
第 45 回蔵王坊平クロスカントリー大会 

RESULTS 

期日 2022 年 8 月 7 日（日） 

場所 蔵王坊平アスリートビレッジ 

主催 一般財団法人山形陸上競技協会 

上山市 上山市教育委員会  

後援 （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 

主管 上山市陸上競技協会 上山市教育委員会 

大会コード  22060006 

競技場コード 
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第 45 回蔵王坊平クロスカントリー大会 

2022 年 8 月 7 日  蔵王坊平アスリートビレッジ 

総  務 神 保 喜 弘 

審 判 長 今 野 光 人 

記録主任 佐 藤 徳 男 

新記録等一覧 

気象情報 

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所名

 9:30 晴 24.9℃ 62.4% 南南西 0.8m/s

10:00 晴 24.1℃ 66.8% 南西 0.9m/s

11:00 晴 27.5℃ 60.8% 東南東 0.1m/s

12:00 曇 25.7℃ 62.4% 南南東 0.2m/s

蔵王坊平グリーングランド2022年 8月 7日

種目 氏名 所属 記録 旧記録

シニアＢ ３０００ｍ 菅原　翼 山形県・遊佐町ｼﾞｭﾆｱ駅伝ﾁｰﾑ 9:33 9:34



第45回　蔵王坊平クロスカントリー大会 入賞者一覧
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 記　　録所   属都道府県

　種目名 ： 小学生男子1500ｍ 0:05:47大会記録

1 1014 渡辺　翔斗 0:06:15尾花沢クロカン尾花沢市

2 1062 岩間　陽大 0:06:31天童市

3 1042 國井　一那 0:06:34余目陸上スポ少庄内町

4 1005 公平　就大 0:06:39ＥＴジュニア大江町

5 1022 矢口　竜士 0:06:42金山ジュニアクロカン金山町

6 1053 尾形　蓮央 0:06:44ＥＴジュニア寒河江市

7 1048 梁瀬　翔月 0:06:46天童市

8 1015 阿部　清太朗 0:06:49尾花沢クロカン尾花沢市

　種目名 ： 小学生女子1500ｍ 0:05:58大会記録

1 2002 高橋　愛紗 0:06:14八橋小学校秋田県

2 2026 阿部　紗采 0:06:46ＥＴジュニア寒河江市

3 2017 柄澤　百花 0:06:54五泉少年マラソンクラブ新潟県

4 2003 森　美緒 0:06:58鶴岡ＡＣ鶴岡市

5 2025 大泉　心夏 0:07:00村山市村山市

6 2033 中川　心晴 0:07:17ＥＴジュニア山形市

7 2001 田村　理音 0:07:22米沢市

8 2012 小野　葉月 0:07:27金山ジュニアクロカン金山町

　種目名 ： 中学生男子3000ｍ 0:10:14大会記録

1 3044 小野寺　政風 0:10:36遊佐町遊佐町

2 3055 落合　信輝 0:10:51尾花沢クロカン尾花沢市

3 3033 矢口　琥太郎 0:10:51金山ジュニアクロカン金山町

4 3039 伊藤　陽葵 0:10:58鶴岡第一中学校鶴岡市

5 3052 長岡　優眞 0:11:00山形六中山形市

6 3042 鈴木　湊人 0:11:02あだちＲＣ福島県

7 3001 秋野　維月 0:11:04鶴岡三中鶴岡市

8 3034 柿崎　仁 0:11:07金山ジュニアクロカン金山町

　種目名 ： 中学生女子3000ｍ 0:11:10大会記録

1 4052 髙橋　佑奈 0:12:01遊佐町遊佐町

2 4006 那須　綾乃 0:12:09酒田市立第二中学校酒田市

3 4055 髙橋　こころ 0:12:10遊佐町遊佐町

4 4002 太田　琴海 0:12:16河北町立河北中学校河北町

5 4003 加藤　捺 0:12:24鶴岡五中鶴岡市

6 4009 本間　栞 0:12:38天童一中天童市

7 4032 佐藤　妃良々 0:12:55山形市立金井中学校山形市

8 4028 石塚　春菜 0:13:05五泉少年マラソンクラブ新潟県

　種目名 ： ジュニア女子4000ｍ 0:13:39大会記録

1 5001 小輪瀬　明希 0:14:59山形東高校天童市

2 5035 長澤　月愛 0:16:43山形学院高校山形市

3 5003 清水　菜那 0:16:52山形東高校山形市

4 5037 飯田　桜音 0:16:54山形学院高校山形市

5 5026 加藤　夢琉 0:16:56鶴岡北高校鶴岡市

6 5011 水野　緋音 0:16:58鶴岡東鶴岡市

7 5031 遠藤　はるか 0:17:35鶴岡東高等学校鶴岡市

8 5023 大築　鈴 0:17:49山形中央山形市



第45回　蔵王坊平クロスカントリー大会 入賞者一覧
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 記　　録所   属都道府県

