾆｲ ﾀｲﾖｳ 寒河江高 DSQ　OTM

605 遠山　龍浩(1) ﾄｵﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 米沢興譲館高 DSQ　OTM
606 桐澤　琢真(1) ｷﾘｻﾜ ﾀｸﾏ 米沢興譲館高 DSQ　OTM

607 中川　貴博(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 上山明新館高 DSQ　OTM

608 渡邉　海飛(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 米沢中央高 DSQ　OTM

610 後藤　綜汰(2) ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ 山形東高 DSQ　OTM

611 青柳　心吾(1) ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝｺﾞ 寒河江高 DSQ　OTM

612 深瀬　大地(1) ﾌｶｾ ﾀﾞｲﾁ 山形工高 DSQ　OTM

613 田中　雄也(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 山形東高 DSQ　OTM

614 渡辺　　駿(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 日大山形高 DSQ　OTM

615 五十嵐浩之介(2) ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾉｽｹ 鶴岡東高 DSQ　OTM

616 田中　路也(1) ﾀﾅｶ ﾐﾁﾔ 鶴岡東高 DSQ　OTM

617 真坂　龍平(1) ﾏｻｶ ﾘｭｳﾍｲ 鶴岡東高 DSQ　OTM

618 阿部　　奨(1) ｱﾍﾞ ｼｮｳ 鶴岡東高 DSQ　OTM

502 大澤　　駿(3) ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ 山形中央高 DNS

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

12時00分

男子高校　10km　決勝 72

安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

大会記録 29′06″　菅野　邦彰　（米沢工高）　34回　1994.1.23

510 四釜　峻佑(1) ｼｶﾏ ｼｭﾝｽｹ 山形中央高 DNS

518 原　　拓巨(2) ﾊﾗ ﾀｸﾐ 東海大山形高 DNS

536 近藤　世那(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾅ 日大山形高 DNS

537 中村　瑠吾(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 山形中央高 DNS

544 太田　惇也(1) ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 山形工高 DNS

548 佐藤　理人(1) ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 米沢工高 DNS

549 髙橋　遼伍(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｺﾞ 山形東高 DNS

553 日塔　雄大(2) ﾆｯﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 寒河江高 DNS

555 地主　涼人(2) ｼﾞﾇｼ ﾘｮｳﾄ 鶴岡中央高 DNS

556 渡部　直樹(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 鶴岡工高 DNS

568 沓澤　遥斗(2) ｸﾂｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 上山明新館高 DNS

571 鈴木　　要(2) ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ 山形工高 DNS

572 高橋　裕大(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 米沢工高 DNS

576 武田　瑞樹(1) ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山形中央高 DNS

580 渡部　直生(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 長井高 DNS

591 河合　拓海(2) ｶﾜｲ ﾀｸﾐ 米沢興譲館高 DNS

595 芦野　燎河(1) ｱｼﾉ ﾘｮｳｶﾞ 山形工高 DNS
603 佐藤　光成(1) ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 上山明新館高 DNS

619 佐藤　大志(1) ｻﾄｳ ﾀｲｼ 鶴岡中央高 DNS

620 土屋　亘輝(1) ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 山形学院高 DNS

621 青木　稜汰(1) ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 南陽高 DNS

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ
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順位　　 成績　　　　　チーム　　　　 　　　　　　　順位 　　　記録 　　 　NO,　　　 　　　氏名　　　　　　　　　所属団体名　

男子高校　10km　決勝 団体レース

第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

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

12時00分
安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

2:33:38　東海大山形高　　　　　　 53回　2013.1.27

コース

大会記録

1 荒生　実慧02:33:07

佐藤　琉稀

501酒田南高

遠田　光太郎

511

508

 0:29:27

 0:30:42

 0:30:52

NGR

505

515

奥山　智広

佐藤　亜央人

 0:30:54

 0:31:12

酒田南高

酒田南高

酒田南高

酒田南高

酒田南高

1

2

5

6

8

2 吉田　　梢02:35:57

鈴木　渓太

503東海大山形高

佐藤　拓夢

512

514

 0:30:45

 0:31:16

 0:31:16

 

513

504

舩田　圭吾

荒井　雄哉

 0:31:19

 0:31:21

東海大山形高

東海大山形高

東海大山形高

東海大山形高

東海大山形高

3

9

10

11

12

3 髙橋　　光02:44:59

佐藤　洸人

521山形南高

小山　啓太

529

530

 0:31:32

 0:32:46

 0:33:21

 

