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女子第３１回山形県高等学校駅伝競走大会
兼　女子第３１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:9:50

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　 1:09:56　　山形城北　　　2006 審 判 長：根津　良伸
大会記録　　　　 1:10:36　　山形城北　　　2011　第23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

6.0km 4.0975km 3.0km 3.0km 5.0km
1 1:14:21 17 山形城北 鈴木　華奈　(2) 長澤　日桜里(3) 吉田　百那　(2) 狩野　琉姫　(1) 大沼　亜衣　(3)

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ ﾅｶﾞｻﾜ ﾋｵﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾅ ｶﾘﾉ ﾙｷ ｵｵﾇﾏ ｱｲ
(2) 21:47 (2) 35:53 (2) 46:26 (2) 56:50 (1) 1:14:21
(2) 21:47 (1) 14:06 (1) 10:33 (1) 10:24 (1) 17:31

2 1:15:32 19 東海大山形 川田　愛佳　(3) 高橋　彩那　(1) 森　　伽音　(1) 間宮　桜子　(3) 後藤　陽菜　(3)
ｶﾜﾀ ﾏﾅｶ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ ﾓﾘ ｶﾉﾝ ﾏﾐﾔ ｻｸﾗｺ ｺﾞﾄｳ ﾋﾅ

(1) 19:51 (1) 34:52 (1) 45:56 (1) 56:43 (2) 1:15:32
(1) 19:51 NSR (3) 15:01 (2) 11:04 (2) 10:47 (2) 18:49

3 1:18:37 2 酒田南 住石　千紗　(3) 菅原　愛捺　(2) 後藤　こころ(1) 長谷川　砂奈(2) 住石　柚歩　(1)
ｽﾐｲｼ ﾁｻ ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅ ｺﾞﾄｳ ｺｺﾛ ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅ ｽﾐｲｼ ﾕｽﾞﾎ

(5) 22:12 (3) 37:03 (3) 48:23 (3) 59:21 (3) 1:18:37
(5) 22:12 (2) 14:51 (3) 11:20 (3) 10:58 (4) 19:16

4 1:22:12 8 九里学園 小林　遼緒　(2) 中嶋　ひまり(1) 寺嶋　悠葉　(1) 横山　あみ　(3) 片倉　珠咲　(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾕｳﾊ ﾖｺﾔﾏ ｱﾐ ｶﾀｸﾗ ﾐｻｷ
(6) 22:19 (5) 38:33 (4) 51:11 (4) 1:03:03 (4) 1:22:12
(6) 22:19 (5) 16:14 (5) 12:38 (4) 11:52 (3) 19:09

5 1:24:23 10 山形東 澤田　　爽　(1) 蝦名　悠希　(2) 山科　知子　(2) 下山　奈央　(1) 八鍬　希美　(2)
ｻﾜﾀﾞ ｱｷ ｴﾋﾞﾅ ﾕｳｷ ﾔﾏｼﾅ ﾄﾓｺ ｼﾓﾔﾏ ﾅｵ ﾔｸﾜ ﾉｿﾞﾐ

(3) 22:03 (6) 38:41 (6) 52:00 (6) 1:05:05 (5) 1:24:23
(3) 22:03 (8) 16:38 (11) 13:19 (13) 13:05 (5) 19:18

6 1:24:51 11 山形西 小川　桃佳　(2) 大森　明音　(1) 古瀬　日菜乃(2) 板橋　梨碧　(2) 村山　彩華　(2)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ ｵｵﾓﾘ ｱｶﾈ ﾌﾙｾ ﾋﾅﾉ ｲﾀﾊﾞｼ ﾘﾘｱ ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ
(8) 22:52 (8) 39:27 (7) 52:14 (5) 1:04:20 (6) 1:24:51
(8) 22:52 (7) 16:35 (6) 12:47 (5) 12:06 (7) 20:31

7 1:26:14 13 山形市立商 吉田　　愛　(1) 山口　鳴未　(1) 山鹿　華子　(2) 秋場　　楓　(2) 國井　日菜乃(1)
ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ ﾔﾏｶ ﾊﾅｺ ｱｷﾊﾞ ｶｴﾃﾞ ｸﾆｲ ﾋﾅﾉ

(10) 23:28 (9) 40:23 (9) 53:24 (8) 1:05:30 (7) 1:26:14
(10) 23:28 (9) 16:55 (8) 13:01 (5) 12:06 (10) 20:44

