
◆AdvancedClass 

順位 学校名 選手名 
ベスト 

タイム 

１ 長井工業 岡野 航 15.64 

２ 長井工業 加藤 弘基 16.19 

３ 鶴岡工業 齋藤 直也 16.87 

３ 米沢工業 髙橋 郁 16.87 

５ 鶴岡工業 柴田 拓弥 17.19 

６ 山形電波 矢萩 豪 17.68 

７ 鶴岡工業 檜山 雄希 17.74 

８ 鶴岡工業 本間 俊丞 17.76 

９ 山形電波 阿部 司 18.00 

１０ 長井工業 菅原 秀樹 18.05 

１１ 山形電波 大泉 真人 18.61 

１２ 鶴岡工業 岩城 拓哉 19.44 

１３ 山形電波 横山 卓也 19.68 

１４ 米沢工業 鈴木 智大 22.40 

１５ 鶴岡工業 菅原 将 24.94 

１６ 酒田工業 佐藤 元紀 26.97 

１７ 東根工業 渡邉 祐哉 32.25 

３５台中１７台完走（完走率４８．６％） 

※昨年度完走率５５．３％ 

◇全国大会出場者 

長井工業 岡野 航 

長井工業 加藤 弘基 

鶴岡工業 齋藤 直也 

※第３代表は規定により鶴工（齋藤）を派遣 

 

◆BasicClass 

順位 学校名 選手名 
ベスト 

タイム 

１ 米沢工業 小松 勇輝 23.54 

２ 山形電波 海老名拓哉 24.22 

３ 米沢工(定) 鈴木 秀利 24.43 

４ 山形電波 滝口 裕樹 24.49 

５ 長井工業 富樫 修 24.77 

６ 米沢工業 田村未千明 25.05 

７ 米沢工(定) 菅野 均 25.35 

８ 長井工業 沼澤 広大 25.69 

９ 長井工業 鈴木 弘也 26.02 

１０ 山形電波 粟野 元揮 26.23 

１１ 米沢工業 二宮 貴哉 26.26 

１２ 山形電波 川村 巧 26.42 

１３ 鶴岡工業 本間 大貴 26.55 

１４ 米沢工(定) 小関 駿太 26.65 

１５ 鶴岡工業 工藤 海斗 27.14 

１６ 米沢工業 嶋貫 大介 27.61 

１７ 米沢工業 高橋 友貴 28.53 

１８ 山形工業 佐藤 友章 28.91 

１９ 鶴岡工業 大川 康平 29.04 

２０ 新庄神室 岸 諭 29.49 

２１ 新庄神室 鈴木 雄大 30.00 

２２ 羽  黒 佐藤 友宣 30.25 

２３ 鶴岡工業 佐藤 順 30.27 

２４ 寒河江工 長岡 貴史 30.74 

２５ 山形電波 五十嵐剛史 31.33 

２５ 鶴岡工業 小野 拓也 31.33 

２７ 新庄神室 早坂健太郎 31.47 

２８ 鶴岡工業 小松 孝彰 31.64 

２９ 東根工業 宇治川大也 32.49 

３０ 山形工業 樋口 祐也 32.62 

３１ 羽  黒 柿崎 優香 32.95 

３２ 寒河江工 中谷 亮介 33.06 

３３ 羽  黒 松浦 文弥 33.13 

３４ 寒河江工 荒井 貴大 33.23 

３５ 羽  黒 高橋 勇人 35.35 

３６ 長井工業 安達 由衣 35.86 

３７ 山形工業 本間 崇 38.66 

３８ 東根工業 阿部 友哉 39.86 

３９ 長井工業 鈴木 真実 43.94 

４０ 長井工業 長沼 弘晃 44.21 

６５台中４０台完走（完走率６１．５％） 

※昨年度完走率５４．７％ 

◇全国大会出場者 

米沢工業 小松 勇輝 

山形電波 海老名拓哉 

 

 

◇特別賞 

   米沢工業（定） 

※初出場でありながら、全国大会出場に迫る成績を

収め、今後更なる活躍に期待して贈られた。 

 


