
ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 1069 小林　　瞬　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 1001 今井　滉二　(3) ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ 837 伊藤　　助　(3) ｲﾄｳ ﾀｽｸ
登録番号 1070 齋藤　雄也　(2) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 1002 上野　聖哉　(3) ｳｴﾉ ﾏｻﾔ 841 鈴木　博斗　(3) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ
氏名 1073 今井　響平　(2) ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ 1003 加藤　巧記　(3) ｶﾄｳ ｺｳｷ 844 若生　高秀　(3) ﾜｺｳ ﾀｶﾋﾃﾞ
(学年) 1077 村上　広樹　(2) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 1004 齋藤　勇磨　(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 846 板垣　貴大　(2) ｲﾀｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
ﾌﾘｶﾞﾅ 1078 秋野　圭佑　(2) ｱｷﾉ ｹｲｽｹ 1005 齋藤　宥哉　(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 853 佐藤　芳貴　(2) ｻﾄｳ ﾖｼｷ

1079 加藤　岳史　(2) ｶﾄｳ ﾀｹｼ 1006 浅沼　啓太　(3) ｱｻﾇﾏ ｹｲﾀ 854 滝澤　　嶺　(2) ﾀｷｻﾞﾜ ﾚｲ
1083 今井　泰智　(1) ｲﾏｲ ﾀｲﾁ 1010 遠田　　洸　(2) ｴﾝﾀ ﾋｶﾙ 855 田中　翔太　(2) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ
1086 佐藤　　輔　(1) ｻﾄｳ ﾀｽｸ 1011 齋藤　　諒　(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 857 難波　大翔　(2) ﾅﾝﾊﾞ ﾀｲｼｮｳ
1092 石垣　世生　(1) ｲｼｶﾞｷ ｾｲ 1012 鈴木　亮平　(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 872 佐藤　雄志　(1) ｻﾄｳ ﾕｳｼ
1093 今井　惇平　(1) ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1017 荒生　悠喜　(1) ｱﾗｵ ﾋｻｷ 877 中野　友晶　(1) ﾅｶﾉ ﾄﾓｱｷ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 901 多田　拓未　(3) ﾀﾀﾞ ﾀｸﾐ 610 山口　寛平　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾍﾟｲ 755 梅津　直樹　(2) ｳﾒﾂ ﾅｵｷ
登録番号 904 押井　翔吾　(2) ｵｼｲ ｼｮｳｺﾞ 608 神保　智之　(2) ｼﾞﾝﾎﾞ ﾄﾓﾕｷ 756 髙橋　佑輔　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ
氏名 909 佐藤　隆太　(2) ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 607 佐藤　　彰　(2) ｻﾄｳ ｼｮｳ 1217 宍戸　伸弥　(2) ｼｼﾄﾞ ｼﾝﾔ
(学年) 917 佐藤　　将　(1) ｻﾄｳ ｼｮｳ 611 室井　悠冴　(2) ﾑﾛｲ ﾕｳｶﾞ 757 今井　玲和　(1) ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ
ﾌﾘｶﾞﾅ 938 岡部　颯人　(1) ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾄ 613 阿部　直明　(2) ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ 758 沖田　壮馬　(1) ｵｷﾀ ｿｳﾏ

914 小池　隆馬　(1) ｺｲｹ ﾘｭｳﾏ 618 坂本　侑弥　(1) ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾔ 759 松浦　龍馬　(1) ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳﾏ
915 田宮　　稔　(1) ﾀﾐﾔ ﾐﾉﾘ 619 小川　悟史　(1) ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 760 小林　史尚　(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾋｻ
911 谷口　　輪　(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ 622 佐藤　久希　(1) ｻﾄｳ ﾋｻｷ
912 野尻　亮真　(1) ﾉｼﾞﾘ ﾘｮｳﾏ 624 酒井　大貴　(1) ｻｶｲ ﾋﾛｷ
899 石塚　朗大　(1) ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 769 青木　鴻斗　(3) ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 680 池田　一貴　(1) ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 638 竹田　悠真　(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ
登録番号 770 齋藤　誉也　(3) ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 682 平　健太朗　(1) ﾀｲﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 645 小関　澪人　(2) ｺｾｷ ﾐｵﾄ
氏名 771 西村　　翔　(3) ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 683 安部　史紘　(1) ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 649 髙山　駿太　(2) ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾀ
(学年) 773 須貝　誠耶　(3) ｽｶﾞｲ ｾｲﾔ 684 川﨑　　真　(1) ｶﾜｻｷ ﾏｺﾄ 650 我妻　　崇　(2) ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｶｼ
ﾌﾘｶﾞﾅ 774 吉田　周平　(3) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 687 髙橋　春希　(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 651 伊藤　貴彦　(1) ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ

784 鈴木　椋也　(2) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 1215 佐藤　龍斗　(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳﾄ 652 小沼　優生　(1) ｵﾇﾏ ﾕｳ

785 金子　康太　(2) ｶﾈｺ ｺｳﾀ 689 猪野　航平　(3) ｲﾉ ｺｳﾍｲ 653 佐藤　拓実　(1) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

799 佐々木　優　(1) ｻｻｷ ﾕｳ 693 小林　達哉　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 659 渡邊　　成　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ

800 大津　吉信　(1) ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 643 石垣　一希　(2) ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞｷ

1202 寒河江　璃矩(1) ｻｶﾞｴ ﾘｸ

熊谷　隆史 岡村　悦男 本田　米子

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

9

小野　洋二

7

時間　   　　分　   　　秒

米沢工業高校

男子 第６４回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧
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押野　　元池田　正敏

2

酒田南高校

時間　   　　分　   　　秒

3

鶴岡工業高校

時間　   　　分　   　　秒

1

酒田光陵高校

時間　   　　分　   　　秒

阿部　　亮

米沢興譲館高校

8

竹島　勇太 山口　　優

高畠高校

米沢東高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

鶴岡東高校

九里学園高校



ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 729 平　伊武貴　(3) ﾀｲﾗ ｲﾌﾞｷ 404 海藤　竜也　(3) ｶｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ 484 上田　　晃　(2) ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ
登録番号 732 酒井　柊摩　(3) ｻｶｲ ﾄｳﾏ 412 伊藤　卓也　(2) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 485 七夕　　至　(2) ﾀﾅﾊﾞﾀ ｲﾀﾙ
氏名 733 小貫　瑠也　(3) ｵﾇｷ ﾘｭｳﾔ 416 松田　知也　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾔ 486 黒沼　尚太郎(2) ｸﾛﾇﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ
(学年) 738 村上　佑輝　(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 417 渡邉　聡佑　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｽｹ 487 堀　　友樹　(2) ﾎﾘ ﾄﾓｷ
ﾌﾘｶﾞﾅ 739 佐藤　貴洋　(2) ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 413 松田　直也　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 488 三浦　祥吾　(2) ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ

736 菅野　竜太　(2) ｶﾝﾉ ﾘｭｳﾀ 409 小林　祐仁　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 490 小林　　奏　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ
737 小松　圭哉　(2) ｺﾏﾂ ｹｲﾔ 418 上村　雅人　(1) ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾄ 502 黒沼　武尊　(1) ｸﾛﾇﾏ ﾀｹﾙ
741 髙橋　　翼　(2) ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 419 大場　涼平　(1) ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 492 松沢　　翔　(1) ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ
745 竹田　裕道　(1) ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 420 丸岡　真輝　(1) ﾏﾙｵｶ ﾏｻｷ 493 三上　陽輝　(1) ﾐｶﾐ ﾊﾙｷ
763 髙橋　興平　(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 422 熊谷　翔太　(1) ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 494 小玉　祥太　(1) ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 473 五十嵐　桂太(2) ｲｶﾞﾗｼ ｹｲﾀ 9 谷口　僚佑　(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 26 五十嵐　大義(3) ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ
登録番号 474 小野　涼太　(1) ｵﾉ ﾘｮｳﾀ 10 鈴木　幹大　(2) ｽｽﾞｷ ﾐｷﾋﾛ 43 遠藤　陽太　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ
氏名 475 柿﨑　陵児　(1) ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 11 古藤　直輝　(2) ｺﾄｳ ﾅｵｷ 45 安達　元輝　(2) ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝｷ
(学年) 476 佐々木　孝昌(1) ｻｻｷ ﾀｶﾏｻ 12 髙橋　俊太郎(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 46 櫻井　圭介　(2) ｻｸﾗｲ ｹｲｽｹ
ﾌﾘｶﾞﾅ 500 小野　貴瑛　(3) ｵﾉ ﾀｶｱｷ 13 荒井　佳太　(2) ｱﾗｲ ｹｲﾀ 48 鈴木　基史　(2) ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ

501 柿﨑　修行　(3) ｶｷｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ 16 山本　理人　(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾋﾄ 50 橋間　貴弥　(2) ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ
472 荒木　綾介　(3) ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ 17 横山　鴻太　(1) ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 51 松田　滉平　(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ

18 安達　健太郎(1) ｱﾀﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 55 佐藤　大河　(1) ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ
19 脇　　弘太　(1) ﾜｷ ｺｳﾀ 58 鈴木　智也　(1) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ
24 土屋　　優　(1) ﾂﾁﾔ ﾏｻﾙ 61 武田　和樹　(1) ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 66 加藤　孝征　(3) ｶﾄｳ ｶﾀﾕｷ 117 後藤　　亮　(3) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ 241 田村　健太　(3) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ
登録番号 71 佐藤　和也　(3) ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 120 奥村　　翼　(2) ｵｸﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 247 三浦　卓士　(2) ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ
氏名 72 髙内　純一　(3) ﾀｶｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 129 齋藤　康平　(2) ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 243 佐藤　柊斗　(2) ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ
(学年) 75 梶熊　拓斗　(2) ｶｼﾞｸﾏ ﾀｸﾄ 138 山邊　諒太郎(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 244 佐藤　颯人　(2) ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ
ﾌﾘｶﾞﾅ 79 岩城　優大　(2) ｲﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 140 工藤　　歩　(1) ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾑ 253 松田　健汰　(1) ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ

81 髙橋　拓海　(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 141 土屋　　隆　(1) ﾂﾁﾔ ﾘｭｳ 249 菖蒲　祐樹　(1) ｱﾔﾒ ﾕｳｷ
84 花烏賊　裕介(2) ﾊﾅｲｶ ﾕｳｽｹ 143 會田　健人　(1) ｱｲﾀ ﾀｹﾋﾄ 252 鈴木　優斗　(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ
93 加藤　啓太　(1) ｶﾄｳ ｹｲﾀ 153 佐々木　守　(1) ｻｻｷ ﾏﾓﾙ 245 武田　晃輝　(2) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ
97 志斎　海斗　(1) ｼｻｲ ｶｲﾄ 154 竹田　駿平　(1) ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 250 尾形　昇平　(1) ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ
99 石沢　虹太　(1) ｲｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 122 遠藤　賢大　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 248 横澤　大智　(2) ﾖｺｻﾜ ﾀﾞｲﾁ

16 17 18

山形工業高校 山形中央高校 上山明新館高校

工藤　誉利 矢口　和代 半田　　亘

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

元木　順一 大澤　　勉 佐藤　　学

新庄神室産業高校 山形東高校 山形南高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

澤田　賢一 佐藤　孝夫 丹　　忠一

13 14 15

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

新庄北高校米沢中央高校 楯岡高校

男子 第６４回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧
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ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 205 髙橋　光輝　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 157 柏倉　隆司　(3) ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ 312 奥山　　衛　(3) ｵｸﾔﾏ ﾏﾓﾙ
登録番号 206 安食　　卓　(3) ｱｼﾞｷ ﾀｸﾐ 158 清水　陽平　(3) ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 314 高橋　寛太　(3) ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ
氏名 209 東谷　弘務　(3) ﾄｳｺｸ ﾋﾛﾑ 164 菊地　将史　(2) ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ 323 長澤　信誠　(2) ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝｾｲ
(学年) 216 髙谷　　駿　(2) ﾀｶﾔ ｼｭﾝ 169 佐藤　士文　(2) ｻﾄｳ ｼﾓﾝ 329 松田　ヒロト(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ
ﾌﾘｶﾞﾅ 221 菊地　章人　(2) ｷｸﾁ ｱｷﾄ 170 高橋　勇人　(2) ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 330 三浦　敦也　(2) ﾐｳﾗ ｱﾂﾔ

