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男子第７０回山形県高等学校駅伝競走大会
兼　男子第７０回全国高等学校駅伝競走大会山形県予選会 日付:2019-10-26  競技開始:10:30

会場：光洋精機精機アスリートフィールド長井付設ながい黒獅子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ

県高校最高記録　 2:08:47　　東海大学山形　　　2010 審 判 長：寺島　吉昭
大会記録　　　　 2:10:03　　酒田南　　　　　　2016　第67回 記録主任：押井　真吾

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km

1 2:12:02 17 東海大山形 佐藤　　光　(3) 鎌田　匠馬　(1) 大泉　真尋　(3) 清野　温留　(3) 細谷　建斗　(1) 木村　快斗　(1) 川原　正輝　(3)
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ ｾｲﾉ ｱﾀﾙ ﾎｿﾔ ｹﾝﾄ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ ｶﾜﾊﾗ ﾏｻｷ

(4) 31:46 (1) 41:09 (1) 1:06:17 (1) 1:31:08 (1) 1:40:16 (1) 1:56:35 (1) 2:12:02
(4) 31:46 (1) 9:23 (2) 25:08 (3) 24:51 (1) 9:08 (2) 16:19 (1) 15:27

2 2:14:21 2 酒田南 夜久　幸之助(2) 大内　空輝　(3) 松浦　太郎　(3) 三浦　拓真　(2) 伊藤　　徹　(1) 秋保　松平　(2) 五十嵐　優貴(1)
ﾔｸ ｺｳﾉｽｹ ｵｵｳﾁ ﾀｶｷ ﾏﾂｳﾗ ﾀﾛｳ ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ ｲﾄｳ ﾃﾂ ｱｷﾎ ｼｮｳﾍｲ ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ
(3) 31:41 (4) 41:38 (2) 1:07:19 (4) 1:33:02 (4) 1:42:29 (2) 1:58:12 (2) 2:14:21
(3) 31:41 (4) 9:57 (3) 25:41 (5) 25:43 (2) 9:27 (1) 15:43 (3) 16:09

3 2:14:41 8 九里学園 遠藤　　僚　(3) 佐藤　俊介　(3) 小池　悠以　(2) 島津　裕太　(3) 佐藤　雅紅　(2) 伊藤　慎之介(2) 志釜　璃久　(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｺｲｹ ﾕｳｲ ｼﾏﾂ ﾕｳﾀ ｻﾄｳ ｶﾞｸ ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ ｼｶﾏ ﾘｸ
(1) 31:19 (2) 41:15 (4) 1:07:38 (3) 1:32:23 (2) 1:42:11 (3) 1:58:50 (3) 2:14:41
(1) 31:19 (3) 9:56 (4) 26:23 (2) 24:45 (3) 9:48 (3) 16:39 (2) 15:51

4 2:15:23 13 山形南 半澤　　康　(1) 須藤　成一　(2) 東海林　宏一(2) 志貴　勇斗　(3) 横澤　　光　(2) 大石　晴喜　(1) 井澤　陽介　(1)
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾔｽｼ ｽﾄｳ ｾｲｲﾁ ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ ｼｷ ﾊﾔﾄ ﾖｺｻﾜ ﾋｶﾙ ｵｵｲｼ ﾊﾙｷ ｲｻﾜ ﾖｳｽｹ
(6) 32:19 (5) 42:32 (3) 1:07:36 (2) 1:32:14 (3) 1:42:22 (4) 1:59:02 (4) 2:15:23
(6) 32:19 (5) 10:13 (1) 25:04 (1) 24:38 (4) 10:08 (4) 16:40 (4) 16:21

