
ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 1001 大谷　美優　(3) ｵｵﾀﾆ ﾐﾕ 817 武田　紗穂　(2) ﾀｹﾀﾞ ｻﾎ 837 佐藤　佳純　(2) ｻﾄｳ ｶｽﾐ
登録番号 1002 進藤　　綾　(3) ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔ 819 鈴木　桃果　(2) ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 830 梅木　香夏　(2) ｳﾒｷ ｶﾅ
氏名 1003 兼古　　杏　(2) ｶﾈｺ ｷｮｳ 821 佐藤　汐里　(2) ｻﾄｳ ｼｵﾘ 848 五十嵐　まい(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾏｲ
(学年) 1004 佐藤　咲希　(2) ｻﾄｳ ｻｷ 822 丸山　紗彩　(2) ﾏﾙﾔﾏ ｻｱﾔ 842 菅原　知実　(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ
ﾌﾘｶﾞﾅ 1005 小野　里奈　(1) ｵﾉ ﾘﾅ 823 石塚　明花　(1) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｶ 845 石塚　早織　(1) ｲｼﾂﾞｶ ｻｵﾘ

1006 森　穂乃佳　(1) ﾓﾘ ﾎﾉｶ 826 佐藤　佳穂　(1) ｻﾄｳ ｶﾎ 846 髙橋　　咲　(1) ﾀｶﾊｼ ｻｷ

1007 矢口　沙弥　(1) ﾔｸﾞﾁ ｻﾔ 827 野口　柚葉　(1) ﾉｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 841 阿毛　清夏　(1) ｱﾓｳ ｻﾔｶ

1020 結城　未来　(1) ﾕｳｷ ﾐｸ 828 阿部　真梨夢(1) ｱﾍﾞ ﾏﾘﾑ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 871 三浦　　佳　(2) ﾐｳﾗ ｹｲ 604 舟山　愛理　(2) ﾌﾅﾔﾏ ｱｲﾘ 749 近野　奈津緒(2) ｺﾝﾉ ﾅﾂｵ
登録番号 866 佐藤　奈美子(3) ｻﾄｳ ﾅﾐｺ 610 佐藤　由理　(2) ｻﾄｳ ﾕﾘ 750 本田　　雅　(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ
氏名 867 田辺　　彩　(3) ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 611 鈴木　萌々子(2) ｽｽﾞｷ ﾓﾓｺ 751 髙橋　里実　(2) ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ
(学年) 868 白幡　光紀　(3) ｼﾗﾊﾀ ﾐｷ 605 五十嵐みずほ(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽﾞﾎ 752 漆山　沙織　(1) ｳﾙｼﾔﾏ ｻｵﾘ
ﾌﾘｶﾞﾅ 869 樋浦　千晶　(3) ﾋｳﾗ ﾁｱｷ 606 飛塚　咲希　(1) ﾄﾋﾞﾂｶ ｻｷ 753 大河原かなみ(1) ｵｵｶﾜﾗ ｶﾅﾐ

873 菅原　璃子　(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｺ 608 高貝　美穂　(1) ﾀｶｶﾞｲ ﾐﾎ 754 小野　真奈加(1) ｵﾉ ﾏﾅｶ

874 五十嵐　みく(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾐｸ 755 菅原　摘美　(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾂｸﾞﾐ

876 新井　菜子　(1) ｱﾗｲ ﾅｺ 756 鈴木　天音　(1) ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 684 土屋　優季　(1) ﾂﾁﾔ ﾕｷ 717 遠藤　千香　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶ 672 加藤　蓉稀　(2) ｶﾄｳ ﾊｽｷ
登録番号 687 引地　　唯　(1) ﾋｷﾁ ﾕｲ 718 大滝　碧菜　(2) ｵｵﾀｷ ﾀﾏﾅ 673 中川　玲菜　(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ
氏名 688 安達　志音　(2) ｱﾀﾞﾁ ｼｵﾝ 719 四釜　佑香　(2) ｼｶﾏ ﾕｶ 674 保科　沙耶香(2) ﾎｼﾅ ｻﾔｶ
(学年) 689 上林　美夢　(2) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐﾑ 721 梅津　香穂　(1) ｳﾒﾂ ｶﾎ 675 鈴木　理紗　(2) ｽｽﾞｷ ﾘｻ
ﾌﾘｶﾞﾅ 691 黒田　果奈穂(2) ｸﾛﾀﾞ ｶﾅﾎ 722 佐藤　可奈　(1) ｻﾄｳ ｶﾅ 678 平　あさひ　(1) ﾀｲﾗ ｱｻﾋ

