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陸協名 　 競技会名 審判長

主　　催 競技場名 記録主任
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5/7 １００ｍ 658 髙橋 里奈 12.43 659 平山 怜奈 12.51 620 設楽 麻裕 13.06 641 佐藤 愛 13.15 601 大御 紅里 13.23 682 川口 真葵 13.36 700 小形 聡美 13.38 609 蜂屋 里美 13.63

(+2.0) (米沢中央・3） （大会新） (米沢中央・3） (米沢東・3） (九里学園・3） (米沢興譲館・3） (高畠・3） (長井・3） (米沢興譲館・2）

5/8 ２００ｍ 658 髙橋 里奈 25.96 659 平山 怜奈 26.34 601 大御 紅里 27.17 641 佐藤 愛 27.57 607 安部 優香 27.61 620 設楽 麻裕 28.09 642 外山 佳奈 28.12 651 南齋 美月 29.07
(+1.5) (米沢中央・3） （大会新） (米沢中央・3） (米沢興譲館・3） (九里学園・3） (米沢興譲館・2） (米沢東・3） (九里学園・3） (九里学園・1）

5/7 ４００ｍ 644 長谷川 智子 1.02.98 645 丸山 真琴 1.03.94 650 髙橋 さおり 1.05.56 683 須藤 祐加 1.06.17 701 金子 莉紗 1.06.90 617 伊藤 円 1.11.22 729 渡部 樹里 1.12.87 734 森谷 尚子 1.15.60
(九里学園・3） (九里学園・2） (九里学園・1） (高畠・3） (長井・3） (米沢東・3） (米沢工業・1） (米沢工業・1）

5/8 ８００ｍ 644 長谷川 智子 2.31.02 650 髙橋 さおり 2.35.02 655 早川 真帆 2.36.50 716 佐藤 美穂 2.38.19 602 嵐田 寛子 2.4158 699 安部 珠央莉 2.43.42 631 二宮 奈菜 2.45.29 680 高橋 侑花 2.46.51
(九里学園・3） (九里学園・1） (九里学園・1） (長井・1） (米沢興譲館・3） (長井・3） (米沢商業・2） (高畠・3）

5/7 １５００ｍ 646 髙橋 七海 4.39.02 640 山口 美里樹 4.59.13 656 樋口 小百合 5.08.56 657 小川 はるか 5.10.77 711 梅津 望美 5.12.01 628 植野 茉耶子 5.15.54 602 嵐田 寛子 5.24.22 705 竹田 紫月 5.25.28
(九里学園・2） （大会新） (九里学園・3） (九里学園・1） (米沢中央・3） (長井・1） (米沢商業・3） (米沢興譲館・3） (長井・3）

5/8 ３０００ｍ 646 髙橋 七海 9.58.06 640 山口 美里樹 10.52.57 657 小川 はるか 11.09.39 711 梅津 望美 11.20.21 628 植野 茉耶子 11.27.02 649 村上 加奈 11.39.18 608 渡邉 志保 12.07.56 705 竹田 紫月 12.09.44
(九里学園・2） （大会新） (九里学園・3） (米沢中央・3） (長井・1） (米沢商業・3） (九里学園・1） (米沢興譲館・2） (長井・3）

5/7 １００ｍＨ 647 髙梨 千明 17.04 648 髙山 佳奈 17.21 698 安部 詩織 17.32 704 髙橋 夏葵 18.83 707 加藤 憂華 19.58 684 菅野 亜耶香 19.80 675 井田 帆南 20.35 643 遠藤 翠 22.01
（-1.3) (九里学園・2） (九里学園・1） (長井・3） (長井・3） (長井・2） (高畠・3） (南陽・1） (九里学園・3）

5/8 ４００ｍＨ 643 遠藤 翠 1.11.91 683 須藤 祐加 1.13.53 698 安部 詩織 1.17.14 704 髙橋 夏葵 1.18.33
(九里学園・3） (高畠・3） (長井・3） (長井・3）

5/7 ５０００ｍＷ 606 青木 綾香 33.17.15 603 駒形 美里 34.17.64
(米沢興譲館・2） (米沢興譲館・3）

5/7 ４×１００ｍＲ 米沢中央 51.65 九里学園 52.03 興譲館 53.10 長井 53.65 米沢東 53.80 高畠 55.80 南陽 56.37 置賜農業 1.00.61
660 本間 莉那 642 外山 佳奈 610 鈴木 南々子 707 加藤 憂華 623 髙橋 璃帆 684 菅野 亜耶香 673 遠藤 彩夏 667 北原 莉里子
658 髙橋 里奈 644 長谷川 智子 609 蜂屋 里美 700 小形 聡美 620 設楽 麻裕 683 須藤 祐加 677 村上 奈月 666 伊藤 楓
661 島津 遥 645 丸山 真琴 607 安部 優香 704 髙橋 夏葵 619 近野 亜沙美 681 引地 玲菜 678 平田 春香 665 島津 美和
659 平山 怜奈 641 佐藤 愛 601 大御 紅里 698 安部 詩織 624 西村 衣織 682 川口 真葵 675 井田 帆南 668 佐野 朱音

5/8 ４×４００ｍＲ 九里学園 4.18.79 長井 4.27.19 米沢商業 4.36.96 米沢東 4.41.29 高畠 4.45.36
650 髙橋 さおり 700 小形 聡美 638 後藤 千春 621 島津 桃子 682 川口 真葵
645 丸山 真琴 701 金子 莉紗 631 二宮 奈菜 617 伊藤 円 683 須藤 祐加
643 遠藤 翠 704 髙橋 夏葵 630 髙橋 亜紗美 619 近野 亜沙美 680 高橋 侑花
644 長谷川 智子 698 安部 詩織 628 植野 茉耶子 618 大河原 夏海 685 長澤 美咲

5/7 走高跳 619 近野 亜沙美 1m50 621 島津 桃子 1m45 678 平田 春香 1m35 689 近野 有菜 1m35 660 本間 莉那 1m30 652 村山 志織 1m30
(米沢東・3） (米沢東・3） (南陽・3） (高畠・1） (米沢中央・2） (九里学園・1）

724 笠原 美寿々
(小国・2）

5/8 走幅跳 645 丸山 真琴 5m06 651 南齋 美月 4m59 664 大平 凜 4m51 654 髙橋 里奈 4m48 700 小形 聡美 4m45 661 島津 遥 4m34 624 西村 衣織 4m33 677 村上 奈月 4m26

(九里学園・2） (+0.5) (九里学園・1） (+0.5) (米沢中央・1） (+5.5) (九里学園・1） (+3.1) (長井・3） (+0.0) (米沢中央・2） (-1.1) (米沢東・2） (+3.1) (南陽・3） (+3.9)

5/7 砲丸投 687 佐藤 逸美 8m70 618 大河原 夏海 8m52 653 丸山 美都 8m34 662 志釜 澄萌世 8m24 710 浅井 里央 7m46 681 引地 玲菜 6m21

(高畠・2） (米沢東・3） (九里学園・1） (米沢中央・2） (長井・1） (高畠・3）

5/7 円盤投 662 志釜 澄萌世 30m23 687 佐藤 逸美 26m16 653 丸山 美都 23m69 681 引地 玲菜 21m97 635 長澤 里保 16m15 669 寒河江 友美 16m05 634 佐藤 愛咲美 13m06 671 大河原 礼美 12m67

(米沢中央・2） (高畠・2） (九里学園・1） (高畠・3） (米沢商業・1） (置賜農業・2） (米沢商業・1） (置賜農業・1）

5/8 やり投 618 大河原 夏海 30m73 653 丸山 美都 29m91 662 志釜 澄萌世 25m91 693 須田 梢 22m95 635 長澤 里保 20m02 697 横山 美瑠姫 19m30 668 佐野 朱音 14m81 634 佐藤 愛咲美 12m77

(米沢東・3） (九里学園・1） (米沢中央・2） (高畠・1） (米沢商業・1） (高畠・1） (置賜農業・2） (米沢商業・1）
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山形（米沢） 置賜地区高等学校春季総体陸上競技大会
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5/7 １００ｍ 661 遠藤 優希 11.17 642 芳賀 優亮 11.18 663 山口 揚嗣 11.30 645 我妻 誉浩 11.41 639 長谷川 涼 11.49 664 渡部 崇久 11.53 602 太田 壮 11.54

(+2.6) (米沢中央・3） (九里学園・2） (米沢中央・3） (九里学園・2） (九里学園・3） (米沢中央・3） (米沢興譲館・3）

5/8 ２００ｍ 655 山木 伝説 22.32 661 遠藤 優希 22.52 721 本田 敦哉 22.79 646 髙橋 尚展 23.04 663 山口 揚嗣 23.27 671 久米澤 一稀 23.48 642 芳賀 優亮 23.73 756 佐藤 良樹 23.79
(-0.5) (九里学園・1） (米沢中央・3） (高畠・3） (九里学園・2） (米沢中央・3） (米沢中央・2) (九里学園・2） (小国・3）