579

527

松田　竜旺

大石　歩夢

 0:33:24

 0:33:56

山形南高

山形南高

山形南高

山形南高

山形南高

13

21

31

33

40

4 大野　陽人02:48:14

髙橋　佑弥

519九里学園高

髙橋　洋輝

532

538

 0:31:45

 0:33:12

 0:33:50

 

569

559

佐藤　駿太

田中　悠也

 0:34:05

 0:35:22

九里学園高

九里学園高

九里学園高

九里学園高

九里学園高

17

28

38

43

60

5 土門　拓海02:50:56

勝田　竜平

533酒田光陵高

五十嵐　賢大

560

563

 0:33:23

 0:33:52

 0:34:27

 

566

564

石垣　竣平

伊藤　健吾

 0:34:31

 0:34:43

酒田光陵高

酒田光陵高

酒田光陵高

酒田光陵高

酒田光陵高

32

39

48

52

54
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順位　　 成績　　　　　チーム　　　　 　　　　　　　順位 　　　記録 　　 　NO,　　　 　　　氏名　　　　　　　　　所属団体名　

男子高校　10km　決勝 団体レース

第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

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

12時00分
安達　正敏

佐藤　徳男

上山市金瓶「原の橋」　～　「山形メディアタワー」

2:33:38　東海大山形高　　　　　　 53回　2013.1.27

コース

大会記録

6 諏訪部　駿02:52:57

足達　　元

531鶴岡工高

佐藤　世成

545

582

 0:33:18

 0:33:35

 0:34:58

 

567

584

菅原　良公

佐藤　美輝

 0:35:23

 0:35:43

鶴岡工高

鶴岡工高

鶴岡工高

鶴岡工高

鶴岡工高

30

35

56

61

65



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

11時30分

男子中学　3km　決勝 37

井上　順男

佐藤　徳男

山形市「山形トヨタ自動車」　～　「山形メディアタワー」

大会記録  8′51″　 荒生　実慧　（酒田第一）　56回　2016.1.31

1 22  0:09:12 田島　洸樹(3) ﾀｼﾏ ｺｳｷ 米沢第二

2 29  0:09:12 関　　碧依(2) ｾｷ ｱｵｲ 上山南

3 2  0:09:14 田澤　泉李(3) ﾀｻﾞﾜ ｾﾝﾘ 上山南

4 1  0:09:20 清水　壱晟(3) ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ 楯岡

5 38  0:09:25 秋保　松平(2) ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ 天童第三

6 8  0:09:27 奥出　晶太(3) ｵｸﾃﾞ ｼｮｳﾀ 神町

7 12  0:09:29 三浦　拓真(2) ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ 羽黒

8 15  0:09:31 志釜　璃久(2) ｼｶﾏ ﾘｸ 長井南

9 30  0:09:34 半澤　　康(1) ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ 上山南

10 4  0:09:36 結城　吉人(2) ﾕｳｷ ﾖｼﾄ 楯岡

11 18  0:09:36 青木　顕太(3) ｱｵｷ ｹﾝﾀ 大石田

12 37  0:09:37 鈴木　隆介(2) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 山形第十

13 6  0:09:37 安孫子　嗣音(2) ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ 河北

14 16  0:09:38 小池　悠以(2) ｺｲｹ ﾕｳｲ 米沢第三

15 32  0:09:40 加藤　亮太(2) ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 尾花沢

16 7  0:09:41 荒木　優希(2) ｱﾗｷ ﾕｳｷ 河北

17 21  0:09:45 五十嵐　勇輝(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ 酒田第四
18 9  0:09:46 安食　光琉(2) ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ 陵南

19 26  0:09:46 松浦　太郎(3) ﾏﾂｳﾗ ﾀﾛｳ 鶴岡第五

20 39  0:09:47 髙橋　拓夢(2) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 天童第三

21 20  0:09:48 齋藤　陸杜(2) ｻｲﾄｳ ﾘｸﾄ 上山北

22 23  0:09:48 兵田　　楓(1) ﾋｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ 酒田東部

23 10  0:09:48 木村　快斗(1) ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 陵南

24 19  0:09:50 佐藤　　翔(3) ｻﾄｳ ｼｮｳ 鳥海八幡

25 14  0:09:55 五十嵐　脩人(2) ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾄ 鶴岡第三