694 佐藤　都紅美(2) ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 723 鈴木　花恋　(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾅｺ 679 大前　美緒　(1) ｵｵﾏｴ ﾐｵ

695 神保　菜々香(3) ｼﾞﾝﾎﾞ ﾅﾅｶ 724 前司　美南　(1) ｾﾞﾝｼﾞ ﾐﾅﾐ 680 小野　しずか(1) ｵﾉ ｼｽﾞｶ

701 小林　美季　(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 726 松根　沙也香(1) ﾏﾂﾈ ｻﾔｶ 682 阿弓　由佳　(1) ｱﾕﾐ ﾕｶ

女子 第２５回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧

1 2 3

酒田南高校 鶴岡北高校 鶴岡中央高校

阿部　　亮 押井　真吾 後藤　正樹

4 5 6

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

竹島　勇太 鈴木　真利奈 小野　洋二

鶴岡東高校 米沢興譲館高校 米沢東高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

7 8 9

高畠高校 長井高校 南陽高校

阿部　靖子 佐藤　剛郎 大泉　智弘



ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 626 髙橋　さおり(3) ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ 437 佐藤　咲希　(2) ｻﾄｳ ｻｷ 5 田中　沙織　(2) ﾀﾅｶ ｻｵﾘ
登録番号 631 村上　加奈　(3) ﾑﾗｶﾐ ｶﾅ 438 三浦　咲稀　(2) ﾐｳﾗ ｻｷ 6 髙橋　和華　(2) ﾀｶﾊｼ ﾜｶ
氏名 633 早川　真帆　(3) ﾊﾔｶﾜ ﾏﾎ 439 武田　舞永　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏｴ 7 高橋　佳奈子(2) ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ
(学年) 639 小笠原　奈々(2) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾅ 435 門脇　真実　(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾐ 8 梅津　知花　(1) ｳﾒﾂ ﾁｶ
ﾌﾘｶﾞﾅ 641 鈴木　菜々　(2) ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 436 今井　茉奈実(2) ｲﾏｲ ﾏﾅﾐ 9 髙橋　　茜　(1) ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ

635 安部　あずさ(2) ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ 440 松田　里菜　(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾅ 11 西村　優花　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ

645 横尾　はるか(2) ﾖｺｵ ﾊﾙｶ 442 大場　彩絵　(1) ｵｵﾊﾞ ｱﾔｴ

449 奥山　早苗　(1) ｵｸﾔﾏ ｻﾅｴ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 25 瀨尾　彩佳　(2) ｾｵ ｱﾔｶ 48 石川　莉緒　(2) ｲｼｶﾜ ﾘｵ 75 伊藤　菜央　(2) ｲﾄｳ ﾅｵ
登録番号 31 高橋　里美　(1) ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 49 細矢　和花　(2) ﾎｿﾔ ﾜｶ 76 宍戸　萌美　(2) ｼｼﾄﾞ ﾒｸﾞﾐ
氏名 32 森谷　莉帆　(1) ﾓﾘﾔ ﾘﾎ 53 石岡　夏乃　(2) ｲｼｵｶ ﾅﾂﾉ 77 黒田　美紅　(2) ｸﾛﾀﾞ ﾐｺ
(学年) 33 村形　美桜　(1) ﾑﾗｶﾀ ﾐｵ 54 川瀬　瑞貴　(2) ｶﾜｾ ﾐｽﾞｷ 79 阪　　彩美　(1) ﾊﾞﾝ ｱﾔﾐ
ﾌﾘｶﾞﾅ 34 小幡　南実　(1) ｵﾊﾞﾀ ﾅﾐ 58 折原　　萌　(1) ｵﾘﾊﾗ ﾓｴ 80 今野　多希子(1) ｺﾝﾉ ﾀｷｺ

35 峯田　鈴音　(1) ﾐﾈﾀ ﾘｵﾝ 64 渋谷　みはる(1) ｼﾌﾞﾔ ﾐﾊﾙ

23 浦山　りつ　(2) ｳﾗﾔﾏ ﾘﾂ 62 稲毛　真実　(1) ｲﾅｹﾞ ﾏﾐ

63 後藤　春菜　(1) ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾅ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 83 齋藤　麻菜　(3) ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 120 工藤　レイラ(3) ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾗ 157 山本　真子　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ
登録番号 87 本間　　夢　(3) ﾎﾝﾏ ﾕﾒ 122 佐藤　亜緒衣(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ 152 大泉　　南　(3) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ
氏名 88 奥山　すみれ(2) ｵｸﾔﾏ ｽﾐﾚ 123 堀川　　茜　(3) ﾎﾘｶﾜ ｱｶﾈ 153 齋野　　桜　(3) ｻｲﾉ ｻｸﾗ
(学年) 90 楠川　由記　(2) ｸｽｶﾜ ﾕｷ 119 内山　真梨子(3) ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 163 辻　　桜子　(2) ﾂｼﾞ ｻｸﾗｺ
ﾌﾘｶﾞﾅ 93 溝井　彩葉　(2) ﾐｿﾞｲ ｱﾔﾊ 130 加藤　綾夏　(2) ｶﾄｳ ｱﾔｶ 171 鹿場　聖礼　(1) ｼｶﾊﾞ ｱｷﾗ