　種目名 ： ジュニア男子6000ｍ 0:17:56大会記録

1 20001 西村　真周 0:19:28東洋大学

2 6019 菅原　啓汰 0:20:39酒田南酒田市

3 6020 池田　慶次郎 0:21:06山形県立山形南高等学校山形市

4 6058 大石　晴喜 0:21:28山形大学寒河江市

5 6027 安食　光翔 0:21:38山形県立山形南高等学校寒河江市

6 6063 野村　拓夢 0:21:54九里学園高等学校米沢市

7 6042 金子　恭平 0:21:58日大山形高等学校山形市

8 6021 志賀　飛鳥 0:22:10山形県立山形南高等学校天童市

　種目名 ： シニアA女子4000ｍ 0:13:38大会記録

1 7018 幕田　未来渉 0:14:42帝京科学大学東京都

2 7020 五十嵐　千理 0:15:38山形大学米沢市

3 7017 白樫　典子 0:15:45帝京科学大学東京都

4 7004 本間　未来 0:15:51北村山陸協東根市

5 7016 山口　あずさ 0:15:56帝京科学大学東京都

6 7021 鈴木　ひろか 0:17:16上山市

7 7011 伊藤　淳子 0:17:57さけがわ友遊鮭川村

8 7010 工藤　裟己 0:18:36山形医療技術専門学校東根市

　種目名 ： シニアA男子8000ｍ 0:25:18大会記録

1 8009 細谷　翔馬 0:26:20Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ寒河江市

2 8004 森谷　修平 0:26:28Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ山形市

3 8007 荒井　雄哉 0:26:33Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ東根市

4 8006 齋藤　真也 0:26:45Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ天童市

5 8184 中野　創也 0:27:04天童東村山天童市

6 8010 後藤　拓馬 0:27:06鶴岡田川鶴岡市

7 8036 渡邉　貴 0:27:15上山市陸協上山市

8 8194 志摩　克也 0:27:19天童市

　種目名 ： シニアB女子3000ｍ 0:11:18大会記録

1 9002 江口　葵 0:11:50エイト鍼灸整骨院鶴岡市

2 9007 加藤　恋 0:12:43鶴岡市

3 9001 青木　聖美 0:13:40天童東村山陸競協山形市

4 9003 大嶋　恵利歌 0:14:39ｗａｉｔｏｓ白鷹町

5 9004 古舘　百合子 0:14:51チームあさとあゆ宮城県

6 9009 尾形　友紀 0:15:32パトラン山形米沢市

7 9010 星　日南子 0:17:51栃木県

8 9013 菅原　豊子 0:18:32チームパッチ米沢市

　種目名 ： シニアB男子3000ｍ 0:09:34大会記録

1 10017 菅原　翼 0:09:33遊佐町ジュニア駅伝チーム遊佐町 大会新

2 10024 若菜　優雅 0:10:03ＭＡＸＰＲＯＪＥＣＴ茨城県

3 10099 菅　一生 0:10:19新庄市陸協金山町

4 10015 森谷　翔 0:10:36日大山形教員山形市

5 10041 木所　京介 0:10:44一高生物部青森県

6 10027 須藤　朗 0:10:44山形市駅伝チーム山形市

7 10028 佐々木　響己 0:10:51新庄東高校戸沢村

8 10025 金子　拓哉 0:11:03西村山陸上競技協会山形市

埼玉県



小学生男子1500ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 1014 0:06:15 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 渡辺 翔斗 山形県 尾花沢クロカン

2 1062 0:06:31 ｲﾜﾏ ﾊﾙﾄ 岩間 陽大 山形県
3 1042 0:06:34 ｸﾆｲ ｶｽﾞﾄ 國井 一那 山形県 余目陸上スポ少

4 1005 0:06:39 ｺｳﾍｲ ﾅﾘﾄ 公平 就大 山形県 ＥＴジュニア

5 1022 0:06:42 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 矢口 竜士 山形県 金山ジュニアクロカン

6 1053 0:06:44 ｵｶﾞﾀ ﾚｵ 尾形 蓮央 山形県 ＥＴジュニア
7 1048 0:06:46 ﾔﾅｾ ｶﾂﾞｷ 梁瀬 翔月 山形県

8 1015 0:06:49 ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 阿部 清太朗 山形県 尾花沢クロカン

9 1034 0:06:50 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ 伊藤 駿斗 山形県 上山南小学校

10 1027 0:06:53 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 竹田 圭吾 山形県 白鷹ジュニアアスリート

11 1037 0:06:53 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｵﾄ 松田 蓮音 山形県

12 1059 0:06:56 ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ 髙橋 太陽 山形県 遊佐町

13 1008 0:07:03 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 鈴木 孔成 山形県 上山小学校

14 1012 0:07:03 ﾎﾝﾏ ｱﾗﾀ 本間 新大 山形県 ＴＪＡＣ
15 1003 0:07:03 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ 細矢 翔平 山形県 チームしょうへい

16 1009 0:07:04 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 中村 亮介 山形県 上山市立南

17 1050 0:07:08 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 髙橋 健太郎 山形県

18 1021 0:07:09 ﾐｶﾐ ｼｭｳ 三上 柊 山形県 金山ジュニアクロカン

19 1060 0:07:09 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 佐藤 壮真 山形県 遊佐町

20 1030 0:07:10 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲｼ 富山 泰志 山形県

21 1052 0:07:11 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 野口 貴寛 山形県

22 1058 0:07:12 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋｻ 菅原 智久 山形県 遊佐町
23 1054 0:07:12 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳﾀ 松田 陽太 山形県 ＥＴジュニア

24 1063 0:07:13 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 土田 淳太 山形県 ＥＴジュニア

25 1018 0:07:15 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊藤 碧 山形県 米沢ジュニアクロカンチーム

26 1020 0:07:15 ﾎｼｶﾜ ｹｲ 星川 圭 山形県 山形市立第九小学校

27 1019 0:07:15 ｶｻﾊﾗ ﾗｲｺﾞ 笠原 來悟 山形県

28 1045 0:07:17 ﾀｼﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 多次見 生吹 山形県 余目陸上スポ少

29 1033 0:07:19 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 山口 大地 山形県

30 1061 0:07:21 ｱｵﾔﾏ ﾋﾅﾄ 青山 陽飛 山形県 遊佐町
31 1025 0:07:22 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 鈴木 悠 山形県 白鷹ジュニアアスリート

32 1028 0:07:23 ｳﾒﾂ ﾙｲ 梅津 瑠鋳 山形県 白鷹ジュニアアスリート

33 1057 0:07:23 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 菅原 大翔 山形県 遊佐町

34 1029 0:07:25 ﾊﾗﾀﾞ ﾃｯｼﾝ 原田 哲慎 山形県 白鷹ジュニアアスリート

35 1016 0:07:31 ﾖｺｻﾜ ｼｭﾝ 横澤 舜 山形県 尾花沢クロカン

36 1041 0:07:31 ｼﾀﾞ ｿｳﾔ 志田 湊也 山形県 余目陸上スポ少

37 1038 0:07:38 ﾔｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ 矢口 蓮音 山形県 ＳＲＡ

38 1007 0:07:38 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 山口 琥大 山形県
39 1036 0:07:39 ｻｲﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 齊藤 一平 山形県 ＳＲＡ

40 1043 0:07:45 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾔ 池田 翔哉 山形県 余目陸上スポ少

41 1024 0:07:47 ﾓﾘﾔ ｿｳﾀﾛｳ 守谷 宗汰郎 山形県 白鷹ジュニアアスリート

42 1004 0:07:49 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲｼ 石澤 大志 福島県
43 1051 0:07:56 ｻｻﾊﾗ ﾘｸ 笹原 梨玖 山形県 ＥＴジュニア

44 1049 0:08:04 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｾｲ 秋場 悠晴 山形県

45 1047 0:08:08 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾄﾓ 齊藤 佳智 山形県 エスアールエー