26 17  0:09:59 今　　宏太(2) ｺﾝ ｺｳﾀ 小国

27 11  0:10:00 武藤　由弥(2) ﾑﾄｳ ﾕｳﾔ 天童第一
28 34  0:10:01 金子　哲也(2) ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 川西

29 31  0:10:01 市川　慶伍(1) ｲﾁｶﾜ ｹｲｺﾞ 高畠

30 3  0:10:01 伊藤　慎之介(2) ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 山形第九

31 35  0:10:02 荒木　日成(1) ｱﾗｷ ﾋﾅﾙ 川西

32 40  0:10:06 菅野　嵩二(2) ｽｹﾞﾉ ｼｭｳｼﾞ 山形第六

33 27  0:10:15 土田　嘉惟斗(2) ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ 飯豊

34 28  0:10:24 佐藤　宙夢(2) ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 米沢第六

35 36  0:10:27 横澤　　光(2) ﾖｺｻﾜ ﾋｶﾙ 蔵王第一

36 24  0:10:32 清水　拓斗(2) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 八向

37 25  0:10:41 叶内　公平(2) ｶﾅｳﾁ ｺｳﾍｲ 八向
5 佐藤　陽輝(2) ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 鶴岡第一 DNS

13 柴田　一輝(3) ｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 東根第一 DNS

33 大内　空輝(3) ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ 明倫 DNS

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース
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　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

11時50分

女子一般高校　5km　決勝 57

今野　光人

佐藤　徳男

山形市「山大医学部附属病院」　～　「山形メディアタワー」

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

1 1  0:17:08 五十嵐　梨菜(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾅ 山形城北高

2 3  0:17:10 石澤　希らら(1) ｲｼｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 山形城北高

3 6  0:17:12 須貝　美齢(2) ｽｶﾞｲ ﾐﾚｲ 鶴岡南高

4 5  0:17:51 佐竹　結衣(1) ｻﾀｹ ﾕｲ 東海大山形高

5 13  0:17:51 大場　愛里紗(2) ｵｵﾊﾞ ｱﾘｻ 酒田南高

6 31  0:17:53 庄司　雅花(1) ｼｮｳｼﾞ ﾐﾔｶ 酒田南高

7 4  0:18:00 佐藤　明日美(1) ｻﾄｳ ｱｽﾐ 酒田南高

8 17  0:18:01 斉藤　　睦(3) ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ 酒田南高

9 2  0:18:04 五十嵐　徳子(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｺ 鶴岡北高

10 8  0:18:07 岸　　汐理(2) ｷｼ ｼｵﾘ 東海大山形高

11 14  0:18:19 土屋　里菜(1) ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 東海大山形高

12 19  0:18:27 佐藤　　凜(3) ｻﾄｳ ﾘﾝ 酒田南高

13 11  0:18:32 長沼　明音(1) ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｶﾈ 九里学園高

14 33  0:18:34 立里　　柚(1) ﾀﾃｻﾄ ﾕｳ 山形城北高

15 25  0:18:37 佐藤　一彩(2) ｻﾄｳ ｶｽﾞｻ 酒田南高

16 20  0:18:41 舟山　愛理(2) ﾌﾅﾔﾏ ｱｲﾘ 山形大

17 15  0:18:45 金村　真帆(2) ｶﾅﾑﾗ ﾏﾎ 山形北高
18 16  0:18:49 情野　結衣(2) ｾｲﾉ ﾕｲ 九里学園高

19 22  0:18:50 蜂屋　真子(2) ﾊﾁﾔ ﾏｺ 九里学園高

20 7  0:18:52 矢田目　朱音(1) ﾔﾀﾒ ｱｶﾈ 東海大山形高

21 39  0:18:54 長沢　菜津未(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ 山形城北高

22 21  0:18:57 橋本　紗枝子(6) ﾊｼﾓﾄ ｻｴｺ 山大医学部

23 26  0:19:02 小野　真優(1) ｵﾉ ﾏﾕ 酒田南高

24 35  0:19:07 蜂谷　杏実(2) ﾊﾁﾔ ｱﾐ 東海大山形高

25 51  0:19:09 小笠原　桃歌(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓｶ 上山明新館高