5 2:17:25 15 山形中央 清水　壱晟　(3) 青木　顕太　(3) 安孫子　嗣音(2) 加藤　亮太　(2) 斎藤　　翔　(2) 牛澤　　彗　(2) 井上　雄登　(2)
ｼﾐｽﾞ ｲｯｾｲ ｱｵｷ ｹﾝﾀ ｱﾋﾞｺ ｼｵﾝ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｻｲﾄｳ ｶｹﾙ ｳｼｻﾞﾜ ｽｲ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ
(5) 31:53 (3) 41:27 (5) 1:08:15 (5) 1:33:47 (5) 1:43:55 (5) 2:00:48 (5) 2:17:25
(5) 31:53 (2) 9:34 (5) 26:48 (4) 25:32 (4) 10:08 (5) 16:53 (5) 16:37

6 2:24:53 3 鶴岡工 五十嵐　脩人(2) 東海林　宝良(1) 大滝　星矢　(2) 菅原　楽人　(3) 藤田　和希　(3) 佐藤　立誠　(3) 三浦　駿介　(3)
ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾄ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｶﾗ ｵｵﾀｷ ｾｲﾔ ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾞｸﾄ ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾐｳﾗ ｼｭﾝｽｹ
(7) 32:26 (7) 42:54 (7) 1:11:22 (7) 1:39:54 (7) 1:50:11 (6) 2:07:57 (6) 2:24:53
(7) 32:26 (6) 10:28 (10) 28:28 (9) 28:32 (6) 10:17 (6) 17:46 (6) 16:56

7 2:28:17 7 長井 今　　宏太　(2) 渡部　稜介　(1) 樋口　　凱　(2) 小野　亨太　(1) 吉﨑　優太　(1) 大村　　力　(1) 山口　晃冬　(1)
ｺﾝ ｺｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾋｸﾞﾁ ｶｲ ｵﾉ ﾘｮｳﾀ ﾖｼｻﾞｷ ﾕｳﾀ ｵｵﾑﾗ ﾁｶﾗ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾄ

(2) 31:31 (6) 42:48 (6) 1:10:29 (6) 1:38:48 (6) 1:50:00 (7) 2:09:03 (7) 2:28:17
(2) 31:31 (12) 11:17 (8) 27:41 (7) 28:19 (10) 11:12 (15) 19:03 (16) 19:14

8 2:29:12 1 酒田光陵 小林　　聖　(1) 加藤　光将　(3) 五十嵐　勇輝(2) 佐藤　　楓　(1) 佐藤　　颯　(1) 鈴木　陽佑　(3) 髙橋　佳佑　(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ ｶﾄｳ ﾐﾂﾏｻ ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ

(16) 35:37 (11) 46:10 (10) 1:13:39 (10) 1:42:47 (9) 1:53:25 (9) 2:11:17 (8) 2:29:12
(16) 35:37 (7) 10:33 (6) 27:29 (11) 29:08 (8) 10:38 (7) 17:52 (9) 17:55



Page:2 of 3

男子第７０回山形県高等学校駅伝競走大会
兼　男子第７０回全国高等学校駅伝競走大会山形県予選会 日付:2019-10-26  競技開始:10:30

会場：光洋精機精機アスリートフィールド長井付設ながい黒獅子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ

県高校最高記録　 2:08:47　　東海大学山形　　　2010 審 判 長：寺島　吉昭
大会記録　　　　 2:10:03　　酒田南　　　　　　2016　第67回 記録主任：押井　真吾

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km

9 2:29:12 6 米沢工 後藤　光雅　(3) 井場　広洋　(3) 土田　嘉惟斗(2) 大友　　涼　(2) 伊藤　大輝　(1) 今田　元貴　(2) 加川　莉遠　(2)
ｺﾞﾄｳ ｺｳｶﾞ ｲﾊﾞ ｺｳﾖｳ ﾂﾁﾀﾞ ｶｲﾄ ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｺﾝﾀ ﾓﾄｷ ｶｶﾞﾜ ﾘｵﾝ
(10) 34:06 (8) 45:06 (8) 1:12:39 (8) 1:41:13 (8) 1:52:31 (8) 2:11:06 (9) 2:29:12
(10) 34:06 (8) 11:00 (7) 27:33 (10) 28:34 (12) 11:18 (11) 18:35 (11) 18:06