46 1039 0:08:19 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲﾄ 中山 結人 山形県 まほろばアスリートクラブ

47 1035 0:08:31 ｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 伊藤 悠真 山形県 上山南小学校

48 1046 0:08:36 ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 佐藤 利音 山形県 余目陸上スポ少

49 1026 0:08:36 ｼｶﾏ ｺｳｾｲ 志鎌 皇成 山形県 白鷹ジュニアアスリート

50 1044 0:08:41 ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 梅澤 隼 山形県 余目陸上スポ少

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：     9時30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



小学生男子1500ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 1006 0:09:01 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｼ 北澤 優志 山形県 米沢市立上郷小学校

52 1040 0:09:01 ﾋｶﾞｼｼﾞｮｳ ｾｲﾔ 東條 晟也 山形県 まほろばアスリートクラブ

53 1010 0:09:01 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中村 優太 山形県 上山市南小学校

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：     9時30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



小学生女子1500ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 2002 0:06:14 ﾀｶﾊｼ ﾏｱｼｬ 高橋 愛紗 秋田県 八橋小学校
2 2026 0:06:46 ｱﾍﾞ ｻｱﾔ 阿部 紗采 山形県 ＥＴジュニア
3 2017 0:06:54 ｶﾗｻﾜ ﾓﾓｶ 柄澤 百花 新潟県 五泉少年マラソンクラブ

4 2003 0:06:58 ﾓﾘ ﾐｵ 森 美緒 山形県 鶴岡ＡＣ
5 2025 0:07:00 ｵｵｲｽﾞﾐ ｺﾅﾂ 大泉 心夏 山形県 村山市
6 2033 0:07:17 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 中川 心晴 山形県 ＥＴジュニア
7 2001 0:07:22 ﾀﾑﾗ ﾘｲﾈ 田村 理音 山形県
8 2012 0:07:27 ｵﾉ ﾊﾂﾞｷ 小野 葉月 山形県 金山ジュニアクロカン

9 2022 0:07:32 ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾅ 岡部 樹愛 山形県 余目陸上スポ少
10 2021 0:07:41 ﾂｶｶﾞﾀ ｴﾐﾘ 塚形 笑里 山形県 余目陸上スポ少
11 2028 0:07:43 ｻﾄｳ ｶﾘﾝ 佐藤 花梨 山形県 遊佐町
12 2010 0:07:54 ｼﾓﾔﾏ ﾉｱ 下山 乃愛 山形県
13 2035 0:08:06 ｱﾍﾞ ｶﾝﾅ 阿部 栞奈 山形県 ＥＴジュニア
14 2008 0:08:11 ｱﾍﾞ ﾋﾛｶ 阿部 寛花 山形県 尾花沢クロカン
15 2030 0:08:18 ﾄﾞﾓﾝ ｲﾏﾘ 土門 依満莉 山形県 遊佐町
16 2031 0:08:20 ﾄｷﾀ ﾎﾉｶ 常田 ほのか 山形県 遊佐町
17 2013 0:08:27 ﾔｸﾞﾁ ｺｺﾛ 矢口 こころ 山形県 金山ジュニアクロカン

18 2029 0:08:28 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 伊藤 みなみ 山形県 遊佐町
19 2032 0:08:29 ﾂﾁﾔ ﾋｻｷ 土屋 日咲 千葉県 野田市立宮崎小学校

20 2016 0:08:35 ﾁｶｵｶ ｱﾐ 近岡 愛心 山形県 金山ジュニアクロカン

21 2018 0:08:40 ｵﾁｱｲ ﾂﾎﾞﾐ 落合 蕾 新潟県 五泉少年マラソンクラブ

22 2009 0:08:42 ｸﾘﾀ ﾐｱ 栗田 美逢 山形県 金山スポ少クロカンスキー部

23 2015 0:08:46 ｻｻﾊﾗ ﾅﾅｾ 笹原 菜々聖 山形県 金山ジュニアクロカン

24 2027 0:08:49 ｸﾘﾀ ﾊﾔｶ 栗田 速香 山形県 金山スポ少クロカンスキー部

25 2007 0:09:07 ｵﾘﾊﾗ ｺｺﾈ 折原 心寧 山形県 尾花沢クロカン
26 2006 0:09:21 ｺﾏｷ ｱｶﾘ 小牧 紅里 山形県 尾花沢クロカン
27 2014 0:09:22 ｻﾄｳ ﾕﾅ 佐藤 夢菜 山形県 金山ジュニアクロカン

28 2011 0:09:31 ｶﾐﾇﾏ ｷﾎ 神沼 希歩 山形県 金山ジュニアクロカン

29 2019 0:10:40 ﾄｶﾞｼ ｱｲﾐ 富樫 愛心 山形県 ＳＲＡ

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：     9時45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



中学生男子3000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 3044 0:10:36 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｶｾﾞ 小野寺 政風 山形県 遊佐町
2 3055 0:10:51 ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞｷ 落合 信輝 山形県 尾花沢クロカン
3 3033 0:10:51 ﾔｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 矢口 琥太郎 山形県 金山ジュニアクロカン

4 3039 0:10:58 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 伊藤 陽葵 山形県 鶴岡第一中学校
5 3052 0:11:00 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｼﾝ 長岡 優眞 山形県 山形六中
6 3042 0:11:02 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 鈴木 湊人 福島県 あだちＲＣ
7 3001 0:11:04 ｱｷﾉ ｲﾂｷ 秋野 維月 山形県 鶴岡三中
8 3034 0:11:07 ｶｷｻﾞｷ ｼﾞﾝ 柿崎 仁 山形県 金山ジュニアクロカン

9 3041 0:11:16 ｻﾄｳ ｱｻﾋ 佐藤 旭 山形県 庄内余目中学校
10 3005 0:11:28 ｺｳﾍｲ ｻﾈﾄ 公平 翔士 山形県 大江中
11 3019 0:11:31 ｸﾛﾔﾏ ﾊﾙﾄ 黒山 陽仁 山形県
12 3043 0:11:32 ｸｻｶﾘ ﾌｳﾄ 草苅 楓斗 山形県 河北中
13 3054 0:11:33 ﾌﾙｻﾜ ﾕｳﾏ 古澤 佑真 山形県 神町中学校
14 3023 0:11:34 ｾｲﾉ ｺﾞｳ 清野 悟央 山形県 大江中学校
15 3053 0:11:37 ｷﾑﾗ ｿｳﾉｽｹ 木村 颯之介 宮城県 東仙台中
16 3017 0:11:39 ﾊｯﾄﾘ ﾊﾔﾀ 服部 隼汰 福島県 安達中学校
17 3027 0:11:50 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 太田 夏輝 山形県 大江中学校
18 3066 0:11:52 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 佐藤 颯音 山形県 鶴岡市立鶴岡第中学校

