
◆Advanced Class 

順位 学校名 選手名 
ベスト 

タイム 

１ 山形工業 石塚 隆太 13"57  

２ 山形工業 遠藤 翔 13"60  

３ 長井工業 富樫 修 15"09  

４ 山形電波 芦野 暉久 15"60 

５ 鶴岡工業 本間 大貴 16"17   

６ 米沢工業 小浦 蒼 16"52  

７ 鶴岡工業 志田 好史 20"58 

８ 米沢工業 我妻 恭彰 21"43 

９ 米沢工業 小関 勇太 24"77 

３０台中９台完走（完走率３０．０％） 

※昨年度完走率３６．６％ 

◇全国大会出場者 

山形工業 石塚 隆太  遠藤 翔 

長井工業 富樫 修 

◆Basic Class 

順位 学校名 選手名 
ベスト 

タイム 

1 酒田光陵 五十嵐 翔 22"57 

2 酒田光陵 齋藤 博文 23"23 

3 山形電波 今田 伶奈 23"58 

4 酒田光陵 石向 諒多 23"80 

5 東根工業 堀 悠弥 24"05 

6 米沢工業定 飯島 弘樹 24"11 

6 米沢工業定 石田 大樹 24"11 

8 米沢工業 樋口 風音 24"32 

9 米沢工業定 我妻 良 24"79 

10 山形電波 安藤 真生 25"15 

11 山形電波 松田 尚人 25"58 

12 酒田光陵 斎藤 流生 

佐藤 幹人 

25"67 

13 東根工業 渡辺 俊貴 25"92 

14 寒河江工業 後藤 朋良 26"08 

15 寒河江工業 秋元 一真 26"77 

16 長井工業 松野 智恵 26"94 

17 長井工業 柳生 葵 27"01 

18 東根工業 後藤 孝浩 27"54 

19 東根工業 竹村 佳也 27"60 

20 長井工業 紺野 和希 

髙橋 司 

27"86 

20 東根工業 清野 拓実 27"86 

22 東根工業 青柳 拓臣 27"92 

23 酒田光陵 梅津 侑弥 28"01 

24 酒田光陵 山本 有希也 28"02 

25 東根工業 伊藤 直也 28"04 

26 東根工業 加藤 志隆 28"20 

26 長井工業 沼澤 元博 

斎藤 耀佑 

28"20 

28 東根工業 太田 聖史 28"99 

29 鶴岡工業 井上 拓哉 29"30 

30 東根工業 山口 大雅 29"44 

31 東根工業 梅津 翔太 29"48 

32 東根工業 板垣 穂乃香 29"73 

33 東根工業 松浦 貴之 29"77 

34 東根工業 中沢 瑛也 29"83 

35 新庄神室産 岸 正伸 30"98 

36 鶴岡工業 五十嵐 広也 31"97 

37 新庄神室産 三浦 信宏 33"09 

38 東根工業 今野 美於 33"67 

39 東根工業 長谷川 拓海 34"21 

40 山形工業 半田 翔太郎 35"70 

９０台中４０台完走（完走率４６．７％） 

※昨年度完走率４２．３％ 

◇全国大会出場者 

酒田光陵 五十嵐 翔 

山形電波 今田 伶奈 

 

◆各種表彰 

◇特別賞 

東根工業高等学校 

＜選考理由＞ 

BasicClass 32台 AdvancedClass 2台計 34台

もの参加台数で大会を盛り上げ、山形地区予選

で過去最大の台数（120台）に貢献した。 

◇奨励賞 

Advanced Class 

米沢工業 小浦  蒼 

Basic Class 

米沢工業定・飯島弘樹、米沢工業・樋口風音 

寒河江工業・後藤朋良、長井工業・松野智恵 

鶴岡工業・井上拓哉、新庄神室産・岸正伸 

山形工業・半田翔太郎 

 


