
シニアA男子8000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 8009 0:26:20 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾏ 細谷 翔馬 山形県 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ

2 8004 0:26:28 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 森谷 修平 山形県 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ

3 8007 0:26:33 ｱﾗｲ ﾕｳﾔ 荒井 雄哉 山形県 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ

4 8006 0:26:45 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 齋藤 真也 山形県 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ

5 8184 0:27:04 ﾅｶﾉ ｿｳﾔ 中野 創也 山形県 天童東村山

6 8010 0:27:06 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 後藤 拓馬 山形県 鶴岡田川

7 8036 0:27:15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 渡邉 貴 山形県 上山市陸協

8 8194 0:27:19 ｼﾏ ｶﾂﾔ 志摩 克也 山形県

9 8056 0:27:36 菅原 直哉 山形市駅伝チーム

10 30001 0:27:54 東海林 宏一 中央大学

11 8053 0:28:11 ｶﾜﾉﾍﾞ ｹｲ 川野部 桂 山形県 米沢市陸協

12 8028 0:28:13 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾄ 五十嵐 脩人 山形県 鶴岡・田川

13 8082 0:28:15 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 髙橋 祐稀 山形県 山形大学

14 8045 0:28:21 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 小川 智寛 山形県 三陽製作所

15 8020 0:28:27 ｱﾜﾉ ｼｭﾝ 粟野 峻 山形県

16 8076 0:28:32 ﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 田島 駿介 山形県 山形大学

17 8002 0:28:41 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 齋藤 大樹 神奈川県 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ

18 8063 0:29:10 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 渡邉 哲也 山形県 寒河江西村山駅伝チーム

19 8008 0:29:13 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ 大澤 駿 山形県 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ

20 8210 0:29:13 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 石川 碧依 山形県 上山市陸協

21 8030 0:29:38 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾔ 丸山 祐也 山形県 鶴岡・田川

22 8078 0:29:46 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 伊藤 拓真 山形県 山形大学

23 8055 0:29:52 牛澤 昂大 山形市駅伝チーム

24 8084 0:29:53 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ 五十嵐 匠 山形県 山形大学

25 8085 0:29:56 ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 藪谷 昇 山形県 新庄最上

26 8069 0:30:11 ｻﾄｳ ｺｳｷ 佐藤 航輝 山形県 頑張っていこうぜ

27 8039 0:30:12 ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 金子 正太 山形県 上山市陸協

28 8049 0:30:17 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｽｹ 堀米 裕輔 山形県

29 8042 0:30:35 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 小川 佑生 山形県 上山市陸協

30 8087 0:30:47 ｲｲﾀﾞ ﾓﾄｷ 飯田 幹起 山形県 山形大学

31 8054 0:30:50 ｶﾈｺ ｺｳﾀ 金子 康太 山形県 米沢市陸協

32 8083 0:30:51 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 櫻田 浩章 宮城県 石巻ＲＣ

33 8088 0:31:02 ｵｵﾐ ｼｭｳ 近江 周 山形県 山形大学

34 8090 0:31:14 ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ 佐藤 覚斗 山形県 山形大学

35 8040 0:31:34 ｽｲﾅ ﾏｻｷ 推名 正樹 山形県 上山市陸協

36 8035 0:31:40 ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 瀧口 凌 山形県 上山市陸協

37 8027 0:31:43 ﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 和田 信二 山形県 鶴岡・田川

38 8103 0:31:51 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 菅原 孝幸 山形県 コスガミモータース

39 8031 0:31:59 ｼﾗﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 白幡 一真 山形県 鶴岡・田川

40 8080 0:32:00 ｺｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ 小島 昇 山形県 山形大学

41 8177 0:32:04 ﾆﾍｲ ｹﾝｽｹ 二瓶 健将 山形県

42 8141 0:32:04 ﾅｶﾉﾔ ｶｽﾞｷ 中野谷 一紀 山形県

43 8043 0:32:17 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 佐藤 光成 山形県 上山市陸協

44 8089 0:32:34 ﾂﾁﾔ ﾘｭｳ 土屋 隆 山形県 新庄地区陸協

45 8164 0:32:38 ﾃﾗﾔ ﾄｵﾙ 寺谷 貫 山形県 ＢＲＡＩＤ

46 8058 0:32:48 ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 石山 立晟 山形県 新庄市教育委員会

47 8079 0:32:54 ｳﾉ ﾗｲ 宇野 礼唯 山形県 山形大学

48 8047 0:32:54 ﾔｸﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 八鍬 純兵 山形県 北村山陸協

