
第23回　全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会 決勝一覧表
兼　山形県小学生陸上競技大会 平成19年7月1日(日)

山形県総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1日 ５年　１００ｍ 樋口　直貴　５ 13.82 五十嵐洋明　５ 13.86 遠藤　陽太　５ 14.10 佐東　隼斗　５ 14.14 大瀧　凌太　５ 14.15 有吉　夢弥　５ 14.17 梶沼　将貴　５ 14.29 仁藤　秀斗　５ 14.71

風:+1.8 米沢関AC 暘光スポ少 千歳スポ少 中山町ｱｽﾘｰﾄ 狩川スポ少 沼田スポ少 東根ﾋﾞｯｸｸﾞﾛｰ ベースキング

1日 ６年　１００ｍ 真木　拓哉　６ 12.07 佐々木明憲　６ 12.63 五十嵐達也　６ 12.91 齋藤　魁成　６ 12.92 阿部　佑磨　６ 12.97 伊藤　和樹　６ 13.06 海藤　陽平　６ 13.25 太田　幸希　６ 13.32

風:+1.9 寒・西村山JrAC　 NER NGR けやきスポ少 ＳＲＫジュニア 川西小松ＢＢＪ おおさとスポ少 神町アスリート 神町アスリート 米沢南原スポ少
男 1日 １０００ｍ 池田　那生　６  3:02.55 長沼　大智　５  3:04.98 鴨田　直紀　６  3:07.67 薄場　　圭　６  3:08.52 谷地　宏康　６  3:08.53 佐藤　孝哉　６  3:08.59 上野　聖哉　６  3:08.75 情野　隼希　６  3:09.32

一條サッカー 米沢北部スポ少 この木ＭＢＣ 滝山アスリート 遊佐スポ少 余目第三スポ少 余目第三スポ少 米沢松川JAC

1日 ８０ｍＨ 堀井　雄太　６ 13.33 佐藤　向陽　６ 13.38 江口　幸希　６ 13.43 山口　恵祐　６ 13.44 三浦壮一朗　６ 13.48 色摩　伸平　６ 13.56 阿部　雅哉　６ 13.95 斎藤　歩夢　６ 15.61

風:+2.8 日新スポ少 むらさきしきぶ 金井アスリート うめばちスポ少 東根ﾋﾞｯｸｸﾞﾛｰ 米沢塩井FAC チーム鈴川 ｻﾝﾌﾚﾝｽﾞ戸沢
子 1日 ４×１００ｍ 川西小松ＢＢＪ 53.02 神町アスリート 53.06 ＳＲＫジュニア 54.05 村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 54.53 米沢南原スポ少 54.66 けやきスポ少 55.76 暘光スポ少 55.89 日新スポ少 60.33

   神保　俊貴　６    清野　湧斗　６    渡部　一人　６    武田　盛宏　６    太田　幸希　６    加藤　一朗　６    阿部　将也　６    堀井　雄太　６

   髙橋　賢太　６    海藤　陽平　６    石井　文也　６    森谷　和生　６    嵐田　貴裕　６    木村　拓巳　６    遠藤　大輔　６    古瀬　光明　６

   土田　敏幸　６    菊地弥真人　６    五十嵐　涼　６    石塚　　颯　６    田中慎太郎　６    大木　勇哉　６    五十嵐洋明　５    田村　寛司　６

   齋藤　魁成　６    伊藤　和樹　６    五十嵐達也　６    大山　拓魅　６    皆川　俊也　６    佐々木明憲　６    本間　崇文　６    川瀬　　拓　６

1日 走高跳 今野　陽平　６ 1m42 小形　春輝　６ 1m42 森川　文弥　６ 1m42 平　　　遼　６ 1m39 佐藤　和帆　６ 1m33 工藤　　峻　６ 1m33 髙山　海杜　６ 1m33 櫻井　光星　６ 1m30

小堅ｽﾎﾟ少 白鷹ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ 南沼原スポ少 赤湯ＡＣ 余目第一ｽﾎﾟ少 神町アスリート 米沢南原スポ少 南沼原スポ少

1日 走幅跳 半澤　孝太　６   4m57 石井　想太　６   4m56 田中　雄大　６   4m47 庄司　　晃　６   4m47 阿部　尚斗　６   4m45 古瀬　光明　６   4m44 小野　琢美　６   4m40 奥山　夏揮　６   4m36

里の子ﾋﾞｸﾄﾘｰＢ +0.8 村山ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ +0.6 わかたけスポ少 +0.8 八幡スポ少 +1.1 宮内ＡＣ +0.7 日新スポ少 +1.1 山形ＪＦＣ +1.0 天童南部ｱｽﾘｰﾄ +1.2

1日 ボール投 佐藤　　周　６  58m96 我妻　慶彦　６  56m94 佐藤　裕貴　６  56m46 山澤賢太朗　６  55m70 真木　浩一　６  55m58 加藤　力也　６  54m87 竹田　航星　６  54m11 遊佐　恵汰　６  53m94