222 加藤　和将　(2) ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 173 阿部　博也　(1) ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔ 331 矢作　健二　(2) ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｼﾞ
223 工藤　勇樹　(1) ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 174 伊澤　　蓮　(1) ｲｻﾜ ﾚﾝ 335 遠藤　夏輝　(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ
224 佐藤　翔真　(1) ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 175 石黒　渉生　(1) ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳｷ 336 奥山　拓海　(1) ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾐ
226 伊藤　大貴　(1) ｲﾄｳ ﾀｲｷ 180 花岡　　柾　(1) ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 339 清野　彪我　(1) ｾｲﾉ ﾋｮｳｶﾞ

179 中村　俊太朗(1) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 353 渡邉　　貴　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 1043 阿部　大次郎(2) ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 631 猪俣　幸広　(2) ｲﾉﾏﾀ ﾕｷﾋﾛ
登録番号 349 荒井　大輝　(3) ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 1046 布施　秀樹　(2) ﾌｾ ﾋﾃﾞｷ 674 鈴木　優吾　(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞ
氏名 352 谷地　宏康　(3) ﾔﾁ ﾋﾛﾔｽ 1051 安藤　拓人　(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ 676 白田　　匠　(2) ｼﾗﾀ ﾀｸﾐ
(学年) 355 木村　勇人　(3) ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 1052 寒河井　貴人(1) ｻｶﾞｲ ﾀｶﾄ 679 近野　斗哉　(1) ｺﾝﾉ ﾄｳﾔ
ﾌﾘｶﾞﾅ 366 蜂屋　瑛拡　(2) ﾊﾁﾔ ｱｷﾋﾛ 1111 後藤　良太　(1) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ 696 佐藤　大樹　(2) ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ

375 大沼　聖樹　(2) ｵｵﾇﾏ ｾｲｼﾞｭ 1115 阿部　壮志　(1) ｱﾍﾞ ｿｳｼ 700 小形　駿一　(1) ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ
367 布施　晴貴　(2) ﾌｾ ﾊﾙｷ 1117 渋谷　大河　(1) ｼﾌﾞﾔ ﾀｲｶﾞ 701 片倉　　丈　(1) ｶﾀｸﾗ ｼﾞｮｳ
390 森　　優太　(1) ﾓﾘ ﾕｳﾀ 704 吉田　駿汰　(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
389 本間　　渉　(1) ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ 712 海老名　涼　(2) ｴﾋﾞﾅ ﾘｮｳ
378 遠藤　拓郎　(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 261 加藤　史哉　(2) ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ
登録番号 266 今野　　赳　(1) ｺﾝﾉ ﾀｹﾙ
氏名 306 田村　龍汰　(2) ﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
(学年) 305 荒井　琢冶　(2) ｱﾗｲ ﾀｸﾔ
ﾌﾘｶﾞﾅ 288 宮内　慶太郎(1) ﾐﾔｳﾁ ｹｲﾀﾛｳ

1206 樋口　裕太　(1) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ
299 西村　卓眞　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ
291 南　　友介　(1) ﾐﾅﾐ ﾕｳｽｹ
295 工藤　匠真　(1) ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾏ
289 　森　　悠　(1) ﾓﾘ ﾊﾙｶ

後藤　大助（南陽）

631　　　　　　　米沢商業高校
674,679,676　　　南陽高校
696,700,701,704  長井高校
712　　　　　　　長井工業高校

佐藤　潤一 角田　龍亮

髙橋　正知（酒田西）田宮　　健

22

東海大学山形高校

24

置賜合同

時間　   　　分　   　　秒

23

酒田東・酒田西高校

時間　   　　分　   　　秒

梁瀬　　誠

時間　   　　分　   　　秒

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

19 20 21

寒河江工業高校 山形商業高校 山形電波工業高校

男子 第６４回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧

村田　亨（日大山形）

1043,1046,1051,1052  酒田西高校
1111,1115,1117       酒田東高校

261,266　　　　山形学院高校
306,305        山形明正高校
288,1206,299   日大山形高校
291,295,289

25

私立高校連合

時間　   　　分　   　　秒