26 29  0:19:14 元木　美瀬(2) ﾓﾄｷ ﾐﾗｲ 山辺高

27 37  0:19:15 須藤　さくら(1) ｽﾄｳ ｻｸﾗ 山形城北高
28 24  0:19:18 三浦　花凜(2) ﾐｳﾗ ｶﾘﾝ 九里学園高

29 42  0:19:28 庄司　彩耶(2) ｼｮｳｼﾞ ｱﾔ 山形学院高

30 53  0:19:41 志賀　　葵(2) ｼｶﾞ ｱｵｲ 山形学院高

31 38  0:19:50 柿沼　美羽(2) ｶｷﾇﾏ ﾐｳ 山大医学部

32 30  0:19:56 江口　舞美(2) ｴｸﾞﾁ ﾏﾐ 山形中央高

33 23  0:19:59 二瓶　実里(1) ﾆﾍｲ ﾐｻﾄ 東海大山形高

34 62  0:20:05 加藤　早紀子(1) ｶﾄｳ ｻｷｺ 山形学院高

35 28  0:20:16 工藤　裟己(1) ｸﾄﾞｳ ｻｺ 東海大山形高

36 43  0:20:23 武田　明日華(2) ﾀｹﾀﾞ ｱｽｶ 山形北高

37 52  0:20:34 佐藤　里香(2) ｻﾄｳ ﾘｶ 米沢中央高
38 40  0:20:34 矢作　梨奈(2) ﾔﾊｷﾞ ﾘﾅ 新庄北高

39 36  0:20:42 野坂　美宇(1) ﾉｻｶ ﾐｳ 鶴岡東高

40 63  0:20:46 荒井　瀬名(1) ｱﾗｲ ｾﾅ 上山明新館高

41 45  0:21:03 横澤　佑果(1) ﾖｺｻﾜ ﾕｳｶ 長井高

42 44  0:21:15 伊藤　彩月(3) ｲﾄｳ ｻﾂｷ 山形商高

43 47  0:21:23 布宮　芽生(1) ﾇﾉﾐﾔ ﾒｲ 谷地高

44 76  0:21:26 横山　萌衣(2) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ 南陽高

45 64  0:21:33 矢口　桃佳(2) ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 山形学院高

46 65  0:21:47 村岡　結衣(1) ﾑﾗｵｶ ﾕｲ 山形北高

47 75  0:22:02 鈴木　友唯(2) ｽｽﾞｷ ﾕｲ 南陽高

48 58  0:22:07 佐藤　理乃(2) ｻﾄｳ ﾘﾉ 山形北高

49 41  0:22:09 遠藤　奏絵(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｴ 山形北高

50 49  0:22:12 髙谷　華音(1) ﾀｶﾔ ｶﾉﾝ 谷地高

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース
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　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

11時50分

女子一般高校　5km　決勝 57

今野　光人

佐藤　徳男

山形市「山大医学部附属病院」　～　「山形メディアタワー」

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

51 72  0:22:34 小國　文香(1) ｵｸﾞﾆ ｱﾔｶ 山形北高

52 70  0:22:37 笠原　和佳子(1) ｶｻﾊﾗ ﾜｶｺ 山形東高

53 56  0:22:53 山口　和夏子(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶｺ 山大医学部

54 55  0:23:10 原田　千絵美(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴﾐ 山大医学部

