
期　　　日　 ８／２７・２８ 決勝(トラック・フィールド)記録表(男) 審判長
陸　協　名 米沢 競技会名 置賜地区

オイタマチク

高校新人陸上
コウコウシンジンリクジョウ

記録主任
主催団体名　 米沢市陸上競技協会 競技場名　 米沢市営陸上競技場

種目
芳賀　優亮　２ 岡崎　凌弥　１ 久米澤一稀　２ 佐藤　優輝　２ 我妻　誉浩　２ 田中慎太郎　１ 大地信之介　１ 近藤　達也　１

11”07 (+3.6) 11”29 (+3.6) 11”29 (+3.6) 11”32 (+3.6) 11”37 (+3.6) 11”43 (+3.6) 11”47 (+3.6) 11”54 (+3.6)
山木　伝説　１ 髙橋　尚展　２ 久米澤一稀　２ 田中慎太郎　１ 岡崎　凌弥　１ 佐藤　　舜　１ 沖田　竜馬　１ 菅野　康太　１

21”95 (+3.7) 22”87 (+3.7) 22”97 (+3.7) 23”37 (+3.7) 23”45 (+3.7) 23”52 (+3.7) 23”59 (+3.7) 23”95 (+3.7)
山木　伝説　１ 髙橋　尚展　２ 佐藤　　舜　１ 菅野　　翼　１ 髙橋　祐太　２ 近藤　柊斗　２

48”76 GR 51”95 53”50 54”18 54”31 55”18
安部　斗夢　２ 菅井　大地　２ 情野　　神　２ 押切　啓介　２ 須貝　誠耶　１ 佐竹　峻介　２ 小川　諒介　１ 笹原　広一　２

2’01”26 2’03”29 2’04”71 2’04”75 2’05”99 2’07”04 2’07”57 2’08”00
安部　斗夢　２ 鈴木　一哉　２ 西京　　毅　２ 押切　啓介　２ 伊藤　　翼　２ 菅井　大地　２ 加地慎之介　２ 情野　　神　２

4’10”50 4’13”85 4’16”21 4’18”86 4’20”07 4’20”48 4’23”65 4’26”54
鈴木　一哉　２ 伊藤　　翼　２ 小出　央人　２ 吉田　周平　１ 紺野　洋樹　２ 酒井　佑貴　１ 西京　　毅　２ 青木　鴻斗　１

15’51”80 16’03”22 16’20”34 16’23”94 16’38”32 16’46”14 16’54”64 16’57”41
江口　悠貴　２ 竹田　悠真　１ 板垣　善博　２

14”92 (+1.6) GR 16”26 (+1.6) 16”26 (+1.6)
江口　悠貴　２ 髙橋　祐太　２ 大地信之介　１ 八巻　洸郁　１

54”25 GR 59”12 1’01”97 1’07”80
小出　央人　２ 髙橋　　椋　２ 吉田　周平　１ 青木　鴻斗　１ 佐竹　峻介　２ 安部　亮太　２ 小貫　瑠也　１ 髙橋　宏充　２

10’07”79 10’16”67 10’23”77 10’29”06 10’42”17 10’50”76 10’55”02 10’55”32
近　　駿哉　２ 飯澤　大志　２ 西村　　翔　１

28’03”43 31’41”81 35’59”94
九里 43”77 米中央 44”59 興譲館 45”99 米沢東 47”46 高畠 48”63 長井 49”52 南陽 49”77 長井工 50”78
岡崎　凌弥　１ 須藤　　海　２ 設楽　陽介　２ 神保　俊貴　１ 菅野　　翼　１ 小関　忠樹　２ 川部　秀明　１ 新野　悠人　１
山木　伝説　１ 佐藤　優輝　２ 近藤　達也　１ 太田　勝也　１ 山本　尚也　２ 髙橋　祐太　２ 志釡　健斗　２ 遠藤　颯大　２
芳賀　優亮　２ 菅野　康太　１ 沖田　竜馬　１ 近藤　柊斗　２ 菅野　重丸　１ 田井地　諒　２ 横山　優貴　２ 鈴木　駿太　１
江口　悠貴　２ 久米澤一稀　２ 佐藤　　舜　１ 佐藤　邦憲　２ 上林　拓也　１ 渡部　　優　２ 梅津　紘仁　２ 衣袋　佳太　１

九里 3’26”40 GR 米沢東 3’42”70 興譲館 3’43”11 高畠 3’44”78 長井 3’46”03 小国 3’51”88 米沢工 3’54”31 置賜農 3’59”78
髙橋　尚展　２ 太田　勝也　１ 近藤　達也　１ 菅野　　翼　１ 小関　忠樹　２ 佐藤　鴻泰　１ 八巻　洸郁　１ 片山　祥平　２
江口　悠貴　２ 小川　諒介　１ 西京　　毅　２ 上林　拓也　１ 髙橋　祐太　２ 船山　眞吾　１ 大地信之介　１ 原田　　学　２
安達　恭平　２ 近藤　柊斗　２ 佐藤　　舜　１ 猪野　航平　１ 押切　啓介　２ 伊藤　　翼　１ 長澤　拓斗　２ 川崎　僚也　２
山木　伝説　１ 佐藤　邦憲　２ 遠藤　　亮　２ 小林　達哉　１ 田井地　諒　２ 塚原　力哉　１ 青木　鴻斗　１ 濱田　晃多　２

齋藤　拓也　２ 佐藤　邦憲　２ 横山　優貴　２
1m75 1m65 1m60

安達　恭平　２ 須藤　　海　２ 佐藤　優輝　２ 芳賀　優亮　２ 太田　勝也　１ 山本　尚也　２ 渡邉　久弥　１ 横山　優貴　２
6m57 (+2.4) 6m57 (+2.0) 6m19 (+3.0) 6m12 (-1.5) 5m73 (+2.3) 5m64 (+3.0) 5m43 (+3.2) 5m38 (+1.7)

須藤　　海　２ 安達　恭平　２ 堀江　岳浩　２ 佐藤　邦憲　２ 齋藤　拓也　２ 太田　勝也　１ 石川　雄大　１
13m07 (0.4) 12m89 (+0.1) 12m78 (0.0) 11m84 (-0.1) 11m80 (+1.2) 11m74 (0.0) 11m15 (+1.0)

髙橋　亮太　２ 飯澤　和幸　２ 佐藤　俊介　２ 青木謙一朗　２ 安部　朋晃　２ 鈴木　康平　１ 川部　秀明　１ 金子　信朗　２
11m59 9m93 9m61 9m56 9m13 7m58 7m46 6m95

渡部　　優　２ 川部　秀明　１ 長沼　紀彦　２ 菅野　重丸　１ 伊藤　諄政　２ 吉田　剛基　１ 小関　智崇　２ 金子　信朗　２
49m54 38m92 36m17 35m88 33m46 29m24 27m65 26m47

髙橋　亮太　２ 佐藤　俊介　２ 飯澤　和幸　２ 田中　昇吾　２ 伊藤　諄政　２ 原田　　学　２ 安部　朋晃　２ 菅野　重丸　１
36m09 29m94 28m83 28m71 23m54 23m21 20m79 18m97

田中　昇吾　２ 長沼　紀彦　２ 渡部　　優　２
39m83 36m77 23m22

２００ｍ　予選　山木　伝説　１　（九里学）　２２”２５　GR
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期　　　日　 ８／２７・２８ 決勝(トラック・フィールド)記録表(女) 審判長
陸　協　名 米沢 競技会名 置賜地区

オイタマチク

高校新人陸上
コウコウシンジンリクジョウ

記録主任
主催団体名　 米沢市陸上競技協会 競技場名　 米沢市営陸上競技場

種目
蜂屋　里実　２ 小川　奈美　１ 金子　　咲　１ 安部　優香　２ 髙山　佳奈　１ 髙橋　里奈　１ 鈴木　恵美　１

13”00 (+4.5) 13”07 (+4.5) 13”08 (+4.5) 13”15 (+4.5) 13”34 (+4.5) 13”39 (+4.5) 13”42 (+4.5)
安部　優香　２ 小川　奈美　１ 丸山　真琴　２ 南齋　美月　１ 蜂屋　里実　２ 菊池　利江　１ 髙橋　璃帆　２ 後藤　千春　１

27”35 (+3.1) 27”64 (+3.1) 27”86 (+3.1) 27”86 (+3.1) 28”30 (+3.1) 28”75 (+3.1) 29”48 (+3.1) 29”92 (+3.1)
髙橋さおり　１ 南谷　紗果　１ 二宮　奈菜　２ 鈴木　美幸　１ 早川　真帆　１ 菊池　利江　１ 竹田　千昌　１

1’03”16 1’05”13 1’05”86 1’06”25 1’07”21 1’07”96 1’09”92
髙橋さおり　１ 早川　真帆　１ 梅津　望美　１ 樋口小百合　１ 鈴木　美幸　１ 渡部　樹里　１ 二宮　奈菜　２ 佐藤　美穂　１

2’24”12 2’27”27 2’27”29 2’31”86 2’34”44 2’35”30 2’37”49 2’37”68
樋口小百合　１ 梅津　望美　１ 村上　加奈　１ 佐藤　美穂　１ 渡部　樹里　１ 渡邉　志保　２ 小林　美季　１ 髙橋　美貴　１

5’04”98 5’12”28 5’13”46 5’22”13 5’23”58 5’24”79 5’33”00 5’37”62
村上　加奈　１ 渡邉　志保　２ 神保菜々香　１ 江口　　葵　１

11’18”73 11’23”54 13’14”95 14’06”72
髙山　佳奈　１ 加藤　憂華　２ 髙梨　千明　２ 海老名梨花　１ 井田　帆南　１ 小松　美穂　１ 田村夏菜恵　１ 鈴木　　南　１

16”11 (-1.1) 17”72 (-1.5) 17”75 (-1.5) 18”23 (-1.1) 18”37 (-1.5) 18”57 (-1.1) 19”40 (-1.1) 20”31 (-1.5)
髙梨　千明　２ 鈴木　　南　１ 近野　有菜　１

1’16”14 1’19”51 1’23”19
青木　綾香　２

31’52”18
興譲館 52”32 九里 52”43 米沢東 53”74 長井 54”01 南陽 56”15 置賜農 59”96 高畠 DSQ１→２

南谷　紗果　１ 髙橋　里奈　１ 田村夏菜恵　１ 鈴木　　南　１ 田村菜々美　１ 北原莉里子　２ 鈴木　美緒　１
蜂屋　里実　２ 南齋　美月　１ 髙橋　璃帆　２ 加藤　憂華　２ 本田陽菜子　２ 伊藤　　楓　２ 竹田　千昌　１
金子　　咲　１ 髙山　佳奈　１ 鈴木　美幸　１ 八田　実優　１ 小松　美穂　１ 寒河江友美　２ 近野　有菜　１
安部　優香　２ 丸山　真琴　２ 西村　衣織　２ 菊池　利江　１ 鈴木　恵美　１ 佐藤　綾香　２ 大河原杏里　１

九里 4’15”77 興譲館 4’22”07 長井 4’28”92 米沢東 4’39”48 高畠 4’47”16 南陽 4’55”40
髙橋　里奈　１ 蜂屋　里実　２ 菊池　利江　１ 田村夏菜恵　１ 鈴木　美緒　１ 田村菜々美　１
髙橋さおり　１ 金子　　咲　１ 加藤　憂華　２ 鈴木　美幸　１ 小林　美季　１ 本田陽菜子　２
南齋　美月　１ 安部　優香　２ 鈴木　　南　１ 髙橋　璃帆　２ 神保菜々香　１ 小松　美穂　１
丸山　真琴　２ 南谷　紗果　１ 梅津　望美　１ 西村　衣織　２ 竹田　千昌　１ 鈴木　恵美　１

大平　　凜　１ 笠原美寿々　２ 本間　莉那　２ 金子　　咲　１ 村山　志織　１
1m40 1m35 1m35 1m30 1m30

髙橋　里奈　１ 南齋　美月　１ 丸山　真琴　２ 島津　　遥　２ 西村　衣織　２ 大平　　凜　１ 今野　未来　１ 笠原美寿々　２
4m80 (+0.5) 4m75 (+2.1) 4m70 (+1.2) 4m69 (+2.4) 4m62 (+0.9) 4m58 (0.0) 4m35 (+1.0) 4m19 (-1.5)

佐藤　逸美　２ 志釡澄萌世　２ 浅井　里央　１ 佐藤　結花　１ 佐野　朱音　２ 後藤　園可　１ 伊藤　　楓　２
8m86 8m33 7m40 6m08 6m03 5m97 5m74

丸山　美都　１ 須田　　梢　１ 佐藤　結花　１ 横山美瑠姫　１ 鈴木沙李那　１ 浅井　里央　１
27m98 25m22 19m17 19m02 18m85 18m45

志釡澄萌世　２ 佐藤　逸美　２ 丸山　美都　１ 後藤　園可　１ 佐野　朱音　２ 大河原礼美　１ 寒河江友美　２ 横山美瑠姫　１
32m73 27m63 27m60 19m85 19m51 16m29 15m57 15m05
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