19 3003 0:11:53 ｲｼｲ ﾅｵﾄ 石井 尚朋 山形県 山形一中
20 3062 0:11:56 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 伊藤 颯人 山形県 山形市立金井中学校

21 3015 0:11:57 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 高橋 龍生 山形県 楯岡中
22 3004 0:11:58 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 野村 祐太 山形県 米沢市立第二中学校

23 3056 0:11:58 ｱﾝｻﾞｲ ｼｵﾝ 安西 思温 山形県 尾花沢クロカン
24 3010 0:12:05 ﾊﾔｻｶ ﾚｲ 早坂 嶺 山形県 上山南中
25 3046 0:12:05 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾏ 池田 宗真 山形県 遊佐町
26 3006 0:12:11 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾅｵﾔ 我妻 尚哉 山形県 南陽東置賜駅伝ジュニア

27 3049 0:12:12 ﾐﾈﾀ ﾘｮｳ 峯田 怜 山形県 山形市立蔵王第一中学校

28 3035 0:12:18 ﾎﾘ ｺｳｷ 堀 昂葵 山形県 金山ジュニアクロカン

29 3020 0:12:21 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾔ 辻 翔弥 山形県 尾花沢市立福原中学校

30 3060 0:12:29 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲｺﾞ 小笠原 聖悟 山形県
31 3016 0:12:34 ｻｸﾗｲ ｲﾌﾞｷ 櫻井 一蕗 山形県 金井中学校
32 3022 0:12:36 ｷﾀｻﾞﾜ ﾙｲ 北澤 琉偉 山形県 上山市立宮川中学校

33 3014 0:12:37 ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 佐藤 碧久斗 山形県 余目中学校
34 3002 0:12:39 ｼﾌﾞｶﾜ ｶｴﾃﾞ 澁川 楓 山形県
35 3063 0:12:40 ｾﾉ ﾊﾙﾄ 瀬野 春人 山形県 山形市立金井中学校

36 3031 0:12:45 ｺﾑｶｲ ﾀｹﾙ 小向 尊成 山形県 金山ジュニアクロカン

37 3061 0:12:45 ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ 市川 皓貴 山形県 南陽東置賜駅伝Ｊｒ

38 3064 0:12:46 ｶﾄｳ ｲｵﾘ 加藤 伊織 山形県
39 3032 0:12:59 ﾐｶﾐ ﾚﾝ 三上 琉 山形県 金山ジュニアクロカン

40 3047 0:13:00 ﾀｶﾊｼ ｵｳｼﾞﾛｳ 髙橋 凰二郎 山形県 遊佐町
41 3028 0:13:04 ﾎﾘ ﾘｮｳｾｲ 堀 陵聖 山形県 大江中学校
42 3051 0:13:06 ﾏﾂｲ ﾜﾀﾙ 松井 渉 山形県 山形市立蔵王第一中学校

43 3057 0:13:09 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷ 小林 亮輝 山形県 尾花沢クロカン
44 3026 0:13:13 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 林 孝太郎 山形県 大江中学校
45 3059 0:13:19 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 近藤 凌久 山形県 尾花沢クロカン
46 3040 0:13:27 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 佐藤 優真 山形県 余目陸上スポ少
47 3038 0:13:33 ｶﾐﾖｼ ｻﾝﾄ 神吉 燦斗 山形県 山形三中
48 3050 0:13:45 ﾋｻﾏﾂ ﾖｼﾄﾗ 久松 由虎 山形県 山形市立蔵王第一中学校

49 3030 0:13:47 ｶﾐﾇﾏ ﾃﾝｷ 神沼 天希 山形県 金山ジュニアクロカン

50 3058 0:14:24 ｵﾘﾊﾗ ｹﾝｼ 折原 謙心 山形県 尾花沢クロカン

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時05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



中学生男子3000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 3048 0:14:58 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｶﾞ 小松 凌臥 山形県 遊佐町
52 3036 0:15:06 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 難波 大瑛 山形県
53 3021 0:15:14 ｲｼｶﾜ ｱｽﾑ 石川 飛夢 山形県

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時05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



中学生女子3000 ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 4052 0:12:01 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 髙橋 佑奈 山形県 遊佐町

2 4006 0:12:09 ﾅｽ ｱﾔﾉ 那須 綾乃 山形県 酒田市立第二中学校

3 4055 0:12:10 ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ 髙橋 こころ 山形県 遊佐町

4 4002 0:12:16 ｵｵﾀ ｺﾄﾐ 太田 琴海 山形県 河北町立河北中学校

5 4003 0:12:24 ｶﾄｳ ﾅﾂ 加藤 捺 山形県 鶴岡五中

6 4009 0:12:38 ﾎﾝﾏ ｼｵﾘ 本間 栞 山形県 天童一中

7 4032 0:12:55 ｻﾄｳ ｷﾗﾗ 佐藤 妃良々 山形県 山形市立金井中学校

8 4028 0:13:05 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ 石塚 春菜 新潟県 五泉少年マラソンクラブ

9 4057 0:13:12 ﾄﾞﾓﾝ ﾁｻ 土門 千紗 山形県 遊佐町

10 4029 0:13:19 ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 本間 梨月 山形県 鶴岡第三中学校

11 4053 0:13:28 ｽｶﾞﾜﾗ ｿﾉ 菅原 爽乃 山形県 遊佐町

12 4063 0:13:33 ﾂｸﾀﾞ ﾋﾅﾉ 佃 ひな乃 山形県 山形市立蔵王第一中学校

13 4051 0:13:35 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾏ 菅原 愛茉 山形県 遊佐町

14 4016 0:13:36 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾐ 長谷川 亜未 山形県 山形県鶴岡市立第五中学校

15 4049 0:13:37 ｵｶﾞﾀ ﾒｲ 尾形 芽依 山形県 寒河江市立陵東中学校

16 4044 0:13:42 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｷ 五十嵐 美季 山形県 山形市立蔵王第一中学校

17 4020 0:13:46 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ 髙橋 灯里 山形県 金山ジュニアクロカン