10 2:32:22 4 鶴岡東 増子　凌典　(2) 佐藤　　聖　(3) 伊藤　飛由馬(2) 髙城　圭一郎(2) 加藤　雄大　(3) 大滝　楓人　(1) 髙木　雄飛　(3)
ﾏｽｺ ﾘｮｳｽｹ ｻﾄｳ ｾｲ ｲﾄｳ ﾋｭｳﾏ ﾀｶｷﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｵﾀｷ ﾌｳﾄ ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾋ
(15) 35:26 (15) 46:37 (14) 1:16:29 (13) 1:44:49 (12) 1:55:41 (12) 2:14:36 (10) 2:32:22
(15) 35:26 (11) 11:11 (14) 29:52 (8) 28:20 (9) 10:52 (14) 18:55 (8) 17:46

11 2:32:31 9 米沢中央 羽鳥　紘文　(2) 井上　　颯　(1) 塩野　憲治　(1) 佐藤　　葵　(1) 髙橋　拓夢　(1) 渡部　　翔　(3) 大滝　晃平　(1)
ﾊﾄﾘ ﾋﾛﾌﾐ ｲﾉｳｴ ｿｳ ｼｵﾉ ｹﾝｼﾞ ｻﾄｳ ｱｵｲ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ ｵｵﾀｷ ｺｳﾍｲ
(9) 33:41 (12) 46:14 (11) 1:14:52 (9) 1:42:43 (10) 1:54:38 (10) 2:12:36 (11) 2:32:31
(9) 33:41 (17) 12:33 (11) 28:38 (6) 27:51 (15) 11:55 (8) 17:58 (18) 19:55

12 2:33:02 12 山形東 鈴木　隆介　(2) 香曽我部　翠(2) 吉野　圭人　(2) 菅野　嵩二　(2) 白田　貴慧　(2) 小関　重太郎(1) 阿部　快翔　(1)
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ ｺｳｿｶﾍﾞ ｱｷﾗ ﾖｼﾉ ｹｲﾄ ｽｹﾞﾉ ｼｭｳｼﾞ ｼﾗﾀ ﾖｼｻﾄ ｺｾｷ ｼﾞｭｳﾀﾛｳ ｱﾍﾞ ｶｲﾄ
(12) 34:49 (10) 45:50 (13) 1:15:38 (14) 1:44:50 (13) 1:56:20 (13) 2:14:50 (12) 2:33:02
(12) 34:49 (9) 11:01 (13) 29:48 (12) 29:12 (13) 11:30 (9) 18:30 (12) 18:12

13 2:33:02 10 新庄北 伊藤　翔太　(1) 和田　宣人　(2) 伊藤　衣吹　(2) 工藤　敦哉　(1) 佐藤　虎太朗(1) 中島　詩恩　(1) 栗田　　樹　(1)
ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ｸﾄﾞｳ ｱﾂﾔ ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ ｸﾘﾀ ｲﾂｷ

(14) 35:18 (13) 46:21 (12) 1:15:09 (11) 1:44:31 (11) 1:54:57 (11) 2:13:42 (13) 2:33:02
(14) 35:18 (10) 11:03 (12) 28:48 (14) 29:22 (7) 10:26 (13) 18:45 (17) 19:20

14 2:36:59 16 日大山形 岡崎　友柾　(3) 殿岡　　真　(2) 佐藤　勝大　(2) 佐藤　智哉　(1) 結城　竜雅　(2) 齋藤　　蓮　(1) 石川　颯大　(1)
ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｾｲ ﾄﾉｵｶ ﾏｺﾄ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ ﾕｳｷ ﾘｮｳｶﾞ ｻｲﾄｳ ﾚﾝ ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ
(8) 33:06 (9) 45:15 (9) 1:13:19 (12) 1:44:46 (14) 1:57:46 (14) 2:17:52 (14) 2:36:59
(8) 33:06 (16) 12:09 (9) 28:04 (16) 31:27 (18) 13:00 (18) 20:06 (15) 19:07