8 1:26:26 3 鶴岡南 加藤　　恋　(2) 匹田　葉月　(1) 五十嵐　果鈴(2) 小林　　泉　(2) 熊田　凪紗　(1)
ｶﾄｳ ﾚﾝ ﾋｷﾀ ﾊﾂﾞｷ ｲｶﾞﾗｼ ｶﾘﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ ｸﾏﾀ ﾅｷﾞｻ

(4) 22:08 (4) 38:19 (8) 52:43 (9) 1:05:52 (8) 1:26:26
(4) 22:08 (4) 16:11 (18) 14:24 (14) 13:09 (8) 20:34

凡例（NSR…区間新記録）
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女子第３１回山形県高等学校駅伝競走大会
兼　女子第３１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:9:50

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　 1:09:56　　山形城北　　　2006 審 判 長：根津　良伸
大会記録　　　　 1:10:36　　山形城北　　　2011　第23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

6.0km 4.0975km 3.0km 3.0km 5.0km
9 1:26:54 12 山形北 柴﨑　愛有　(3) 鈴木　ひろか(3) 武田　梨花　(1) 渡邉　綺代波(2) 須貝　水綺　(1)

ｼﾊﾞｻｷ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ ﾀｹﾀﾞ ﾘｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾊ ｽｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ
(7) 22:49 (7) 39:10 (5) 51:26 (7) 1:05:09 (9) 1:26:54
(7) 22:49 (6) 16:21 (4) 12:16 (20) 13:43 (16) 21:45

10 1:28:10 6 米沢工 寒河江　空来(2) 石黒　莉咲　(1) 仁科　光織　(2) 神野　桜果　(3) 後藤　怜亜　(2)
ｻｶﾞｴ ｿﾗ ｲｼｸﾞﾛ ﾘｻ ﾆｼﾅ ﾋｶﾘ ｶﾝﾉ ｻｸﾗ ｺﾞﾄｳ ﾚｱ

(14) 24:11 (12) 41:12 (12) 54:36 (11) 1:07:17 (10) 1:28:10
(14) 24:11 (11) 17:01 (12) 13:24 (8) 12:41 (12) 20:53

11 1:28:40 20 酒田東・西 太田　愛瑠　(2) 津田　花歩　(2) 佐藤　未菜　(3) 土田　奈津　(3) 池田　愛奈　(1)
ｵｵﾀ ｱｲﾙ ﾂﾀﾞ ｶﾎ ｻﾄｳ ﾐﾅ ﾂﾁﾀﾞ ﾅﾂ ｲｹﾀﾞ ｱｲﾅ
酒田西 酒田東 酒田西 酒田西 酒田東

(15) 24:26 (14) 41:41 (13) 54:44 (14) 1:08:00 (11) 1:28:40
(15) 24:26 (14) 17:15 (9) 13:03 (16) 13:16 (9) 20:40

12 1:28:52 7 長井 丸川　和紗　(1) 安部　七海　(1) 廣居　千尋　(1) 新野　真琴　(2) 貝沼　美咲　(2)
ﾏﾙｶﾜ ﾅｷﾞｻ ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ ﾋﾛｲ ﾁﾋﾛ ﾆｲﾉ ﾏｺﾄ ｶｲﾇﾏ ﾐｻｷ
(13) 24:00 (11) 41:00 (10) 53:53 (10) 1:06:39 (12) 1:28:52
(13) 24:00 (10) 17:00 (7) 12:53 (10) 12:46 (17) 22:13

13 1:29:02 18 山形学院 小林　志緒　(1) 門脇　茉歩　(1) 荒木　美沙樹(2) 藤川　里菜　(3) 宇津井　美玲(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵ ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾎ ｱﾗｷ ﾐｻｷ ﾌｼﾞｶﾜ ﾘﾅ ｳﾂｲ ﾐﾚｲ

(18) 25:03 (17) 42:14 (14) 55:39 (13) 1:07:55 (13) 1:29:02
(18) 25:03 (13) 17:11 (13) 13:25 (7) 12:16 (14) 21:07

14 1:29:16 5 米沢興譲館 小笠原　唯　(2) 須貝　麻莉菜(2) 川合　世蘭　(1) 横山　文香　(1) 齋藤　帆野花(2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲ ｽｶﾞｲ ﾏﾘﾅ ｶﾜｱｲ ｾﾗﾝ ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ ｻｲﾄｳ ﾎﾉｶ
(11) 23:29 (13) 41:33 (17) 56:16 (16) 1:09:00 (14) 1:29:16
(11) 23:29 (19) 18:04 (19) 14:43 (9) 12:44 (6) 20:16