5/7 ４００ｍ 655 山木 伝説 49.47 636 島貫 大貴 50.68 721 本田 敦哉 51.23 646 髙橋 尚展 52.00 756 佐藤 良樹 53.66 671 久米澤 一稀 54.74 601 荒川 修斗 56.15 776 我妻 亮太 56.75
(九里学園・1） (九里学園・3） (高畠・3） (九里学園・2） (小国・3） (米沢中央・2) (米沢興譲館・3） (米沢工業・3）

5/8 ８００ｍ 648 安部 斗夢 2.02.86 651 菅井 大地 2.04.42 636 島貫 大貴 2.04.48 719 熊谷 聡太 2.05.19 748 遠藤 翔太 2.06.74 709 羽生田 啓太 2.08.36 742 笹原 広一 2.08.53 733 横澤 健太 2.12.01
(九里学園・2） (九里学園・2） (九里学園・3） (高畠・3） (長井工業・3) (南陽・3） (長井・2） (長井・3）

5/7 １５００ｍ 648 安部 斗夢 4.13.97 719 熊谷 聡太 4.15.08 724 鈴木 一哉 4.16.34 659 菅野 統 4.１6.96 651 菅井 大地 4.19.10 712 鈴木 陸哉 4.23.87 798 吉田 周平 4.24.75 713 竹田 衣武希 4.26.02
(九里学園・2） (高畠・3） (高畠・2） (米沢中央・3） (九里学園・2） (南陽・3） (米沢工業・1） (南陽・3）

5/8 ５０００ｍ 784 伊藤 翼 16.26.49 640 髙橋 郁人 16.32.99 659 菅野 統 16.40.35 742 笹原 広一 16.46.06 604 嘉藤 浩太朗 16.46.48 737 小出 央人 16.47.32 732 紺野 圭汰 16.49.07 603 小川 智也 16.55.84
(米沢工業・2） (九里学園・3） (米沢中央・3） (長井・2） (米沢興譲館・3） (長井・2） (長井・3） (米沢興譲館・3）

5/7 １１０ｍＨ 643 江口 悠貴 15.45 638 相馬 彪士 16.26 647 板垣 善博 16.90 731 後藤 弘行 17.44 792 大地 信之介 18.67
（-0.9) (九里学園・2） （大会新） (九里学園・3） (九里学園・2） (長井・3） (米沢工業・1）

5/8 ４００ｍＨ 643 江口 悠貴 56.38 638 相馬 彪士 56.89 731 後藤 弘行 1.02.36 633 井上 光平 1.22.80
(九里学園・2） （大会新） (九里学園・3） （大会新） (長井・3） (米沢商業・2)

5/7 ３０００ｍＳＣ 780 佐竹 信哉 9.48.97 649 髙橋 椋 10.21.10 737 小出 央人 10.26.62 732 紺野 圭汰 10.51.54 606 丸山 健太 10.56.32 782 堤 浩平 11.02.82 750 佐竹 峻介 11.03.49 711 冨樫 崇仁 11.05.02
(米沢工業・3） （大会新） (九里学園・2） (長井・2） (長井・3） (米沢興譲館・3） (米沢工業・3） (長井工業・2) (南陽・3）

5/7 ５０００ｍＷ 641 青野 潤紀 27.36.97 779 竹田 龍司 27.53.79 739 近 駿哉 30.08.92 735 飯澤 大志 30.16.74
(九里学園・3） (米沢工業・3） (長井・2） (長井・2）

5/7 ４×１００ｍＲ 九里学園 43.37 米沢中央 43.73 高畠 45.22 興譲館 45.44 南陽 45.51 米沢工業 45.81 長井 46.98 長井工業 47.71
645 我妻 誉浩 669 佐藤 優輝 727 上林 拓也 609 近藤 歩 710 松林 勝也 791 八巻 洸郁 734 飯澤 和幸 751 鈴木 寛徳
643 江口 悠貴 664 渡部 崇久 721 本田 敦哉 602 太田 壮 707 五十嵐 大輔 776 我妻 亮太 731 後藤 弘行 749 遠藤 颯大
642 芳賀 優亮 663 山口 揚嗣 717 佐藤 卓弥 616 佐藤 舜 716 平吹 将大 775 霜柿 佑輔 743 田井地 諒 750 佐竹 峻介
655 山木 伝説 661 遠藤 優希 720 田中 涼 611 設楽 陽介 708 佐藤 豪 778 情野 春樹 738 小関 忠樹 752 立石 卓也