南平田スポ少 わかわし野球 中平田野球 蔵増ｻｯｶｰ 白岩ﾚｯﾄﾞｻﾝﾀﾞｰｽ 上山スポ少 たくま陸上ｸﾗﾌﾞ 向町キッズ

1日 ５年　１００ｍ 佐藤日奈子　５ 13.81 高橋佳奈子　５ 14.32 鈴木　美菜　５ 14.45 寺島　萌美　５ 14.47 久保寺優希　５ 14.50 吉田　華慧　５ 14.51 阿部　未来　５ 14.59 井上　未夢　５ 14.62

風:+2.3 富士見スポ少 天童市JrAC 櫛引西スポ少 りんごう剣道 米沢塩井FAC 東根ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 泉スポ少 天童市JrAC

1日 ６年　１００ｍ 大木　彩乃　６ 13.70 齋藤　佐代　６ 13.78 八月朔日彩佳６ 13.84 小林　理香　６ 13.89 情野　夏美　６ 13.91 小川　奈美　６ 14.03 石山　里咲　６ 14.07 大類　美奈　６ 14.16

風:+2.7 神町アスリート 余目第二スポ少 チーム西根っ子 村山ACA 川西ＡＣ 小国陸上ｽﾎﾟ少 富沢スポ少 米沢松川JAC
女 1日 ８００ｍ 大谷　美優　６  2:29.17 青木　聖美　６  2:29.75 千葉　ゆみ　６  2:29.95 今野　史織　６  2:31.87 大泉　　南　６  2:35.97 阿部　優貴　６  2:35.98 島貫　姫夏　５  2:36.92 山本　真子　６  2:37.68

稲川レーシング べにばなスポ少 おもだかﾗﾋﾞｯﾂ IRCジュニア 寒・西村山JrAC 大石田ｷﾝﾀﾞｰｽﾞ 米沢万世スポ少 天童南部ｱｽﾘｰﾄ

1日 ８０ｍＨ 佐藤仁知香　６ 13.96 奥山　道代　６ 14.34 古澤千映里　６ 14.35 本間　千明　６ 14.51 吉田　実祝　６ 14.70 遠藤　　梢　６ 14.78 岸　はるか　６ 14.89 田中　　憂　６ 20.15

風:+2.8 高畠わかくさ 長岡陸上ｸﾗﾌﾞ 寒・西村山JrAC 福原中部スポ少 むらさきしきぶ 金井アスリート 朝暘第五スポ少 角川スポ少
子 1日 ４×１００ｍ 神町アスリート 55.60 村山ACA 55.62 中山町ｱｽﾘｰﾄ 56.32 チーム西根っ子 56.62 金井アスリート 57.05 富士見スポ少 57.28 米沢松川JAC 58.65

   東　　冴子　６    藤橋　菜央　６    森谷　美香　６    国井野々花　６    田村　詩織　６    高橋かれん　６    中澤　歩里　６

   小林　伸子　６    柳橋　志帆　６    五十嵐　皐　６    八月朔日彩佳６    遠藤　　梢　６    佐藤　美紗　６    高橋　優奈　６

   五十嵐愛美　６    設樂　文花　６    押野　加奈　５    渡部　成美　６    阿部　優樹　６    石川　千里　６    伊藤　凪冴　６

   大木　彩乃　６    小林　理香　６    片山　七海　６　    庄司　稚菜　６    花屋　果歩　６    佐藤日奈子　５    大類　美奈　６

1日 走高跳 佐藤　晴美　６ 1m31 押野　真央　６ 1m28 加藤　愛理　６ 1m25 佐藤　綾夏　６ 1m25 同順:髙橋　千咲 1m25 笹原　夏希　６ 1m20

天童南部ｱｽﾘｰﾄ はばたきＡＣ みつばちスポ少 金井アスリート 大富剣道教室 冨本アニマルズ

渋谷　葉月　６

赤湯ＡＣ

駒谷　　拡　６

むらさきしきぶ

半澤瀬里佳　６

寒・西村山JrAC

石垣　美智　６

稲川レーシング

佐藤　汐莉　６

長岡陸上ｸﾗﾌﾞ

1日 走幅跳 榎本まなみ　６   4m29 佐藤　菜々　６   4m26 渡部　綾乃　６   4m20 近野奈津緒　５   4m09 中川　果南　６   3m98 鈴木美沙紀　６   3m98 佐藤　佳澄　６   3m97 澤　真莉菜　６   3m88

広瀬スポ少 +1.2 里の子ﾋﾞｸﾄﾘｰＧ +1.5 長井ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ +1.1 米沢万世スポ少 +1.9 クローバー +1.6 長瀞剣道 +1.3 みつばちスポ少 +1.8 小堅ｽﾎﾟ少 +1.3

1日 ボール投 小川あかね　６  55m82 横山　美咲　６  49m44 野口　美奈　６  43m52 須佐茉里乃　６  41m87 片桐　　彩　６  41m10 阿部　純奈　６  41m00 相沢みづな　６  40m81 渡邉　　優　５  40m65

釜渕スポ少 米沢松川JAC 上山南スポ少 城北スポ少 東部チェリーズ 広野野球スポ少 羽黒ｽｷｰｽﾎﾟ少 米沢南部スポ少

凡例　ＮＥＲ：山形県小学校新記録　ＮＧＲ：大会新記録


