
ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 802 源田　修良　(3) ｹﾞﾝﾀﾞ ｼｭﾗ 1004 竹内　天斗　(3) ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄ 916 齋藤　旦陽　(1) ｻｲﾄｳ ｱｻﾋ
登録番号 803 齋藤　寧月　(3) ｻｲﾄｳ ﾈﾂﾞｷ 1005 寺崎　弘真　(3) ﾃﾗｻｷ ﾋﾛﾏｻ 1028 堀　龍之介　(1) ﾎﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ
氏名 804 庄司　瑞輝　(3) ｼｮｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ 1006 増子　義経　(3) ﾏｽｺ ﾀｹﾉﾘ 923 佐藤　恭介　(1) ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ
(学年) 805 相庭　亮太　(3) ｱｲﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 1010 諏訪　遥人　(2) ｽﾜ ﾊﾙﾄ 920 鈴木　瑛太　(1) ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ
ﾌﾘｶﾞﾅ 806 梅本　柊生　(3) ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 1011 田村　歩夢　(2) ﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ 911 佐藤　彩人　(2) ｻﾄｳ ｱﾔﾄ

810 菅原　啓汰　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 1013 菅原　櫂聖　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｾｲ 912 地主　道人　(2) ｼﾞﾇｼ ﾐﾁﾋﾄ
811 大友　歩隆　(2) ｵｵﾄﾓ ﾎﾀﾞｶ 1014 佐藤　陽太　(2) ｻﾄｳ ﾊﾙﾀ 909 石塚　拓弥　(2) ｲｼﾂﾞｶ ﾀｸﾐ
814 阿部　太惺　(1) ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ 1015 佐藤　健矢　(1) ｻﾄｳ ｹﾝﾔ 910 加藤　椎多　(2) ｶﾄｳ ｼｲﾀ
815 大宮　健治　(1) ｵｵﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 1029 小島　知己　(1) ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 913 菅原　晴人　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ
818 佐藤　　颯　(1) ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 914 諏訪　聖弥　(2) ｽﾜ ｾｲﾔ
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選 手 745 小野　陽平　(2) ｵﾉ ﾖｳﾍｲ 667 飯澤　雅人　(3) ｲｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 642 遠藤　陽斗　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
登録番号 746 安達　理人　(2) ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾄ 668 大河原　陽人(3) ｵｵｶﾜﾗ ﾊﾙﾄ 636 山口　耕平　(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
氏名 747 佐藤　拓未　(2) ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 674 佐藤　永都　(3) ｻﾄｳ ｴｲﾄ 637 嶋貫　怜生　(2) ｼﾏﾇｷ ﾚﾝ
(学年) 749 田村　玲音　(2) ﾀﾑﾗ ﾚﾄ 677 髙橋　大夢　(3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 643 齋藤　礼於　(1) ｻｲﾄｳ ﾚｵ
ﾌﾘｶﾞﾅ 751 今　龍汰朗　(1) ｺﾝ ﾘｭｳﾀﾛｳ 680 土屋　諒馬　(3) ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾏ 645 斎藤　瑠都　(1) ｻｲﾄｳ ﾙｲﾄ

752 和田　歩大　(1) ﾜﾀﾞ ｱﾕﾀ 684 渡部　広大　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 647 佐藤　柊輔　(1) ｻﾄｳ ｼｭｳｽｹ
753 石川　莉久　(1) ｲｼｶﾜ ﾘｸ 687 伊藤　哲平　(2) ｲﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 648 梅津　悠惺　(1) ｳﾒﾂ ﾕｳｾｲ
754 佐藤　　龍　(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳ 690 齋藤　楓雅　(2) ｻｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 649 松山　陽一　(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾖｳｲﾁ
755 今　　莉玖　(1) ｺﾝ ﾘｸ 693 横田　穏紀　(2) ﾖｺﾀ ﾔｽｷ
759 山口　暖斗　(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 692 松岡　一星　(2) ﾏﾂｵｶ ｲｯｾｲ
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選 手 437 伊藤　竜守　(3) ｲﾄｳ ﾘｼｭ 6 横山　空翔　(2) ﾖｺﾔﾏ ｿﾗﾄ 41 池田　慶次郎(2) ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ
登録番号 439 佐々木　響己(3) ｻｻｷ ﾋﾋﾞｷ 7 東海林　時見(2) ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾊﾙﾁｶ 43 志賀　飛鳥　(2) ｼｶﾞ ｱｽｶ
氏名 442 井上　　柊　(2) ｲﾉｳｴ ｼｭｳ 8 志田　泰誠　(2) ｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ 45 小松　大希　(2) ｺﾏﾂ ﾀｲｷ
(学年) 444 田中　陽葵　(2) ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ 9 冨樫　大生　(2) ﾄｶﾞｼ ﾀｲｾｲ 46 向田　温真　(2) ﾑｶｲﾀﾞ ﾊﾙﾏ
ﾌﾘｶﾞﾅ 448 星川　大輝　(2) ﾎｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 11 岡崎　公洋　(2) ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾖｳ 34 佐藤　颯太郎(2) ｻﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ

449 三上　悠人　(2) ﾐｶﾐ ﾕｳﾄ 12 荒井　昊大　(1) ｱﾗｲ ｺｳﾀ 42 齋藤　敦也　(2) ｻｲﾄｳ ｱﾂﾔ

450 吉田　羽駆　(2) ﾖｼﾀﾞ ﾊｸ 13 大宮　康暉　(1) ｵｵﾐﾔ ｺｳｷ 55 安食　光翔　(1) ｱｼﾞｷ ﾋﾛﾄ

453 髙橋　琉生　(1) ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 14 櫻井　碧音　(1) ｻｸﾗｲ ｱｵﾄ 51 長峰　紘武　(1) ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾑ

15 二木　蒼太　(1) ﾆｷ ｿｳﾀ 59 松田　優莉　(1) ﾏﾂﾀ ﾕｳﾘ

334 小川　聖南　(1) ｵｶﾞﾜ ｾﾅ 47 青嶋　信太朗(1) ｱｵｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ
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竹島　勇太阿部　亮

2

鶴岡工業高校

時間　   　　分　   　　秒

3

鶴岡東高校

時間　   　　分　   　　秒

1

酒田南高校

時間　   　　分　   　　秒

押野　元

9

本田　米子

米沢中央高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

米沢興譲館高校 九里学園高校

澤田　賢一

7

三浦　玄太

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒時間　   　　分　   　　秒

新庄東高校

8

山形東高校 山形南高校

星川　昇 遠藤　正淑 鈴木　誠
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選 手 107 石岡　　蓮　(3) ｲｼｵｶ ﾚﾝ 185 渋谷　龍輝　(3) ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｷ 232 茂木　快翔　(2) ﾓｷ ｶｲﾄ
登録番号 111 佐治　諒哉　(3) ｻｼﾞ ﾘｮｳﾔ 181 小池　綾人　(3) ｺｲｹ ｱﾔﾄ 231 松田　逞臣　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾞｨｵ
氏名 112 佐藤　柊太　(3) ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 184 荒木　　歩　(3) ｱﾗｷ ｱﾕﾑ 222 金子　恭平　(3) ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ
(学年) 113 鈴木　　伸　(3) ｽｽﾞｷ ｼﾝ 188 大地　優貴　(2) ｵｵﾁ ﾕｳｷ 221 安達　愛唯斗(3) ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾄ
ﾌﾘｶﾞﾅ 115 清野　　迅　(3) ｾｲﾉ ｼﾞﾝ 190 小関　澪矢　(2) ｺｾｷ ﾚｲﾔ 230 布川　唯心　(2) ﾇﾉｶﾜ ｲｼﾝ

118 井上　颯真　(2) ｲﾉｳｴ ｿｳﾏ 187 遠藤　未徠　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾗｲ 338 松田　朋己　(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ
121 長澤　雄人　(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 189 金沢　隼太郎(2) ｶﾅｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 233 中村　遼央　(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ
123 村岡　煌来　(2) ﾑﾗｵｶ ｷﾗ 227 星　　雄大　(2) ﾎｼ ﾕｳﾀﾞｲ
124 赤坂　優成　(1) ｱｶｻｶ ﾕｳｾｲ 342 齋藤　　麗　(1) ｻｲﾄｳ ﾗｲ
130 眞壁　遥斗　(1) ﾏｶﾍﾞ ﾊﾙﾄ 335 角田　昂星　(1) ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ
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選 手 256 赤塚　朋哉　(2) ｱｶﾂｶ ﾄﾓﾔ 300 伊藤　優真　(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
登録番号 259 伊澤　　羚　(2) ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 302 齋藤　智哉　(3) ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ
氏名 264 桐井　悠佑　(2) ｷﾘｲ ﾕｳｽｹ 303 鈴木　　至　(3) ｽｽﾞｷ ｲﾀﾙ
(学年) 274 伊藤　大智　(1) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 305 高見　泰杜　(3) ﾀｶﾐ ﾋﾛﾄ
ﾌﾘｶﾞﾅ 276 小野　太樹　(1) ｵﾉ ﾀﾞｲｷ 306 菊地　道登　(3) ｷｸﾁ ﾐﾁﾄ

278 齋藤　琉斗　(1) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 307 長澤　　遼　(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳ
243 青木　友汰　(3) ｱｵｷ ﾕｳﾀ 309 嵐　　琉煌　(3) ｱﾗｼ ﾘｭｳｷ
253 武口　依薪　(3) ﾀｹｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ 314 設楽　琉惺　(2) ｼﾀﾗ ﾘｭｳｾｲ
255 野口　雲斗矢(3) ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄﾔ 322 増子　　岳　(1) ﾏｽｺ ｶﾞｸ
257 浅野目　莞爾(2) ｱｻﾉﾒ ｶﾝｼﾞ 326 鈴木　大翔　(1) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

日本大学山形高校山形市立商業高校 上山明新館高校
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時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

創学館高校 東海大学山形高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

茂木　麻子 志藤　丈友 森谷　翔

13 14

角田  龍亮 田宮　健


