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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/9 小野寺　達也(3) 11.31/+2.2

鶴岡高専

松田　旬一 11.51/+2.2

高畠ワイン

堀　愛彦 11.58/+2.2

庄内ＡＣ

今野　凌    (3) 11.62/+2.2

鶴中央高

小野寺　大祐(3) 11.66/+2.2

鶴中央高

鈴木　達大  (2) 11.68/+2.2

鶴岡東高

２００ｍ 6/9 久米澤　一稀 23.35/+3.8

米沢市陸協

小野寺　達也(3) 23.59/+3.8

鶴岡高専

今野　凌    (3) 23.62/+3.8

鶴中央高

本間　可楠  (2) 23.80/+3.8

鶴中央高

本間　圭輔 24.26/+3.8

庄内ＡＣ

齋藤　佑馬 24.50/+3.8

庄内ＡＣ

髙橋　吟司  (1) 25.13/+3.8

庄内総高

４００ｍ 6/9 渡辺　光 49.93

NGR新庄地区陸協

本間　可楠  (2) 53.90

鶴中央高

丸山　周平  (2) 54.42

鶴岡南高

佐藤　拓    (2) 54.97

鶴中央高

宇都出　甲斐(2) 55.25

山形大

今井　雄也  (2) 55.35

鶴岡工高

今野　燿大  (2) 55.49

鶴岡南高

山本　佳来  (3) 59.56

舟形中

８００ｍ 6/9 長南　昌吾  (3)  2:10.05

鶴岡一中

弭間　佑    (2)  2:12.99

鶴中央高

齋藤　健人  (2)  2:13.37

鶴中央高

高梨　綾稀  (2)  2:19.37

高畠一中

加藤　広太  (1)  2:21.46

鶴岡南高

野尻　亮真  (1)  2:37.49

鶴岡東高

伊藤　真吾  (1)  2:52.18

鶴岡四中

１５００ｍ 6/9 後藤　拓馬  4:10.11

鶴岡市陸協

五十嵐　宇駿  4:14.32

鶴岡市陸協

多田　拓未  (3)  4:22.05

鶴岡東高

笠原　知倫  (2)  4:43.35

鶴岡南高

大河原　壱成(2)  4:43.51

高畠一中

平　創      (2)  4:48.36

鶴岡二中

田宮　稔    (1)  4:58.52

鶴岡東高

石川　裕史  5:09.34

RUNBEYOND

３０００ｍ 6/9 佐藤　雄志  (1)  9:15.02

鶴岡工高

佐藤　将    (1)  9:17.14

鶴岡東高

佐藤　李成  (1)  9:38.91

鶴中央高

高橋　光    (2)  9:53.47

高畠一中

梅木　亮    (3)  9:59.67

鶴岡二中

中野　友晶  (1) 10:16.95

鶴岡工高

皆川　光    (1) 10:17.72

鶴岡工高

佐藤　　新  (3) 10:21.35

高畠一中

５０００ｍ 6/9 齋藤　貴志 15:27.15

鶴岡市陸協

鈴木　博人  (3) 15:32.43

鶴岡工高

若生　高秀  (3) 16:15.60

鶴岡工高

斎藤　海    (2) 16:32.32

鶴岡南高

土門　晃大 16:33.13

鶴岡市陸協

板垣　貴大  (2) 16:46.46

鶴岡工高

佐藤　智武 16:57.74

鶴四中教

田中　翔太  (2) 17:18.01

鶴岡工高

１１０ｍＨ

(1.067m)

6/9 石川　貴友  (3) 15.50/+2.7

鶴岡工高

釼持　悠平  (3) 16.39/+2.7

鶴岡工高

佐藤　匠    (1) 18.17/+2.7

鶴岡工高

大瀧　暁矢  (1) 20.26/+2.7

鶴岡工高

４００ｍＨ

(0.914m)