49 8072 0:33:05 ｽｽﾞｷ ｺｳ 鈴木 考 宮城県

50 8012 0:33:07 ﾊﾏｻｷ ﾋﾃﾞｵ 浜崎 秀雄 茨城県 笠松走友会

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    11時25分

審判長 ：今野 光人

記録主任：佐藤 徳男

主催

主管

後援

会場 蔵王坊平アスリートヴィレッジ（ 山形県上山市）

（一財）山形陸上競技協会 上山市 上山市教育委員会

上山市陸上競技協会 上山市教育委員会

（公財）日本陸上競技連盟 （公財）山形県スポーツ協会 上山市スポーツ協会 山形県高等学校体育連盟

山形県中学校体育連盟

測定区分 トランスポンダー

第45回蔵王坊平クロスカントリー大会

ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 東京都

ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ 山形県

ｳｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 山形県
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順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 8068 0:33:13 ﾓﾘ ｻﾄｼ 森 里史 山形県 あぶらや

52 8081 0:33:20 ｷﾑﾗ ｱｷﾋｺ 木村 明彦 山形県 山形市陸協

53 8168 0:33:29 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 秋場 祐二 山形県

54 8169 0:33:29 ｲﾊﾞ ﾊﾔﾄ 井場 隼人 山形県

55 8152 0:33:32 ｺﾌﾞﾅ ﾀｶﾕｷ 小鮒 高行 福島県

56 8119 0:33:39 ﾅﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 苗村 琢郎 宮城県 おとぼけ

57 8180 0:33:53 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 伊藤 俊太 山形県

58 8048 0:34:01 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾖｼｱｷ 東海林 慶明 山形県 ＃頑張っていこうぜ

59 8066 0:34:07 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 佐々木 智典 宮城県 広瀬川ＲＣ

60 8022 0:34:11 ﾖｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 吉元 拓也 山形県 ＢＲＡＩＤ

61 8073 0:34:13 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 阿部 裕樹 宮城県 宮城県庁

62 8101 0:34:14 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 石川 洋志 山形県

63 8019 0:34:15 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 古沢 孝宏 山形県 ＢＲＡＩＤ

64 8107 0:34:29 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｮｳ 澁川 亮 山形県

65 8067 0:34:30 ﾜﾀﾗｲ ﾏｺﾄ 渡会 信 宮城県

66 8142 0:34:43 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 小島 裕之 福島県

67 8110 0:34:53 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 佐藤 靖浩 福島県 伊達市駅伝チーム

68 8131 0:34:56 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 高橋 憲太郎 福島県

69 8015 0:34:59 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 安達 智洋 宮城県

70 8203 0:35:02 ﾔｼﾞﾏ ｾｼﾙ 矢島 聖士琉 山形県 山形大学

71 8159 0:35:21 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 服部 真樹 福島県 安達ＲＣ

72 8125 0:35:26 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 安藤 司 山形県 アドクリーン

73 8118 0:35:27 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 齋藤 良輔 宮城県

74 8051 0:35:32 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 千葉 佳英 京都府

75 8111 0:35:39 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 井上 雄一 山形県

76 8163 0:35:46 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 小松 健 宮城県

77 8157 0:35:53 ｽｹﾞﾉ ﾘｮｳｲﾁ 菅野 良一 福島県

78 8026 0:35:56 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 川原 卓弥 山形県

79 8176 0:35:59 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 齊藤 弘樹 山形県 ＳＲＡ

80 8109 0:36:01 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 奥山 重昭 山形県 ＮＡＲＣ

81 8094 0:36:06 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ 松田 有史 山形県 河北駅伝ＷＭＤ

82 8166 0:36:10 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ 菊地 吉幸 福島県 ふくしま未来

83 8198 0:36:20 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 水口 雄貴 青森県 ９ＬＴ

84 8186 0:36:32 ｻｻﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 笹原 承之 山形県

85 8134 0:36:35 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 遠藤 光也 山形県

86 8017 0:36:41 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 鈴木 耕太郎 山形県 山城を走る

87 8093 0:36:50 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 佐藤 広規 埼玉県

88 8149 0:37:05 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 鈴木 明一 山形県 山形銀行ＲＣ

89 8112 0:37:23 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 高橋 拓弥 山形県

90 8140 0:37:36 ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｼﾞ 五十嵐 永治 宮城県 仙台市

91 8092 0:37:38 ｲｼｲ ﾜﾀﾙ 石井 亘 山形県

92 8025 0:37:50 ﾓﾓｲ ｼｭｳｾｲ 桃井 秀世 宮城県

93 8188 0:38:40 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 荘司 浩一 宮城県

94 8190 0:39:16 ｶﾝﾉ ｼｹﾞﾉﾘ 菅野 茂則 福島県 相消ランナーズ

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    11時25分

審判長 ：今野 光人

記録主任：佐藤 徳男

主催

主管

後援

会場 蔵王坊平アスリートヴィレッジ（ 山形県上山市）

（一財）山形陸上競技協会 上山市 上山市教育委員会

上山市陸上競技協会 上山市教育委員会

（公財）日本陸上競技連盟 （公財）山形県スポーツ協会 上山市スポーツ協会 山形県高等学校体育連盟

山形県中学校体育連盟

測定区分 トランスポンダー

第45回蔵王坊平クロスカントリー大会
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