
第58回 山形県冬季ロードレース大会 決勝一覧表
平成30年1月28日(日)

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

28日 一般　１０ｋｍ 渡邉　清紘 30:06 工藤　隼人 30:15 遠藤　正人 30:23 後藤　拓馬 30:25 櫻井　　豊 30:28 佐藤　寛人 30:30 近並　　郷 30:32 杉沼　聖平 30:45

ＮＤソフト ＮＤソフト 南陽東置賜陸協 鶴岡市陸協 上山市陸協 上山市陸協 ＮＤソフト 西村山陸協

28日 高校　１０ｋｍ 荒生　実慧　(2) 29:50 大沼　　翼　(2) 30:12 梅木　　海　(3) 30:25 大野　陽人　(2) 30:26 佐藤　琉稀　(3) 30:34 原　　拓巨　(3) 30:59 川口　航士郎(3) 31:01 志貴　勇斗　(1) 31:09

酒田南高 東海大山形高 鶴岡東高 九里学園高 酒田南高 東海大山形高 東海大山形高 山形南高

28日 中学　３ｋｍ 細谷　建斗　(2) 9:14 木村　快斗　(2) 9:17 秋保　松平　(3) 9:18 半澤　　康　(2) 9:18 伊藤　　徹　(2) 9:22 結城　吉人　(3) 9:24 荒木　日成　(2) 9:24 丸子　晴樹　(2) 9:24

山形第一 陵南 天童第三 上山南 酒田東部 楯岡 川西 赤湯

28日 団体　一般 ＮＤソフト 2:32:46 南陽東置賜陸協 2:38:28 新庄地区陸協 2:39:33 西村山陸協 2:40:36 鶴岡市陸協 2:40:44 神町自衛隊 2:44:03 上山市陸協 2:45:01  

渡邉　清紘 遠藤　正人 山口　大陽 杉沼　聖平 後藤　拓馬 本間　　渉 櫻井　　豊  

工藤　隼人 大河原　謙人 藪谷　　昇 星川　裕貴 吉泉　　亘 粟野　　峻 佐藤　寛人  

近並　　郷 大谷　　克 井上　　徹 伊東　直之 日向　貴憲 三品　裕也 推名　正樹  

櫻井　一樹 堀　　宏和 一ノ澤　哲郎 草苅　伴和 加藤　善宏 鈴木　卓也 鑓水　　佑  

丸尾　尚史 中川　敦史 千葉　貴士 菊地　春紀 佐藤　智武 齋藤　誉也 木村　秀人

28日 団体　高校 東海大山形高 2:35:21 酒田南高 2:35:45 九里学園高 2:41:55 山形南高 2:42:16 酒田光陵高 2:55:04       

大沼　　翼　(2) 荒生　実慧　(2) 大野　陽人　(2) 志貴　勇斗　(1) 佐藤　　陸　(2)    

原　　拓巨　(3) 佐藤　琉稀　(3) 島津　裕太　(1) 金子　幸翼　(1) 五十嵐　賢大(2)    

川口　航士郎(3) 髙橋　涼太　(2) 遠藤　　僚　(1) 秋生　康祐　(2) 鈴木　陽佑　(1)    

大泉　真尋　(1) 野口　　颯　(2) 佐藤　　龍　(2) 酒井　政宜　(2) 伊藤　健吾　(2)    

舩田　圭吾　(3) 富樫　勇斗　(3) 佐藤　俊介　(1) 高橋　和人　(2) 加藤　光将　(1)    

28日 一般高校　５ｋｍ 佐藤　明日美(2) 16:58 叶内　菜々美(1) 17:04 土屋　里菜　(2) 17:18 川田　愛佳　(1) 17:19 佐竹　結衣　(2) 17:26 長澤　日桜里(1) 17:29 伊藤　夏織 17:32 住石　千紗　(1) 17:43

酒田南高 山形城北高 東海大山形高 東海大山形高 東海大山形高 山形城北高 酒田市陸協 酒田南高

28日 中学　３ｋｍ 和賀　　楓　(3) 9:59 吉田　百那　(3) 10:01 石山　心菜　(2) 10:05 髙橋　華瑠亜(2) 10:26 渡部　莉奈　(1) 10:31 高橋　彩那　(2) 10:36 長谷川　砂奈(3) 10:38 森　　伽音　(2) 10:41

酒田第四 高畠 上山南 陵南 高畠 赤湯 豊浦 山形第十

28日 団体　一般高校 酒田南高 1:10:15 山形城北高 1:10:21 東海大山形高 1:11:07 山形北高 1:17:54 山辺高 1:21:55 山形西高 1:28:03     

佐藤　明日美(2) 叶内　菜々美(1) 土屋　里菜　(2) 柴﨑　愛有　(1) 廣谷　真凜　(1) 今川　真里奈(1)   

住石　千紗　(1) 長澤　日桜里(1) 川田　愛佳　(1) 細矢　愛結　(1) 西川　晏那　(2) 齋藤　瀬里衣(2)   

庄司 雅花 ( ) 安部 日和 ( ) 佐竹 結衣 ( ) 鈴木 ひろか( ) 大場 衣紗子( ) 高橋 実穂 ( )

男
　
　
　
　
子

女
　
子

庄司　雅花　(2) 安部　日和　(3) 佐竹　結衣　(2) 鈴木　ひろか(1) 大場　衣紗子(2) 高橋　実穂　(2)  

大場　愛里紗(3) 大沼　亜衣　(1) 二瓶　実里　(2) 加藤　うらら(1) 庄司　奈織　(1) 吉井　愛莉　(1)   