18 4017 0:13:46 ﾊﾔｼ ﾓﾄｺ 林 素子 山形県 鶴岡市立第五中学校陸上部

19 4036 0:13:52 ｺﾝﾀ ﾜｸ 今田 和来 山形県 庄内余目中学校

20 4064 0:13:57 ｼﾗﾀ ﾚﾅ 白田 麗奈 山形県 山形市立蔵王第一中学校

21 4026 0:14:00 ｻｲﾄｳ ﾉﾉｶ 斉藤 野々花 新潟県 五泉少年マラソンクラブ

22 4056 0:14:02 ｺﾞﾄｳ ﾏｵ 後藤 真央 山形県 遊佐町

23 4037 0:14:02 ﾐｳﾗ ﾐﾋﾛ 三浦 美尋 山形県 庄内余目中学校

24 4065 0:14:02 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 宮林 愛彩 山形県

25 4066 0:14:02 ｱﾍﾞ ﾐｸ 阿部 未來 山形県

26 4014 0:14:05 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 佐藤 帆夏 山形県 鶴岡第四中学校

27 4001 0:14:11 ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 松田 芽依 山形県 河北駅伝ＷＭＤ

28 4040 0:14:14 ｻﾄｳ ﾙﾅ 佐藤 琉菜 山形県 庄内余目中学校

29 4038 0:14:18 ｳﾒｷ ｶﾚﾝ 梅木 華恋 山形県 庄内余目中学校

30 4025 0:14:23 ｵﾁｱｲ ｱﾝｽﾞ 落合 杏 新潟県 五泉少年マラソンクラブ

31 4012 0:14:25 ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ 橋本 麻央 山形県 上山南中

32 4013 0:14:25 ﾀｷｸﾞﾁ ﾐｵ 瀧口 美緒 山形県 上山南中

33 4047 0:14:30 ﾐﾔﾊﾗ ｾｲﾅ 宮原 聖菜 山形県 山形市立蔵王第一中学校

34 4005 0:14:32 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ 遠藤 茉桜 山形県

35 4004 0:14:39 ｼｲﾅ ﾏﾄﾞｶ 椎名 まどか 山形県 米沢市立第七中学校

36 4054 0:14:40 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ 菅原 真央 山形県 遊佐町

37 4045 0:14:41 ｼｵﾉ ｺﾊﾙ 塩野 心春 山形県 山形市立蔵王第一中学校

38 4046 0:14:42 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾕ 長岡 実柚 山形県 山形市立蔵王第一中学校

39 4059 0:14:45 ﾂﾁﾔ ﾋｶﾘ 土屋 日輝 千葉県 野田市立第一中学校

40 4058 0:14:50 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 鈴木 結菜 山形県 遊佐町

41 4034 0:14:54 ｱﾍﾞ ﾋﾅﾉ 阿部 妃奈乃 山形県 酒田第二中学校

42 4019 0:14:55 ｸﾘﾀ ｶﾅﾃﾞ 栗田 香撫 山形県 金山ジュニアクロカン

43 4062 0:14:55 ﾀﾝﾉ ｱｶﾘ 丹野 明花莉 山形県 山形市立蔵王第一中学校

44 4060 0:15:09 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 渡邊 葵 山形県 山形市立蔵王第一中学校

45 4030 0:15:11 ﾄｶﾞｼ ﾏｵ 富樫 茉央 山形県 楯岡中学校

46 4035 0:15:22 ｻｻｷ ｼｵﾘ 佐々木 栞 山形県 庄内余目中学校

47 4061 0:15:29 ﾌﾅﾊﾞｼ ｶﾅｲ 船橋 叶 山形県 山形市立蔵王第一中学校

48 4041 0:15:45 ｱﾏﾉ ｺｺﾐ 天野 心海 山形県 庄内余目中学校

49 4011 0:15:51 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 鈴木 彩希 山形県 上山南中

50 4039 0:15:56 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 遠藤 みなみ 山形県 庄内余目中学校

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時10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



中学生女子3000 ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 4048 0:16:03 ﾅｶﾞﾊｼ ﾋﾄﾐ 長橋 瞳 山形県 上山南中

52 4021 0:17:10 ﾁｶｵｶ ﾐﾕﾐﾕ 近岡 心結 山形県 金山ジュニアクロカン

53 4023 0:17:30 ｻﾄｳ ﾋﾅ 佐藤 妃菜 山形県 金山ジュニアクロカン

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時10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



ジュニア女子4000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 5001 0:14:59 ｺﾜｾ ｱｷ 小輪瀬 明希 山形県 山形東高校

2 5035 0:16:43 ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｱ 長澤 月愛 山形県 山形学院高校

3 5003 0:16:52 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ 清水 菜那 山形県 山形東高校

4 5037 0:16:54 ｲｲﾀﾞ ｵﾄ 飯田 桜音 山形県 山形学院高校

5 5026 0:16:56 ｶﾄｳ ﾒﾙ 加藤 夢琉 山形県 鶴岡北高校

6 5011 0:16:58 ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾈ 水野 緋音 山形県 鶴岡東

7 5031 0:17:35 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 遠藤 はるか 山形県 鶴岡東高等学校

8 5023 0:17:49 ｵｵﾂｷ ｽｽﾞ 大築 鈴 山形県 山形中央

9 5006 0:17:54 ﾅﾘﾄﾐ ﾘﾑ 成冨 梨夢 山形県 鶴岡東高等学校

10 5021 0:17:54 ｻﾄｳ ﾐｸﾙ 佐藤 実來 山形県 山形県立山形中央高等学校

11 5004 0:18:10 ｳｴﾏﾂ ﾅｵ 植松 奈央 山形県 山形東高校

12 5005 0:18:29 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 遠藤 はるな 山形県 鶴岡東高等学校

13 5024 0:18:32 ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 後藤 結衣 山形県 谷地高

14 5036 0:18:35 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ 宮澤 凛 山形県 山形学院高校

15 5007 0:18:52 ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 佐藤 美月 山形県 鶴岡東高等学校

16 5033 0:19:03 ﾋｷﾀ ﾊﾂﾞｷ 匹田 葉月 山形県 山形大学

17 5017 0:19:18 ｶﾈﾀﾞ ﾅﾐ 金田 七海 山形県 米沢中央高校

18 5008 0:19:28 ﾅﾝﾊﾞ ﾁﾊﾙ 難波 千陽 山形県 私立鶴岡東高等学校

19 5025 0:19:32 ﾜｶﾂｷ ﾎﾉｶ 若月 萌夏 山形県 九里学園スキー部

20 5010 0:19:49 ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 本間 友梨 山形県 鶴岡東高等学校