5/8 ４×４００ｍＲ 九里学園 3.28.23 米沢中央 3.37.53 南陽 3.41.25 長井 3.42.14 高畠 3.42.85 米沢工業 3.43.00 米沢興譲館 3.47.51 長井工業 3.50.65
646 髙橋 尚展 （大会新） 670 斎藤 涼 708 佐藤 豪 738 小関 忠樹 717 佐藤 卓弥 776 我妻 亮太 601 荒川 修斗 751 鈴木 寛徳
636 島貫 大貴 664 渡部 崇久 713 竹田 衣武希 731 後藤 弘行 721 本田 敦哉 775 霜柿 佑輔 610 西京 毅 749 遠藤 颯大
638 相馬 彪士 663 山口 揚嗣 712 鈴木 陸哉 737 小出 央人 719 熊谷 聡太 780 佐竹 信哉 613 星 悠一郎 748 遠藤 翔太
655 山木 伝説 662 菅野 誠也 709 羽生田 啓太 745 髙橋 祐太 720 田中 涼 793 青木 鴻斗 602 太田 壮 750 佐竹 峻介

5/7 走高跳 716 平吹 将大 1m83 654 竹田 悠真 1m70 752 立石 卓也 1m70 741 齋藤 拓也 1m65 729 菅野 翼 1m65 614 堀江 岳浩 1m65 704 横山 優貴 1m60 627 佐藤 邦憲 1m60
(南陽・3） （大会新） (九里学園・1） (長井工業・3) (長井・2） (高畠・1） (米沢興譲館・2） (南陽・2） (米沢東・2)

5/7 走幅跳 778 情野 春樹 6m60 668 須藤 海 6m56 642 芳賀 優亮 6m37 775 霜柿 佑輔 6m28 644 安達 恭平 6m12 669 佐藤 優輝 6m07 710 松林 勝也 5m95 602 太田 壮 5m75

(米沢工業・3） (+2.2) (米沢中央・2) (+3.5) (九里学園・2） (+4.0) (米沢工業・3） (+2.6) (九里学園・2） (+4.7) (米沢中央・2) (+1.3) (南陽・3） (+1.5) (米沢興譲館・3） (+1.4)

5/8 三段跳 668 須藤 海 13m70 644 安達 恭平 12m58 662 菅野 誠也 12m41 614 堀江 岳浩 12m37 778 情野 春樹 12m23 716 平吹 将大 12m17 669 佐藤 優輝 12m00 775 霜柿 佑輔 11m78

(米沢中央・2)
(-1.5)

(大会新)
(九里学園・2） (-0.1) (米沢中央・3） (-1.5) (米沢興譲館・2） (+0.5) (米沢工業・3） (-3.0) (南陽・3） (+0.8) (米沢中央・2) (+0.1) (米沢工業・3） (+0.8)

5/8 砲丸投 637 金子 尭宙 14m06 672 髙橋 亮太 11m12 666 髙野 武 10m87 734 飯澤 和幸 10m36 653 佐藤 俊介 10m36 786 青木 謙一朗 10m09 652 田中 昇吾 9m51 757 安部 朋晃 8m66

(九里学園・3） (米沢中央・2) (米沢中央・3） (長井・2） (九里学園・2） (米沢工業・2） (九里学園・2） (小国・2）

5/7 円盤投 637 金子 尭宙 42m76 672 髙橋 亮太 34m56 666 髙野 武 33m46 653 佐藤 俊介 30m16 755 齋藤 涼 27m68 665 新藤 豪之 27m39 734 飯澤 和幸 26m54 652 田中 昇吾 24m80

(九里学園・3） （大会新） (米沢中央・2) (米沢中央・3） (九里学園・2） (小国・3） (米沢中央・3） (長井・2） (九里学園・2）

5/7 ハンマー投 666 髙野 武 43m78 665 新藤 豪之 41m77 652 田中 昇吾 34m00 755 齋藤 涼 31m02 673 長沼 紀彦 29m86 653 佐藤 俊介 23m40 637 金子 尭宙 17m39

(米沢中央・3） (米沢中央・3） (九里学園・2） (小国・3） (米沢中央・2) (九里学園・2） (九里学園・3）

5/8 やり投 706 岡井 駿典 48m51 777 渡部 航 43m84 746 渡部 優 43m75 773 安部 直記 39m90 673 長沼 紀彦 39m32 715 中條 大輔 37m25 700 川部 秀明 36m52 672 髙橋 亮太 35m78

(南陽・3） (米沢工業・3） (長井・2) (米沢工業・3） (米沢中央・2) (南陽・3） (南陽・1） (米沢中央・2)
混成競技

日付 種目
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男子400m　予選　山木伝説　49.29（大会新）
男子200m　予選　山木伝説　22.27（+1.9）　(大会新)

後藤　忠二

 置賜地区高等学校体育連盟 米沢市営陸上競技場 大泉　牧子

平成２３年５月７日（土）・８日（日） トラック・フィールド決勝記録一覧（男　子）

山形（米沢） 置賜地区高等学校春季総体陸上競技大会