55 59  0:23:12 鈴木　ひろ(2) ｽｽﾞｷ ﾋﾛ 新庄北高

56 68  0:23:25 花谷　京香(2) ﾊﾅﾔ ｷｮｳｶ 寒河江高

57 73  0:29:19 山鹿　萌子(2) ﾔﾏｶ ﾓｴｺ 山形東高

57 星川　　花(1) ﾎｼｶﾜ ﾊﾅ 新庄北高 DNF

9 安部　日和(2) ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 山形城北高 DNS

10 髙橋　侑愛(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｱ 山形城北高 DNS

12 安達　日和(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾖﾘ 山形城北高 DNS

18 今野　まどか ｺﾝﾉ ﾏﾄﾞｶ 酒田市陸協 DNS

27 近野　桃花(1) ｺﾝﾉ ﾓﾓｶ 九里学園高 DNS

32 伊藤　歩美(2) ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 山形城北高 DNS

34 佐藤　春香(1) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 長井高 DNS

46 太田　和生(1) ｵｵﾀ ﾅｵ 山形中央高 DNS

48 大場　衣紗子(1) ｵｵﾊﾞ ｲｻｺ 山辺高 DNS
50 西川　晏那(1) ﾆｼｶﾜ ｱﾝﾅ 山辺高 DNS

54 藤田　千世(1) ﾌｼﾞﾀ ﾁｾ 新庄北高 DNS

60 髙内　しおり(2) ﾀｶｳﾁ ｼｵﾘ 上山明新館高 DNS

61 門脇　彩香(1) ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾔｶ 山形中央高 DNS

66 三浦　菜々(2) ﾐｳﾗ ﾅﾅ 山形学院高 DNS

67 金子　遥南(2) ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 山形東高 DNS

69 笹原　明楽(1) ｻｻﾊﾗ ﾒｲﾗ 山形東高 DNS

71 奥山　菜々(1) ｵｸﾔﾏ ﾅﾅ 山形学院高 DNS

74 冨樫　　雅(1) ﾄｶﾞｼ ﾐﾔﾋﾞ 山形学院高 DNS

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ
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順位　　 成績　　　　　チーム　　　　 　　　　　　　順位 　　　記録 　　 　NO,　　　 　　　氏名　　　　　　　　　所属団体名　

女子一般高校　5km　決勝 団体レース

第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

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

11時50分
今野　光人

佐藤　徳男

山形市「山大医学部附属病院」　～　「山形メディアタワー」

1:09:29　山形城北高　　　　　　　　52回　2012.1.29

コース

大会記録

1 大場　愛里紗01:11:45

庄司　雅花

13酒田南高

佐藤　明日美

31

4

 0:17:51

 0:17:53

 0:18:00

 

17 斉藤　　睦 0:18:01

酒田南高

酒田南高

酒田南高

酒田南高

5

6

7

8

2 五十嵐　梨菜01:11:46

石澤　希らら

1山形城北高

立里　　柚

3

33

 0:17:08

 0:17:10

 0:18:34

 

39 長沢　菜津未 0:18:54

山形城北高

山形城北高

山形城北高

山形城北高

1

2

14

21

3 佐竹　結衣01:13:09

岸　　汐理

5東海大山形高

土屋　里菜

8

14

 0:17:51

 0:18:07

 0:18:19

 

7 矢田目　朱音 0:18:52

東海大山形高

東海大山形高

東海大山形高

東海大山形高

4

10

11

20

4 長沼　明音01:15:29

情野　結衣

11九里学園高

蜂屋　真子

16

22

 0:18:32

 0:18:49

 0:18:50

 

24 三浦　花凜 0:19:18

九里学園高

九里学園高

九里学園高

九里学園高

13

18

19

28

5 庄司　彩耶01:20:47

志賀　　葵

42山形学院高

加藤　早紀子

53

62

 0:19:28

 0:19:41

 0:20:05

 

64 矢口　桃佳 0:21:33

山形学院高

山形学院高

山形学院高

山形学院高

29

30

34

45



【ＲＥＳＵＬＴＳ】

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

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

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

順位　　 成績　　　　　チーム　　　　 　　　　　　　順位 　　　記録 　　 　NO,　　　 　　　氏名　　　　　　　　　所属団体名　

女子一般高校　5km　決勝 団体レース

第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

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

11時50分
今野　光人

佐藤　徳男

山形市「山大医学部附属病院」　～　「山形メディアタワー」

1:09:29　山形城北高　　　　　　　　52回　2012.1.29

コース

大会記録

6 金村　真帆01:23:02

武田　明日華

15山形北高

村岡　結衣

43

65

 0:18:45

 0:20:23

 0:21:47

 

58 佐藤　理乃 0:22:07

山形北高

山形北高

山形北高

山形北高

17

36

46

48

7 橋本　紗枝子01:24:50

柿沼　美羽

21山大医学部

山口　和夏子

38

56

 0:18:57

 0:19:50

 0:22:53

 

55 原田　千絵美 0:23:10

山大医学部

山大医学部

山大医学部

山大医学部

22

31

53

54



【ＲＥＳＵＬＴＳ】
第57回山形県冬季ロードレース大会

審判長　 ：
記録主任：

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

開催日：2017年 1月 29日
ｽﾀ-ﾄ時刻：

主催　　山形新聞・山形放送・一般財団法人山形陸上競技協会

主管　　一般財団法人山形陸上競技協会
後援　　山形県教育委員会・公益財団法人山形県体育協会・山形県高等学校体育連盟・山形県中学校体育連盟

コース

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

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

　　順位　   ナンバ－　記録　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　NAME　　　　　　　　　　　　    　 所属団体名　　　　　　   備考