21 5002 0:20:25 ｺｾｷ ｼｭｳｺ 小関 脩子 山形県 山形東高校

22 5009 0:20:49 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾉ 藤原 凜乃 山形県 私立鶴岡東高等学校

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時30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



ジュニア男子6000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 20001 0:19:28 西村 真周 東洋大学

2 6019 0:20:39 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 菅原 啓汰 山形県 酒田南

3 6020 0:21:06 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 池田 慶次郎 山形県 山形県立山形南高等学校

4 6058 0:21:28 ｵｵｲｼ ﾊﾙｷ 大石 晴喜 山形県 山形大学

5 6027 0:21:38 ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ 安食 光翔 山形県 山形県立山形南高等学校

6 6063 0:21:54 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾑ 野村 拓夢 山形県 九里学園高等学校

7 6042 0:21:58 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ 金子 恭平 山形県 日大山形高等学校

8 6021 0:22:10 ｼｶﾞ ｱｽｶ 志賀 飛鳥 山形県 山形県立山形南高等学校

9 6074 0:22:15 ｵｵﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 大宮 健治 山形県 酒田南高校

10 6038 0:22:22 ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ 佐藤 柊輔 山形県 米沢中央高校

11 6073 0:22:26 ﾓｷ ｶｲﾄ 茂木 快翔 山形県 日大山形山形陸連２３２

12 6068 0:22:32 ｵｵｽﾐ ﾊﾙ 大隅 悠生 山形県 山形中央高等学校

13 6030 0:22:41 ｺﾏﾂ ﾀｲｷ 小松 大希 山形県 山形県立山形南高等学校

14 6071 0:22:42 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 菅原 悠聖 山形県 酒田南高校

15 6075 0:22:43 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 中村 遼央 山形県 日本大学山形高等学校

16 6055 0:22:46 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾏ 緑川 侑真 福島県 白河高校

17 6016 0:22:57 ｺｲｹ ｱﾔﾄ 小池 綾人 山形県 上山明新館高等学校

18 6022 0:23:03 ﾑｶｲﾀﾞ ﾊﾙﾏ 向田 温真 山形県 山形県立山形南高等学校

19 6026 0:23:05 ﾏﾂﾀ ﾕｳﾘ 松田 優莉 山形県 山形県立山形南高等学校

20 6011 0:23:08 ｱﾗｲ ｺｳﾀ 荒井 昊大 山形県 山形東高校

21 6025 0:23:12 ｻﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 佐藤 颯太郎 山形県 山形県立山形南高等学校

22 6012 0:23:14 ｵｵﾐﾔ ｺｳｷ 大宮 康暉 山形県 山形東高校

23 6076 0:23:21 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 杉本 智紀 宮城県 山形大学

24 6009 0:23:28 ﾖｺﾔﾏ ｿﾗﾄ 横山 空翔 山形県 山形東高校

25 6045 0:23:37 ﾏｼｺ ｶｲ 増子 魁 福島県

26 6064 0:24:00 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳﾄ 舟山 侑翔 山形県 九里学園高等学校

27 6084 0:24:06 ｵｵﾑﾗ ﾁｶﾗ 大村 力 山形県 山形大学

28 6072 0:24:07 ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾄ 安達 愛唯斗 山形県 日大山形

29 6029 0:24:09 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾑ 長峰 紘武 山形県 山形県立山形南高等学校

30 6083 0:24:09 ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 佐々木 優生 山形県 酒田南高等学校

31 6062 0:24:12 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｾｲ 平山 優生 山形県 九里学園

32 6080 0:24:28 ｲﾂﾞﾙ ｿｳｲﾁﾛｳ 居鶴 颯一郎 山形県 山形県立山形中央高校

33 6056 0:24:35 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 鈴木 一真 福島県

34 6043 0:24:38 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 三沢 健斗 山形県 山形中央高校

35 6014 0:24:45 ﾆｷ ｿｳﾀ 二木 蒼太 山形県 山形東高校

36 6078 0:24:50 ﾏﾐﾔ ﾄﾜ 間宮 飛和 山形県 山形学院高校

37 6065 0:24:55 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼ 北澤 謙志 山形県 米沢工業高校

38 6015 0:25:02 ｵｵﾁ ﾕｳｷ 大地 優貴 山形県 上山明新館高等学校

39 6059 0:25:05 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 山本 弥士 山形県 山形大学

40 6077 0:25:05 ｱｲﾀ ﾕｳﾄ 會田 悠和 山形県 山形学院高校

41 6082 0:25:06 ﾑﾛｲ ｺｳﾀ 室井 宏太 山形県 山形大学

42 6081 0:25:40 ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ 佐藤 恭介 山形県 鶴岡東高校

43 6028 0:25:46 ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 佐藤 大和 山形県 山形県立山形南高等学校

44 6070 0:25:53 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 佐藤 巧都 山形県 鶴岡南

45 6052 0:25:54 ｶﾙﾍﾞ ｵｳｽｹ 軽部 桜輔 山形県 山形工業高等学校

46 6057 0:25:54 ｵｵｻﾜ ﾊﾙｷ 大澤 悠希 福島県

47 6024 0:26:05 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾔ 齋藤 敦也 山形県 山形県立山形南高等学校

48 6046 0:26:53 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾄ 鈴木 奏都 福島県 福島県立白河高校

49 6040 0:27:37 ｳﾒﾂ ﾕｳｾｲ 梅津 悠惺 山形県 米沢中央高校

50 6013 0:28:11 ｻｸﾗｲ ｱｵﾄ 櫻井 碧音 山形県 山形東高校

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時55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

埼玉県ﾆｼﾑﾗ ﾏｼｭｳ



ジュニア男子6000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 6044 0:28:17 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ 松田 朋己 山形県 日大山形高校 陸上部

52 6053 0:29:06 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾂﾞｷ 五十嵐 優月 山形県 山形工業高等学校

53 6069 0:29:12 ﾇﾉｶﾜ ｲｼﾝ 布川 唯心 山形県 日本大学山形高等学校

54 6023 0:29:37 ｵｵﾔﾏ ｹｲ 大山 慶 山形県 山形県立山形南高等学校

55 6067 0:30:11 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 柳澤 威瑠 山形県 上山明新館高等学校

56 6041 0:30:14 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 松山 陽一 山形県 米沢中央高校

