
AdvancedClass の部 

順位 学校名 選手名 
ベスト 

タイム 

１ 長井工業 渋谷 大輔 15.69 

２ 長井工業 石山 康之 16.14 

３ 山形電波 加藤 涼一 17.22 

４ 鶴岡工業 佐藤  充 17.97 

５ 山形電波 原田  凌 18.06 

６ 山形電波 村岡 恭臣 18.42 

７ 山形工業 代田 佑介 18.62 

８ 長井工業 菅原 秀樹 18.73 

９ 長井工業 岡野  航 18.81 

１０ 山形電波 小林 裕望 19.22 

１１ 山形電波 梅津 大志 19.31 

１２ 山形電波 市川 宏明 19.39 

１３ 長井工業 鈴木奈保子 19.42 

１４ 山形工業 坂口 慶介 20.02 

１５ 山形工業 鈴木 翔太 20.67 

１６ 山形電波 石山  豊 22.51 

１７ 米沢工業 渡部 耕生 24.97 

１８ 鶴岡工業 五十嵐聖矢 25.66 

１９ 米沢工業 鈴木 榛華 27.97 

２０ 山形工業 長谷川紘二 31.07 

２１ 鶴岡工業 小鷹  嶺 40.86 

３８台中２１台完走（完走率５５．３％） 

※昨年度完走率３６．６％ 

◇全国大会出場者 

長井工業 渋谷 大輔 

長井工業 石山 康之 

山形電波 加藤 涼一 

 

◇奨励賞 

米沢工業 渡部 耕生 

   山形工業 代田 佑介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BasicClass の部 

順位 学校名 選手名 
ベスト 

タイム 

１ 山形電波 鈴木 康浩 25.88 

２ 長井工業 小笠原美月 26.81 

３ 長井工業 鈴木真唯子 27.04 

４ 鶴岡工業 菅原  将 27.39 

５ 鶴岡工業 高野 克彦 27.75 

６ 山形工業 林  啓介 28.13 

７ 山形電波 松田 拓洋 29.10 

８ 長井工業 飯澤 由樹 29.67 

９ 山形工業 中村 達也 29.82 

１０ 山形工業 齋藤 彩人 30.16 

１１ 山形電波 矢野 哲也 30.34 

１２ 山形工業 山口 哲央 30.40 

１３ 東根工業 塩野  徹 30.57 

１４ 鶴岡工業 今野  雅 30.64 

１５ 鶴岡工業 高橋 拓夢 31.28 

１６ 山形工業 山川 大地 32.59 

１７ 山形工業 粟野 鷹光 33.20 

１８ 東根工業 武田 侑太 34.10 

１９ 東根工業 本間 巧大 34.83 

２０ 米沢工業 縮 桃太郎 35.18 

２１ 鶴岡工業 原  広樹 35.58 

２２ 東根工業 山田 竜平 36.35 

２３ 米沢工業 堀米  凌 37.67 

２４ 鶴岡工業 大井 隆介 38.59 

２５ 東根工業 岸   隼 39.34 

２６ 東根工業 長沢 拓真 39.93 

２７ 鶴岡工業 金内 秀文 40.81 

２８ 長井工業 横山亜沙美 43.96 

２９ 羽  黒 高橋 雅人 47.37 

５３台中２９台完走（完走率５４．７％） 
※昨年度完走率４５．２％ 

◇全国大会出場者 
山形電波 鈴木 康浩 
長井工業 小笠原美月 
 

◇奨励賞 
山形工業 林  啓介 
東根工業 塩野 徹 
米沢工業 縮 桃太郎 
羽  黒 高橋 雅人 


