
ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 894 荒井　　遥　(2) ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 801 佐藤　葵音　(3) ｻﾄｳ ｷﾉﾝ 863 加藤　夢琉　(2) ｶﾄｳ ﾒﾙ
登録番号 893 菅原　　遥　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 802 岡部　こころ(3) ｵｶﾍﾞ ｺｺﾛ 868 菅井　菜央　(2) ｽｶﾞｲ ﾅｵ
氏名 924 大宮　未来　(1) ｵｵﾐﾔ ﾐｸ 803 佐藤　未夢　(3) ｻﾄｳ ﾐﾕ 866 五十嵐　光希(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂｷ

(学年) 850 白旗　芽依　(2) ｼﾗﾊﾀ ﾒｲ 804 野澤　七美　(3) ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 869 菅原　ひかり(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｶﾘ
ﾌﾘｶﾞﾅ 855 菅原　　楓　(2) ｽｶﾞﾜﾗ ﾌｳ 805 伊藤　芽衣　(2) ｲﾄｳ ﾒｲ 864 齋藤　美維　(2) ｻｲﾄｳ ﾐｲ

858 伊東　夏希　(1) ｲﾄｳ ﾅﾂｷ 806 阿部　百花　(2) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 870 武田　紅葉　(2) ﾀｹﾀﾞ ｸﾚﾊ

840 伊藤　　愛　(1) ｲﾄｳ ﾏﾅ 923 伊藤　　愛　(2) ｲﾄｳ ｱｲ 871 成澤　あおい(1) ﾅﾘｻﾜ ｱｵｲ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 874 水野　緋音　(3) ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾈ 699 安藤　結香　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 439 大沼　葵夏　(3) ｵｵﾇﾏ ｱｲｶ
登録番号 876 遠藤　はるな(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ 700 小玉　萌美　(2) ｺﾀﾞﾏ ﾓｴﾐ 443 三上　紗代　(2) ﾐｶﾐ ｻﾖ
氏名 875 遠藤　はるか(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 701 須﨑　志帆　(1) ｽｻﾞｷ ｼﾎ 444 結城　真央　(2) ﾕｳｷ ﾏｵ

(学年) 878 佐藤　美月　(2) ｻﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 702 千葉　美優　(1) ﾁﾊﾞ ﾐﾕｳ 447 小向　倖愛　(1) ｺﾑｶｲ ｻﾗ
ﾌﾘｶﾞﾅ 879 成冨　梨夢　(2) ﾅﾘﾄﾐ ﾘﾑ 704 澤　　悦菜　(1) ｻﾜ ｴﾅ 448 佐藤　帆那巳(1) ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ

886 難波　千陽　(1) ﾅﾝﾊﾞ ﾁﾊﾙ 705 渡部　向日葵(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ 449 佐藤　夢来　(1) ｻﾄｳ ﾒｲ

883 藤原　凜乃　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾉ 706 大木　明香里(1) ｵｵｷ ｱｶﾘ 450 髙橋　　茜　(1) ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ

884 本間　友梨　(1) ﾎﾝﾏ ﾕﾘ 707 須藤　芽生　(1) ｽﾄｳ ﾒｲ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 5 大場　　愛　(2) ｵｵﾊﾞ ｱｲ 19 諏佐　実生子(2) ｽｻ ﾐｷｺ 193 及川　愛海　(2) ｵｲｶﾜ ｱｲﾐ
登録番号 6 田制　佳歩　(2) ﾀｾｲ ｶﾎ 18 森谷　聡子　(2) ﾓﾘﾔ ｻﾄｺ 196 伊藤　凜乃　(2) ｲﾄｳ ﾘﾉ
氏名 7 安井　耶茉明(2) ﾔｽｲ ﾔﾏﾒ 17 早坂　佳夏　(2) ﾊﾔｻｶ ｶﾅ 201 安達　ほのか(2) ｱﾀﾞﾁ ﾎﾉｶ