57 6049 0:30:37 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 山口 晃生 山形県 山形工業高等学校

58 6050 0:31:34 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 吉田 旭 山形県 山形工業高等学校

59 6048 0:34:48 ｵｸﾔﾏ ﾕｳ 奥山 悠 山形県 山形工業高等学校

60 6051 0:39:26 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 渡邉 純生 山形県 山形工業高等学校

61 6054 0:39:26 ｼﾀﾞ ｵｵｼ 志田 蒼士 山形県 山形工業高等学校

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時55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



シニアA女子4000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 7018 0:14:42 ﾏｸﾀ ｱｽﾎ 幕田 未来渉 東京都 帝京科学大学

2 7020 0:15:38 ｲｶﾞﾗｼ ｾﾝﾘ 五十嵐 千理 山形県 山形大学

3 7017 0:15:45 ｼﾗｶｼ ﾉﾘｺ 白樫 典子 東京都 帝京科学大学

4 7004 0:15:51 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ 本間 未来 山形県 北村山陸協

5 7016 0:15:56 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 山口 あずさ 東京都 帝京科学大学

6 7021 0:17:16 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 鈴木 ひろか 山形県

7 7011 0:17:57 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 伊藤 淳子 山形県 さけがわ友遊

8 7010 0:18:36 ｸﾄﾞｳ ｻｺ 工藤 裟己 山形県 山形医療技術専門学校

9 7006 0:18:40 ﾊﾏｻｷ ﾐﾂﾙ 浜崎 美鶴 茨城県 笠松走友会

10 7022 0:19:34 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 松田 美香 山形県 河北駅伝ＷＭＤ

11 7002 0:19:40 ﾐｳﾗ ｱｷｺ 三浦 聡子 宮城県

12 7001 0:19:43 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 中村 京子 宮城県 レオクラブ仙台

13 7034 0:19:58 ｱﾍﾞ ｴﾂｺ 阿部 悦子 山形県

14 7033 0:20:44 ﾎﾘ ｶﾅﾐ 堀 夏奈美 山形県

15 7025 0:20:51 ﾀｶｸﾗ ｻﾁｴ 高倉 幸絵 宮城県

16 7023 0:21:07 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐ 後藤 弘美 山形県 鶴岡１００ｋｍ

17 7007 0:21:28 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 田中 由紀子 宮城県 仙台明走会

18 7005 0:21:30 ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ 大類 幸子 山形県 ＳＭＡＣ

19 7027 0:21:45 ｻﾜ ｻﾄﾐ 澤 里美 山形県

20 7024 0:21:50 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 石澤 友美 福島県

21 7026 0:22:23 ｵｲｶﾜ ｱｷｺ 及川 晶子 宮城県

22 7009 0:22:38 ｻﾄｳ ﾕｶ 佐藤 由香 宮城県

23 7012 0:22:57 ｺｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 小熊 淳子 宮城県

24 7032 0:23:18 ﾓﾘﾔ ﾊﾙｶ 森谷 美香 山形県

25 7028 0:24:31 ｻﾄｳ ﾘｶ 佐藤 理佳 宮城県

26 7029 0:25:07 ｲｼﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ 石山 千鶴子 山形県

27 7031 0:29:51 ﾂｴ ﾏﾕﾐ 津惠 まゆみ 埼玉県

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    10時30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



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
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



シニアB女子3000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 9002 0:11:50 ｴｸﾞﾁ ｱｵｲ 江口 葵 山形県 エイト鍼灸整骨院

2 9007 0:12:43 ｶﾄｳ ﾚﾝ 加藤 恋 山形県

3 9001 0:13:40 ｱｵｷ ｻﾄﾐ 青木 聖美 山形県 天童東村山陸競協

4 9003 0:14:39 ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ 大嶋 恵利歌 山形県 ｗａｉｔｏｓ

5 9004 0:14:51 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ 古舘 百合子 宮城県 チームあさとあゆ

6 9009 0:15:32 ｵｶﾞﾀ ﾕｷ 尾形 友紀 山形県 パトラン山形

7 9010 0:17:51 ﾎｼ ﾋﾅｺ 星 日南子 栃木県

8 9013 0:18:32 ｽｶﾞﾜﾗ ﾚｲｺ 菅原 豊子 山形県 チームパッチ

9 9014 0:19:32 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂｸﾞﾐ 菅原 摘美 山形県 チームパッチ

10 9008 0:20:49 ﾐﾅｶﾜ ｲｸｺ 皆川 郁子 山形県 上山ナイトランナーズ

11 9005 0:22:23 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｺ 中原 寛子 宮城県

12 9012 0:23:25 ｲﾄｳ ﾄｼｺ 伊藤 利子 山形県 らんなあランニングクラブ

13 9015 0:24:19 ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 大久保 早紀 宮城県

14 9017 0:24:31 ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ 佐藤 穂菜美 宮城県

15 9016 0:27:30 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾐ 渋谷 尚美 宮城県 ろく

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    12時05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



シニアB男子3000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
1 10017 0:09:33 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 菅原 翼 山形県 遊佐町ジュニア駅伝チーム 大会新

2 10024 0:10:03 ﾜｶﾅ ﾕｳｶﾞ 若菜 優雅 茨城県 ＭＡＸＰＲＯＪＥＣＴ

3 10099 0:10:19 ｶﾝ ｲｯｾｲ 菅 一生 山形県 新庄市陸協

4 10015 0:10:36 ﾓﾘﾔ ｶｹﾙ 森谷 翔 山形県 日大山形教員

5 10041 0:10:44 ｷﾄﾞｺﾛ ｹｲｽｹ 木所 京介 青森県 一高生物部

6 10027 0:10:44 ｽﾄｳ ｱｷﾗ 須藤 朗 山形県 山形市駅伝チーム

7 10028 0:10:51 ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ 佐々木 響己 山形県 新庄東高校

8 10025 0:11:03 ｶﾈｺ ﾀｸﾔ 金子 拓哉 山形県 西村山陸上競技協会

9 10001 0:11:03 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 本間 洋行 山形県 霞城ＥＲＣ

10 10072 0:11:07 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 太田 惇也 山形県 テクノブレイカーズ

11 10002 0:11:13 ﾕｲ ﾄﾓﾔ 油井 智也 山形県 米沢市陸協

12 10009 0:11:13 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 工藤 淳一 宮城県 広瀬川ＲＣ

13 10085 0:11:17 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ 遠藤 仁 山形県 フィクスト☆スター