15 2:38:06 14 山形工 高嶋　祐人　(2) 山口　　俊　(2) 庄司　　凌　(2) 青木　玲穏　(2) 鏡　　巧武　(3) 鈴木　晴貴　(3) 古川　蒼真　(2)
ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳ ｱｵｷ ﾚｵﾝ ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾑ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ

(18) 38:08 (17) 49:35 (17) 1:19:32 (16) 1:48:48 (16) 2:00:00 (16) 2:20:02 (15) 2:38:06
(18) 38:08 (13) 11:27 (15) 29:57 (13) 29:16 (10) 11:12 (17) 20:02 (10) 18:04

16 2:38:11 11 新庄東 八鍬　拓斗　(1) 二戸　惣盟　(1) 阿部　新大　(1) 髙橋　　悠　(1) 鎌田　流暢　(1) 星川　竜聖　(1) 菊池　悠斗　(1)
ﾔｸﾜ ﾀｸﾄ ﾆﾄ ｿｳﾒｲ ｱﾍﾞ ｱﾗﾀ ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ｶﾏﾀ ﾊﾙﾉﾌﾞ ﾎｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

(11) 34:44 (14) 46:27 (15) 1:17:05 (15) 1:48:21 (15) 1:59:54 (15) 2:19:47 (16) 2:38:11
(11) 34:44 (14) 11:43 (17) 30:38 (15) 31:16 (14) 11:33 (16) 19:53 (14) 18:24
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男子第７０回山形県高等学校駅伝競走大会
兼　男子第７０回全国高等学校駅伝競走大会山形県予選会 日付:2019-10-26  競技開始:10:30

会場：光洋精機精機アスリートフィールド長井付設ながい黒獅子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ

県高校最高記録　 2:08:47　　東海大学山形　　　2010 審 判 長：寺島　吉昭
大会記録　　　　 2:10:03　　酒田南　　　　　　2016　第67回 記録主任：押井　真吾

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km

17 2:40:13 5 米沢興譲館 丸子　晴樹　(1) 皆川　泰毅　(1) 舩山　雄太　(2) 伊藤　　輝　(1) 横山　翔太　(2) 佐藤　宙夢　(2) 相田　雄一郎(2)
ﾏﾙｺ ﾊﾙｷ ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ ｱｲﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ

(13) 35:16 (16) 47:14 (16) 1:19:03 (17) 1:50:34 (17) 2:03:27 (17) 2:22:01 (17) 2:40:13
(13) 35:16 (15) 11:58 (18) 31:49 (17) 31:31 (17) 12:53 (10) 18:34 (12) 18:12

18 2:43:24 18 寒河江・寒工・天童 安食　光琉　(2) 髙橋　舞紘　(2) 渡辺　悠月　(1) 武田　海翔　(2) 筧　　悠駿　(1) 滝口　明良　(2) 齋藤　孝司　(3)
ｱｼﾞｷ ﾋｶﾙ ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾀｹﾀﾞ ｶｲﾄ ｶｹｲ ﾕｳｼｭﾝ ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾗ ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ
寒河江 寒河江 寒河江 寒河江 天童 天童 寒河江工業

(17) 38:03 (18) 50:40 (18) 1:20:58 (18) 1:54:54 (18) 2:07:31 (18) 2:26:09 (18) 2:43:24
(17) 38:03 (18) 12:37 (16) 30:18 (18) 33:56 (16) 12:37 (12) 18:38 (7) 17:15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
10.0km 3.0km 8.1075km 8.0875km 3.0km 5.0km 5.0km

区間記録 齋藤　　諒  武田将樹／東海林雄斗 森　　優太  荒生　実慧  石山　直人  遠田　光太郎 佐藤　亜央人
酒田南      東海山形／東海山形 東海大山形  酒田南      東海大山形  酒田南      酒田南      

30:21  9:06 24:26 23:58  9:06 15:35 15:13