96 湯口　聖菜　(2) ﾕｸﾞﾁ ｾｲﾅ 251 梅津　栞菜　(1) ｳﾒﾂ ｶﾝﾅ 162 佐藤　裕季　(2) ｻﾄｳ ﾕｳｷ

99 奥山　　雅　(1) ｵｸﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 132 大江　真純　(1) ｵｵｴ ﾏｽﾐ 158 石沢　明日香(2) ｲｼｻﾞﾜ ｱｽｶ

95 八巻　茉由　(2) ﾔﾏｷ ﾏﾕ 265 野本　千祥　(1) ﾉﾓﾄ ﾁｻｷ 164 森本　　茜　(2) ﾓﾘﾓﾄ ｱｶﾈ

九里学園高校 新庄北高校 山形東高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

女子 第２５回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧

10 11 12

13 14 15

山形西高校 山形北高校 山形中央高校

本田　米子 丹　　忠一 矢口　和代

髙橋　邦男 五十嵐　徹 舟越　　精

16 17 18

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

茂木　麻子 佐藤　　吉 佐藤　　学

山形商業高校 山辺高校 上山明新館高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒



ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 179 時田　早穂　(3) ﾄｷﾀ ｻﾎ 215 村山　真唯　(3) ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲ 199 渡邉　日菜子(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ
登録番号 183 本間　未来　(3) ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ 229 郷野　莉沙　(2) ｺﾞｳﾉ ﾘｻ 200 狩野　羅瑠　(1) ｶﾘﾉ ﾗﾙ
氏名 180 監物　桃乃　(3) ｹﾝﾓﾂ ﾓﾓﾉ 226 阿部　若咲　(2) ｱﾍﾞ ﾜｶｻ 201 髙橋　舞実　(1) ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾐ
(学年) 185 星野　あす香(2) ﾎｼﾉ ｱｽｶ 223 小川　聖奈　(2) ｵｶﾞﾜ ｾｲﾅ 202 奈良﨑　あい(1) ﾅﾗｻﾞｷ ｱｲ
ﾌﾘｶﾞﾅ 188 遠藤　柚奈　(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾅ 224 早坂　愛理　(2) ﾊﾔｻｶ ｱｲﾘ 203 八鍬　楓華　(1) ﾔｸﾜ ﾌｳｶ

189 尾崎　玲那　(2) ｵｻﾞｷ ﾚｲﾅ 243 梅津　千布　(1) ｳﾒﾂ ｶｽﾞﾎ 263 大木　友美子(1) ｵｵｷ ﾕﾐｺ

193 石川　涼音　(1) ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾈ 231 萩原　あかね(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｶﾈ

192 原田　咲雪　(1) ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕｷ 237 加藤　嶺奈　(1) ｶﾄｳ ﾚﾅ

ナンバー

チーム名

記 録

順 位

監 督

選 手 1032 栗本　　梢　(1) ｸﾘﾓﾄ ｺｽﾞｴ

登録番号 1033 前田　　朋　(1) ﾏｴﾀ ﾄﾓ

氏名 1034 樋渡　彩花　(1) ﾋﾜﾀﾘ ｱﾔｶ

(学年) 1066 齋藤　祐希　(2) ｻｲﾄｳ ﾕｷ

ﾌﾘｶﾞﾅ 1067 綱淵　仁美　(2) ﾂﾅﾌﾞﾁ ﾋﾄﾐ

1069 三浦　万歩　(1) ﾐｳﾗ ﾏﾎ

1032,1033,1034　 酒田西高校

1066,1067,1069 　酒田東高校

時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒 時間　   　　分　   　　秒

女子 第２５回 山形県高等学校駅伝競走大会 参加チーム一覧

19 20 21

山形城北高校 東海大学山形高校 山形学院高校

時間　   　　分　   　　秒

佐藤　陽介（酒田東）

吉田　　進 小俣　富一 大沼　敬浩

22

酒田東・酒田西高校