15 1:29:54 16 山辺 多田　有花　(3) 松田　ひなの(2) 滝沢　音羽　(1) 飛塚　　夏　(2) 廣谷　真凜　(3)
ﾀﾀﾞ ﾕｳｶ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾉ ﾀｷｻﾞﾜ ｵﾄﾊ ﾄﾋﾞﾂｶ ﾅﾂ ﾋﾛﾀﾆ ﾏﾘﾝ

(17) 24:59 (18) 42:15 (15) 55:42 (15) 1:08:52 (15) 1:29:54
(17) 24:59 (16) 17:16 (14) 13:27 (15) 13:10 (13) 21:02

16 1:30:15 9 新庄北 早坂　雅妃　(1) 笹原　美咲　(2) 大久保　亜美(2) 伊藤　琉奈　(2) 安食　希美　(1)
ﾊﾔｻｶ ﾐﾔﾋﾞ ｻｻﾊﾗ ﾐｻｷ ｵｵｸﾎﾞ ｱﾐ ｲﾄｳ ﾙﾅ ｱｼﾞｷ ﾉｿﾞﾐ
(9) 23:14 (10) 40:34 (11) 54:33 (12) 1:07:52 (16) 1:30:15
(9) 23:14 (17) 17:20 (16) 13:59 (17) 13:19 (19) 22:23

凡例（NSR…区間新記録）
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女子第３１回山形県高等学校駅伝競走大会
兼　女子第３１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:9:50

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　 1:09:56　　山形城北　　　2006 審 判 長：根津　良伸
大会記録　　　　 1:10:36　　山形城北　　　2011　第23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

6.0km 4.0975km 3.0km 3.0km 5.0km
17 1:31:12 15 天童 伊藤　寧々　(2) 佐藤　優花　(2) 石山　莉央　(1) 笹原　幸音　(2) 加藤　　妃　(2)

ｲﾄｳ ﾈﾈ ｻﾄｳ ﾕｳｶ ｲｼﾔﾏ ﾘｵ ｻｻﾊﾗ ﾕｷﾈ ｶﾄｳ ｷｻｷ
(19) 25:42 (19) 42:57 (19) 56:55 (19) 1:10:21 (17) 1:31:12
(19) 25:42 (14) 17:15 (15) 13:58 (18) 13:26 (11) 20:51

18 1:31:25 1 酒田光陵 若菜　愛実　(1) 佐藤　朱莉　(1) 小野　彩華　(1) 今井　穂香　(1) 佐藤　未来　(1)
ﾜｶﾅ ﾏﾅﾐ ｻﾄｳ ｱｶﾘ ｵﾉ ｱﾔｶ ｲﾏｲ ﾎﾉｶ ｻﾄｳ ﾐｸ

(12) 23:30 (16) 42:11 (16) 56:10 (18) 1:09:48 (18) 1:31:25
(12) 23:30 (20) 18:41 (16) 13:59 (19) 13:38 (15) 21:37

19 1:31:46 14 上山明新館 神　いずみ　(2) 安達　菜々美(1) 小関　咲葉　(1) 鶴見　由奈　(1) 鹿場　海聖　(3)
ｼﾞﾝ ｲｽﾞﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｺｾｷ ｻﾜ ﾂﾙﾐ ﾕﾅ ｼｶﾊﾞ ﾐｻﾄ

(20) 25:48 (20) 43:20 (18) 56:36 (17) 1:09:26 (19) 1:31:46
(20) 25:48 (18) 17:32 (10) 13:16 (11) 12:50 (18) 22:20

20 1:34:17 4 鶴岡東 佐藤　馨巴　(2) 佐藤　伶虹　(1) 石川　紗代子(3) 渡邊　　天　(3) 林　　柚希　(3)
ｻﾄｳ ﾖｼﾊ ｻﾄｳ ﾚｲﾅ ｲｼｶﾜ ｻﾖｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ ﾊﾔｼ ﾕｽﾞｷ

(16) 24:46 (15) 41:48 (20) 57:46 (20) 1:10:39 (20) 1:34:17
(16) 24:46 (12) 17:02 (20) 15:58 (12) 12:53 (20) 23:38

1区 2区 3区 4区 5区
6.0km 4.0975km 3.0km 3.0km 5.0km

区間記録 大谷　美優  石川　涼音   叶内　菜々美 原田　咲雪  長澤　日桜里
酒田南      山形城北    山形城北    山形城北    山形城北    

20:18 13:42 10:16  9:52 17:02

凡例（NSR…区間新記録）