(学年) 8 小輪瀬　明希(2) ｺﾜｾ ｱｷ 22 高橋　七海　(1) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ 203 伊藤　心美　(1) ｲﾄｳ ｺｺﾐ
ﾌﾘｶﾞﾅ 9 小関　脩子　(2) ｺｾｷ ｼｭｳｺ 23 佃　　美希　(1) ﾂｸﾀﾞ ﾐｷ 205 中村　ゆずか(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｶ

10 伊藤　葉月　(1) ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 21 鎌田　帆香　(1) ｶﾏﾀ ﾎﾉｶ 194 髙橋　　優　(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

11 清水　菜那　(1) ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ 202 小川　柚那　(1) ｵｶﾞﾜ ﾕﾅ

12 植松　奈央　(1) ｳｴﾏﾂ ﾅｵ

池田　正敏 阿部　亮 宮内　悟

女子 第３４回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧

1 2 3

酒田選抜 酒田南高校 鶴岡北高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

4 5 6

鶴岡東高校 米沢興譲館高校 新庄東高校

山形東高校 山形西高校 山形北高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

竹島　勇太 三浦　玄太 星川　昇

7 8 9

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

遠藤　正淑 大泉　智弘 鈴木　佳徳

894,893,924　酒田東
850,855,858　酒田光陵
　　　　840　酒田西



ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 71 伊藤　琉羽　(3) ｲﾄｳ ﾙｳ 102 光位　　湊　(2) ｺｳｲ ﾐﾅﾄ 114 奥山　悠華　(3) ｵｸﾔﾏ ﾕｳｶ
登録番号 72 中川　萌依　(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴ 103 後藤　結衣　(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 115 小野寺　美麗(3) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾚｲ
氏名 78 松田　奈々　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 104 松田　ひなた(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 116 後藤　綾花　(3) ｺﾞﾄｳ ｱﾔｶ

(学年) 84 矢嶋　彩美　(1) ﾔｼﾏ ｱﾔﾐ 105 三宅　音色　(2) ﾐﾔｹ ﾈｲﾛ 118 森谷　乙葉　(3) ﾓﾘﾔ ｵﾄﾊ
ﾌﾘｶﾞﾅ 86 那須　虹帆　(1) ﾅｽ ﾆｼﾞﾎ 106 渡邉　紗代　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾖ 119 渡部　花音　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ

76 大泉　まどか(3) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾄﾞｶ 107 武藏　あみ　(1) ﾑｻｼ ｱﾐ 120 渡部　莉奈　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ

75 那須　有里　(3) ﾅｽ ﾕｳﾘ 121 小松　めい　(2) ｺﾏﾂ ﾒｲ

67 今田　りり花(3) ｺﾝﾀ ﾘﾘｶ 125 紺野　陽菜　(1) ｺﾝﾉ ﾋﾅ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 126 加藤　捺心　(3) ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 157 芦野　志帆　(2) ｱｼﾉ ｼﾎ
登録番号 131 佐藤　真桜　(2) ｻﾄｳ ﾏｵ 158 阿部　凜那　(2) ｱﾍﾞ ﾘﾝﾅ
氏名 132 長澤　月愛　(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｱ 163 菅野　瑠菜　(2) ｽｶﾞﾉ ﾙﾅ

(学年) 133 宮澤　　凛　(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ 164 高橋　穂乃香(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ
ﾌﾘｶﾞﾅ 134 飯田　桜音　(1) ｲｲﾀﾞ ｵﾄ 167 菱沼　ななみ(2) ﾋｼﾇﾏ ﾅﾅﾐ

136 齊藤　理央　(1) ｻｲﾄｳ ﾘｵ 182 増子　　碧　(1) ﾏｽｺ ｱｵｲ

183 三上　紗和　(1) ﾐｶﾐ ｻﾜ

185 矢ノ目　千桜(1) ﾔﾉﾒ ﾁｻｷ

12

天童高校 谷地高校 山形城北高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

吉田　進

女子 第３４回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧

10 11

佐藤　潤一 奥山　恵

大友　翼 小俣　富一

13 14

山形学院高校 東海大学山形高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒


