
平成２５年度　最北地区高等学校総合体育大会　陸上競技大会 13061503 決勝一覧表
山形県あかねヶ丘陸上競技場 063080

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/11 石井　想太　(3) 11.09/+0.1

楯岡 (予選10.94/+0.8 NGR)

押野　  晃  (3) 11.43/+0.1

楯岡

有吉　夢弥  (2) 11.45/+0.1

新庄北

布宮　颯人　(3) 11.49/+0.1

楯岡

黒澤　涼斗  (3) 11.53/+0.1

北村山

本木　天真  (2) 11.56/+0.1

新庄北

小関　悠太  (3) 11.80/+0.1

新庄北

伊藤　大輝  (1) 11.86/+0.1

村山農

２００ｍ 5/12 押野　  晃  (3) 22.54/+1.0

NGR楯岡

黒澤　涼斗  (3) 23.06/+1.7

北村山

布宮　颯人　(3) 23.59/+0.7

楯岡

田中　恭平  (2) 23.71/+0.7

新庄北

小関　悠太  (3) 24.07/+1.0

新庄北

保科　瑠生  (3) 24.18/+1.7

楯岡

大友　陽介  (1) 24.45/+1.0

新庄南

斉藤　直也  (2) 24.46/+1.7

新庄南

４００ｍ 5/11 押野　  晃  (3) 53.02

楯岡

黒澤　涼斗  (3) 54.40

北村山

斉藤　直也  (2) 54.92

新庄南

七夕　  至  (2) 55.68

新庄北

奥山　紘斗  (2) 55.99

楯岡

五十嵐　一真(3) 56.16

北村山

小野　涼太  (1) 56.18

神室産業

松沢　  翔  (1) 57.05

新庄北

８００ｍ 5/12 堀　  直人  (3)  2:04.23

新庄北

荒木　綾介  (3)  2:04.81

神室産業

伊藤　卓也  (2)  2:06.41

楯岡

堀　  友樹  (2)  2:09.45

新庄北

松田　知也  (2)  2:12.30

楯岡

菅野　智矢  (2)  2:14.80

東根工

長南　翔太  (2)  2:16.29

新庄南

丸岡　真輝  (1)  2:24.70

楯岡

１５００ｍ 5/11 伊藤　卓也  (2)  4:26.33

楯岡

荒木　綾介  (3)  4:27.03

神室産業

松田　直也  (2)  4:28.63

楯岡

松田　知也  (2)  4:31.88

楯岡

芦野　龍河  (2)  4:38.20

東根工

菊池　  崚  (1)  4:41.62

北村山

長南　翔太  (2)  4:45.72

新庄南

鈴木　  航  (2)  4:58.60

東根工

５０００ｍ 5/12 渡邉　聡佑  (2) 16:17.29

楯岡

海藤　竜也　(3) 16:22.81

楯岡

小林　祐仁  (2) 17:12.96

楯岡

三浦　祥吾  (2) 17:15.81

新庄北

芦野　龍河  (2) 17:19.41

東根工

堀　  友樹  (2) 17:40.71

新庄北

鈴木　  航  (2) 19:12.65

東根工

佐々木　孝昌(1) 19:35.09

神室産業

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/11 早坂　元樹  (1) 19.49/+1.1

楯岡

大場　涼平  (1) 19.75/+1.1

楯岡

松田　拓也  (1) 22.21/+1.1

楯岡

４００ｍＨ

(0.914m)

5/12 大場　涼平  (1)  1:08.11

楯岡

早坂　元樹  (1)  1:08.58

楯岡

松田　拓也  (1)  1:11.98

楯岡

３０００ｍＳＣ

(914mm)

5/11 渡邉　聡佑  (2) 10:13.21

楯岡

海藤　竜也　(3) 10:19.89

楯岡

小内　尚史  (3) 11:31.32

新庄北

黒沼　尚太郎(2) 11:37.86

新庄北

蜂谷　  遼　(3) 12:08.68

楯岡

加藤　大介  (1) 12:15.01

東根工

５０００ｍＷ 出場者なし

４×１００ｍ 5/11 楯　岡 43.11

NGR保科　瑠生  (3)

押野　  晃  (3)

布宮　颯人　(3)

石井　想太　(3)

新庄北 44.58

三上　陽輝  (1)

本木　天真  (2)

小関　悠太  (3)

有吉　夢弥  (2)

北村山 46.91

阿部　仁千翔(1)

黒澤　涼斗  (3)

五十嵐　一真(3)

小座間　寛晃(3)

村山農 47.15

今野　泰敬  (3)

米谷　匡弘  (1)

髙橋　龍司  (2)

伊藤　大輝  (1)

新庄東 47.42

藤澤　佑麻  (2)

西村　尚樹  (3)

宮田　知輝  (2)

八鍬　一宇  (2)

神室産業 47.69

五十嵐　桂太(2)

小野　涼太  (1)

柿﨑　陵児  (1)

荒木　綾介  (3)

４×４００ｍ 5/12 楯　岡  3:33.78

保科　瑠生  (3)

押野　  晃  (3)

布宮　颯人　(3)

石井　想太　(3)

新庄北  3:42.40

小関　悠太  (3)

堀　  直人  (3)

松沢　  翔  (1)

七夕　  至  (2)

北村山  3:48.14

黒澤　涼斗  (3)

五十嵐　一真(3)

小座間　寛晃(3)

阿部　仁千翔(1)

神室産業  3:54.13

小野　涼太  (1)

荒木　綾介  (3)

五十嵐　桂太(2)

柿﨑　陵児  (1)

東根工  4:02.41

矢萩　飛雅  (1)

金澤　礼一  (2)

芦野　龍河  (2)

菅野　智矢  (2)

走高跳 出場者なし

棒高跳 5/11 森谷　和生  (3) 4m20

楯岡

走幅跳 5/11 石井　想太　(3)   7m04/+0.9

NGR楯岡

柏倉　康平  (1)   6m42/+1.1

楯岡

西村　尚樹  (3)   5m98/+0.9

新庄東

齋藤　義紀  (2)   5m92/+1.0

楯岡

田中　恭平  (2)   5m73/+1.4

新庄北

星川　雅人  (3)   5m68/+1.2

北村山

八鍬　一宇  (2)   5m65/+0.9

新庄東

小座間　寛晃(3)   5m53/+1.4

北村山

三段跳 5/12 石井　想太　(3)  13m16/+3.0

楯岡

齋藤　義紀  (2)  12m67/+2.6

楯岡

髙橋　和貴  (2)  12m43/+4.2

楯岡

星川　雅人  (3)  12m33/+3.1

北村山

浅沼　恵太  (2)  11m54/+1.6

真室川

八鍬　一宇  (2)  11m20/+0.6

新庄東

砲丸投

(6.000kg)

5/11 髙橋　  光  (2)  12m63

NGR真室川

金澤　礼一  (2)  10m13

東根工

赤松　  岬  (1)   9m57

東根工

板垣　秀紀　(3)   9m52

楯岡

上野　滉平  (3)   8m42

北村山

寺岡　虎竜  (2)   7m63

東根工

円盤投

(1.750kg)

5/12 髙橋　  光  (2)  37m51

真室川

結城　  司  (3)  31m92

村山農

宮田　知輝  (2)  24m15

新庄東

板垣　  光  (2)  24m00

村山農

上野　滉平  (3)  23m80

北村山

軽部　優作  (3)  22m73

村山農

寺岡　虎竜  (2)  19m72

東根工

赤松　  岬  (1)  19m18

東根工

ハンマー投

(6.000kg)

5/12 髙橋　  光  (2)  30m81

真室川

太田　寬人  (2)  27m50

村山農

熊澤　一哉  (3)  26m75

村山農

岸　  睦朗  (3)  15m41

新庄東

やり投

(0.800kg)