完走者：　　　　　　　人

11時30分

女子中学　3km　決勝 33

井上　順男

佐藤　徳男

山形市「山形トヨタ自動車」　～　「山形メディアタワー」

大会記録  9′24″ 　高橋　由衣　（飛鳥中）　44回　2004.1.25

1 2  0:09:51 和賀　　楓(2) ﾜｶ ｶｴﾃﾞ 酒田第四

2 1  0:10:11 長澤　日桜里(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｵﾘ 川西

3 3  0:10:16 叶内　菜々美(3) ｶﾅｳﾁ ﾅﾅﾐ 上山南

4 11  0:10:23 髙橋　華瑠亜(1) ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 陵南

5 5  0:10:29 吉田　百那(2) ﾖｼﾀﾞ ﾓﾅ 高畠

6 6  0:10:29 小林　遼緒(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 長井南

7 15  0:10:34 大沼　亜衣(3) ｵｵﾇﾏ ｱｲ 陵西

8 29  0:10:42 石山　心菜(1) ｲｼﾔﾏ ｺｺﾅ 上山南

9 24  0:10:45 伊藤　望愛(2) ｲﾄｳ ﾉｱ 鶴岡第一

10 34  0:10:45 村山　彩華(2) ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 山形第四

11 25  0:10:45 加藤　　恋(2) ｶﾄｳ ﾚﾝ 鶴岡第五

12 14  0:10:51 長谷川　砂奈(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ 豊浦

13 7  0:10:56 住石　千紗(3) ｽﾐｲｼ ﾁｻ 酒田第一

14 36  0:10:59 高橋　彩那(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 赤湯

15 16  0:11:03 今井　愛紺(2) ｲﾏｲ ｱｲｺ 遊佐

16 10  0:11:08 中村　友加里(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 山形第五

17 35  0:11:12 狩野　琉姫(1) ｶﾘﾉ ﾙｷ 山形第四
18 37  0:11:14 早坂　雅妃(1) ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ 大蔵

19 4  0:11:15 間宮　桜子(3) ﾏﾐﾔ ｻｸﾗｺ 尾花沢

20 23  0:11:18 玉虫　　凜(2) ﾀﾏﾑｼ ﾘﾝ 米沢第二

21 31  0:11:21 加藤　　凜(2) ｶﾄｳ ﾘﾝ 高畠

22 32  0:11:22 田中　優衣(3) ﾀﾅｶ ﾕｲ 楯岡

23 18  0:11:22 岡部　未来(2) ｵｶﾍﾞ ﾐﾗｲ 酒田第一

24 8  0:11:26 工藤　椰己(2) ｸﾄﾞｳ ﾔｺ 大富

25 20  0:11:28 鈴木　紗和(1) ｽｽﾞｷ ｻﾜ 大江

26 26  0:11:31 中嶋　ひまり(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ 長井北

27 19  0:11:35 菅原　愛捺(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ 鳥海八幡
28 38  0:11:46 岩崎　愛花(1) ｲﾜｻｷ ｱｲｶ 天童第三

29 28  0:11:56 難波　樹璃(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 日新

30 33  0:12:16 ﾗﾝﾄﾞｰﾙ ﾊﾆｰ心(2) ﾗﾝﾄﾞｰﾙ ﾊﾆｰｺｺﾛ 天童第四

31 17  0:13:10 貝沼　美咲(2) ｶｲﾇﾏ ﾐｻｷ 小国

32 21  0:13:30 瀧口　　栞(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｼｵﾘ 上山北

33 22  0:13:35 大澤　琴菜(1) ｵｵｻﾜ ｺﾄﾅ 上山北

9 小林　結花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 上山南 DNS

12 鈴木　華奈(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 中山 DNS

13 松本　愛未(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 山大附属 DNS

27 丸川　和紗(1) ﾏﾙｶﾜ ﾅｷﾞｻ 白鷹 DNS
30 鹿場　海聖(3) ｼｶﾊﾞ ﾐｻﾄ 高畠 DNS

DNS：　欠場
DNF：　途中棄権
DSQ：　失格
OTM：　関門ｵｰﾊﾞｰ