14 10084 0:11:40 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 赤平 航 秋田県 湯沢雄勝陸上競技協会

15 10018 0:11:42 ｻﾄｳ ﾘｸ 佐藤 莉玖 山形県 米沢工業高校

16 10046 0:11:51 ﾊﾁﾔ ﾘｮｳ 蜂谷 遼 山形県 明倫学園

17 10040 0:12:01 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 木所 英昭 青森県 水産研究所

18 10038 0:12:13 ｷﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 木村 文昭 山形県

19 10006 0:12:14 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 遠藤 直樹 宮城県 ＴＥＡＭ５４

20 10026 0:12:17 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ 金子 茂 山形県 西村山陸上競技協会

21 10073 0:12:26 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 鈴木 晴貴 山形県 テクノブレイカーズ

22 10079 0:12:28 ｱﾗｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 嵐田 浩司 山形県 万世地区体育協会

23 10059 0:12:35 ﾎﾘ ﾀﾛｳ 堀 太郎 山形県

24 10045 0:12:36 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｽｹ 熊谷 洋亮 山形県 無所属新人

25 10089 0:12:37 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾂﾊﾙ 菅原 光春 山形県

26 10008 0:12:39 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 斎藤 勲 山形県 上山市陸協

27 10019 0:12:47 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ 渡部 利紀 山形県 米沢工業高校

28 10053 0:12:53 ｾｲﾉ ﾂﾖｼ 清野 剛史 山形県

29 10102 0:12:59 ｻﾄｳ ﾖｳｼﾞﾛｳ 佐藤 陽二郎 山形県

30 10050 0:13:01 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 永田 祐一 山形県 ファーストカンパニー

31 10042 0:13:05 ｵｵｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 大内 利典 福島県 郡山市立朝日が丘小学校

32 10021 0:13:09 ｵｵﾄﾐ ﾊﾔﾄ 大富 隼人 山形県 米沢工業高校

33 10032 0:13:28 ｶﾈｺ ｱｷﾋﾄ 金子 明仁 宮城県

34 10049 0:13:28 ﾄﾖﾀ ﾕｷﾋﾛ 豊田 幸広 福島県

35 10039 0:13:44 ﾀｶｻｺﾞ ｱｷﾗ 高砂 晃 山形県 村山教育事務所

36 10090 0:13:50 ｻﾄｳ ﾕｳ 佐藤 悠 山形県

37 10010 0:13:50 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 遠藤 正淑 山形県 山形東高校

38 10088 0:14:07 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ 赤平 一夫 秋田県 秋田県走友会

39 10005 0:14:28 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 菅原 大助 宮城県 仙台市役所

40 10054 0:14:40 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｵ 安藤 道夫 宮城県

41 10092 0:14:41 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 阿部 雄一 山形県

42 10003 0:14:51 ﾔﾅｾ ﾖｼﾋﾄ 梁瀬 吉仁 山形県 五日町鍼灸院

43 10096 0:15:09 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 鈴木 康之 宮城県 ろく

44 10007 0:15:13 ﾊｯﾄﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 服部 壮一郎 群馬県

45 10077 0:15:40 ｱｷﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 秋葉 好幸 山形県

46 10087 0:15:41 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾙｵ 菅原 輝夫 山形県 チーム虚弱体質

47 10091 0:15:43 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 渡部 敬一 山形県

48 10074 0:15:50 ｱﾘｼﾞ ﾀｲﾁ 有路 太市 山形県 オヤジーズ

49 10048 0:15:57 ｱﾍﾞ ｴｲｼﾞ 阿部 栄治 山形県

50 10078 0:16:12 ｶﾜｱｲ ｼﾝﾔ 河合 真哉 栃木県

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    12時05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



シニアB男子3000ｍ

順位 ナンバー タイム カナ 氏名 都道府県 所属団体
51 10068 0:16:30 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 菅原 史博 山形県

52 10031 0:16:32 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 阿部 文洋 宮城県

53 10035 0:16:47 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｿﾞｳ 熊谷 浩三 山形県

54 10062 0:17:02 ﾉｰﾗﾝ ﾃﾞﾋﾞｯﾄ ノーラン デビット 山形県

55 10075 0:17:11 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 山口 隆 山形県 オヤジーズ

56 10093 0:17:15 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲｼﾞ 菅原 英治 山形県 チームパッチ

57 10012 0:17:19 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 髙橋 勝幸 宮城県 チームあさとあゆ

58 10080 0:17:58 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 山崎 秀樹 山形県

59 10094 0:17:59 ｲﾉｳｴ ﾖｳﾍｲ 井上 陽平 山形県 チームパッチ

60 10063 0:18:04 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 尾形 敏行 山形県 パトラン山形

61 10055 0:18:09 ﾐﾅｶﾜ ﾔｽｼ 皆川 泰 山形県 上山ナイトランナーズ

62 10047 0:18:29 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 西山 秀男 宮城県

63 10065 0:18:36 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 高山 佑介 山形県 らんなあ

64 10034 0:18:43 ｻｶﾉ ｼｭｳｴﾂ 坂野 修悦 山形県

65 10064 0:18:49 ｲﾀﾊﾅ ｵｻﾑ 板花 修 山形県

66 10061 0:18:52 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 柳澤 宏昭 山形県 サトウハウスセンター

67 10036 0:18:54 ﾎｿﾔ ﾀｶﾕｷ 細矢 貴行 山形県 チームしょうへい

68 10051 0:19:54 ｵｶﾞﾜ ﾋｻﾖｼ 小川 久義 山形県

69 10066 0:20:05 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 千葉 昌典 宮城県 レジェラン台湾

70 10004 0:20:34 ｳﾉ ﾋﾛﾐﾁ 宇野 紘道 山形県 山形マスターズ

71 10097 0:20:50 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾊﾙ 森田 康晴 山形県 上山市消防団員

72 10043 0:21:33 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 佐藤 浩章 山形県

73 10067 0:22:55 ﾆｶﾐ ﾏｻﾖｼ 二上 正義 宮城県 菅原マジック

74 10082 0:23:23 ﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 和田 舜 山形県 らんなあランニングクラブ

75 10058 0:26:09 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 阿部 孝夫 福島県

76 10095 0:26:12 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ 高橋 光春 宮城県 虹色楽園隊

開催日：2022年8月7日

【RESULTS】 ｽﾀｰﾄ時刻：    12時05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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