5/11 浅沼　恵太  (2)  51m35

真室川

上野　滉平  (3)  46m13

北村山

西村　  亮  (3)  43m35

東根工

八鍬　一宇  (2)  43m22

新庄東

宮田　知輝  (2)  42m05

新庄東

柴崎　留維  (2)  39m49

楯岡

上田　  晃  (2)  37m95

新庄北

阿部　煕儀  (1)  34m96

北村山

男子

男子総合 楯　岡 161点 新庄北 45点 北村山 35点 真室川 26点 東根工 22点 村山農 21点 新庄東 19点 神室産業 14点

男子トラック競技 楯　岡 122点 新庄北 43点 北村山 22点 神室産業 14点 東根工 8点 新庄南 4点 村山農 3点 新庄東 2点

男子フィールド競技 楯　岡 39点 真室川 26点 村山農 18点 新庄東 17点 東根工 14点 北村山 13点 新庄北 2点

学校対抗

凡例（NGR:大会新記録）



平成２５年度　最北地区高等学校総合体育大会　陸上競技大会 13061503 決勝一覧表
山形県あかねヶ丘陸上競技場 063080

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/11 石山　里咲  (3) 13.19/-0.6

新庄北

三浦　咲稀  (2) 13.35/-0.6

新庄北

佐藤　涼葉  (3) 13.37/-0.6

楯岡

松田　愛奈  (2) 13.62/-0.6

楯岡

八鍬　  葵  (3) 13.65/-0.6

真室川

伊藤　麻衣  (3) 14.38/-0.6

北村山

星川　  梓  (2) 14.73/-0.6

北村山

青柳　留佳  (3) 14.93/-0.6

真室川

２００ｍ 5/12 三浦　咲稀  (2) 27.78/+1.7

新庄北

石山　里咲  (3) 27.83/-0.1

新庄北

松田　愛奈  (2) 28.72/-0.1

楯岡

磯谷　瑠香  (1) 28.82/+1.7

楯岡

松田　里菜  (2) 29.60/+1.7

新庄北

茂木　穂波  (1) 30.73/+1.7

楯岡

村形　  萌  (1) 32.35/-0.1

新庄南

菅原　優里花(1) 32.75/+1.7

新庄南

４００ｍ 5/11 安食　優花  (2)  1:04.54

神室産業

武田　舞永  (2)  1:05.76

新庄北

松田　愛奈  (2)  1:07.01

楯岡

伊藤　麻衣  (3)  1:08.19

北村山

佐藤　咲希  (2)  1:09.08

新庄北

笠原　日向子(1)  1:12.03

楯岡

斉藤　愛実  (1)  1:13.59

楯岡

柏倉　葉月  (3)  1:18.59

北村山

８００ｍ 5/12 松沢　佳菜  (3)  2:24.07

NGR新庄北

安食　優花  (2)  2:24.83

NGR神室産業

二戸　葉月  (3)  2:25.25

NGR神室産業

武田　舞永  (2)  2:34.89

新庄北

星川　瑞希  (2)  2:41.56

神室産業

笠原　日向子(1)  2:47.26

楯岡

１５００ｍ 5/11 松沢　佳菜  (3)  4:59.20

新庄北

二戸　葉月  (3)  5:01.37

神室産業

笠原　日向子(1)  5:41.69

楯岡

木田　弥希  (2)  5:48.95

神室産業

藤川    悠  (3)  5:53.61

楯岡

大場　彩絵  (1)  6:06.74

新庄北

３０００ｍ 5/12 木田　弥希  (2) 12:22.99

神室産業

藤川    悠  (3) 12:33.07

楯岡

門脇　真実  (2) 12:44.76

新庄北

今井　茉奈実(2) 15:15.38

新庄北

１００ｍＨ

(0.838m)

5/11 佐藤　涼葉  (3) 16.32/+0.4

NGR楯岡

渡辺　理穂  (2) 17.00/+0.4

楯岡

小野　未羽  (3) 17.29/+0.4

神室産業

青柳　留佳  (3) 17.53/+0.4

真室川

芦野　鈴佳  (3) 17.60/+0.4

楯岡

佐藤　杏奈  (2) 19.07/+0.4

新庄南

星川　  梓  (2) 21.17/+0.4

北村山

４００ｍＨ

(0.762m)

5/12 小野　未羽  (3)  1:11.63

神室産業

渡辺　理穂  (2)  1:13.36

楯岡

５０００ｍＷ 5/11 星川　瑞希  (2) 31:54.17

神室産業

４×１００ｍ 5/11 楯　岡 51.72

芦野　鈴佳  (3)

松田　愛奈  (2)

佐藤　涼葉  (3)

伊藤　香奈子(2)

新庄北 53.26

石山　里咲  (3)

三浦　咲稀  (2)

髙橋　志穂  (3)

松田　里菜  (2)

神室産業 55.41

小野　未羽  (3)

安食　優花  (2)

二戸　葉月  (3)

星川　瑞希  (2)

北村山 59.58

伊藤　麻衣  (3)

星川　  梓  (2)

北岡　李那  (3)

柏倉　葉月  (3)

４×４００ｍ 5/12 楯　岡  4:19.43

渡辺　理穂  (2)

松田　愛奈  (2)

佐藤　涼葉  (3)

伊藤　香奈子(2)

新庄北  4:20.85

武田　舞永  (2)

三浦　咲稀  (2)

松沢　佳菜  (3)

佐藤　咲希  (2)

神室産業  4:29.34

小野　未羽  (3)

二戸　葉月  (3)

星川　瑞希  (2)

安食　優花  (2)

走高跳 5/11 芦野　鈴佳  (3) 1m50

楯岡

佐藤　杏奈  (2) 新庄南 1m35

伊藤　香奈子(2) 楯岡

走幅跳 5/12 佐藤　涼葉  (3)   5m44/+1.1

NGR楯岡

松田　里菜  (2)   4m74/+1.5

新庄北

茂木　穂波  (1)   4m44/+1.5

楯岡

髙橋　有佳  (1)   4m29/+1.4

村山農

渡辺　理穂  (2)   4m24/+1.4

楯岡

村形　  萌  (1)   3m80/+2.1

新庄南

菅原　優里花(1)   3m80/+0.5

新庄南

砲丸投

(4.000kg)

5/11 海藤　麻理奈(1)   8m03

村山農

伊藤　香奈子(2)   7m71

楯岡

磯谷　瑠香  (1)   7m07

楯岡

髙橋　志穂  (3)   7m00

新庄北

藤橋　天衣  (3)   6m06

村山農

円盤投

(1.000kg)

5/12 海藤　麻理奈(1)  23m24

村山農

藤橋　天衣  (3)  20m98

村山農

岡田　真実  (3)  18m95

村山農

やり投

(0.600kg)

5/11 八鍬　  葵  (3)  33m93

真室川

磯谷　瑠香  (1)  31m48

楯岡

岡田　真実  (3)  25m63

村山農

大内　由季野(1)  20m75

村山農

女子

女子総合 楯　岡 98.5点 新庄北 72点 神室産業 55点 村山農 33点 真室川 11点 北村山 7点 新庄南 6.5点

女子トラック競技 新庄北 64点 楯　岡 62点 神室産業 55点 北村山 7点 真室川 5点 新庄南 1点

女子フィールド競技 楯　岡 36.5点 村山農 33点 新庄北 8点 真室川 6点 新庄南 5.5点

学校対抗

凡例（NGR:大会新記録）