6/9 谷口　輪    (1)  1:00.62

鶴岡東高

安藤　祐希  (2)  1:05.19

鶴岡南高

４×１００ｍ 6/9 庄内ＡＣ Ａ 44.21

山本　祥平

前田　瑞樹

堀　愛彦

齋藤　蛍貴

鶴岡工高Ｂ 44.86

齋藤　蓮    (2)

茂木　大地  (2)

丸山　暢    (2)

余語　雄嗣  (2)

鶴中央高 45.19

小野寺　大祐(3)

今野　凌    (3)

本間　可楠  (2)

佐藤　拓    (2)

鶴岡東高Ａ 45.55

谷口　輪    (1)

丸山　皓令  (2)

齋藤　義希  (2)

鈴木　達大  (2)

庄内ＡＣ Ｂ 46.37

相場　裕貴

齋藤　佑馬

佐々木　亮

本間　圭輔

庄内総高 46.87

五十嵐　雅人(1)

澁谷　悠佑  (1)

髙橋　吟司  (1)

宮田　瑠人  (2)

鶴岡一中Ａ 47.90

佐藤　春喜  (3)

阿部　和真  (3)

長南　昌吾  (3)

佐藤　玄都  (3)

高畠一中 48.55

押切　侑也  (3)

高橋　直也  (3)

星野　貴洋  (3)

相場　哲也  (3)

４×４００ｍ 6/9 庄内ＡＣ  3:37.33

池田　剛

齋藤　蛍貴

山本　祥平

齋藤　佑馬

鶴岡南高  3:44.87

坂井　隆正　(1)

今野　燿大  (2)

斎藤　海    (2)

丸山　周平  (2)

鶴岡市陸協  3:46.19

五十嵐　宇駿

後藤　拓馬

齋藤　貴志

土門　晃大

鶴岡東高  3:57.52

本間　浩典  (2)

柳橋　昂太  (2)

小池　隆馬  (1)

丸山　皓令  (2)

鶴岡二中Ａ  4:28.08

梅木　亮    (3)

今野　悠    (3)

五十嵐　陸  (3)

丸山　祐也  (3)

鶴岡二中Ｂ  4:50.16

佐藤　匠泰  (3)

平　創      (2)

庄司　陽登  (3)

小野寺　瞭  (2)

鶴岡二中Ｄ  4:54.81

阿部　奨    (1)

梅木　尚    (1)

真坂　龍平  (1)

長南　弓斗  (1)

鶴岡二中Ｃ  5:01.72

五十嵐　麟太(2)

髙城　竜太郎(1)

太田　涼    (1)

秋山　海翔  (2)

走高跳 6/9 佐々木　亮 1m70

庄内ＡＣ

棒高跳 6/9 本間　湧大  (2) 3m80

庄内総高

岡部　竜平  (2) 3m60

庄内総高

宮田　瑠人  (2) 3m40

庄内総高

伊藤　拓人  (3) 2m80

余目中

武田　寛成  (2) 2m20

余目中

走幅跳 6/9 前田　瑞樹   6m66/+0.3

庄内ＡＣ

小野寺　大祐(3)   6m27/-0.7

鶴中央高

齋藤　義希  (2)   6m21/+1.8

鶴岡東高

伊藤　拓朗  (2)   5m46/+2.4

鶴岡工高

佐藤　玄典  (2)   5m29/+1.3

鶴中央高

三浦　誠喜  (1)   5m27/+0.4

鶴中央高

坂井　隆正　(1)   5m11/-0.5

鶴岡南高

粕谷　貴裕  (2)   4m86/+0.2

酒田南高

三段跳 6/9 池田　剛  14m82/+2.0

庄内ＡＣ

山本　祥平  14m26/+2.8

庄内ＡＣ

平田　壮大  13m52/+3.8

南陽東置賜

齋藤　隆介  (2)  12m40/+2.5

鶴岡南高

古畑　裕哉  (3)  12m32/+1.2

庄内総高

柳橋　昂太  (2)  12m26/+0.6

鶴岡東高

伊藤　拓朗  (2)  12m02/+2.4

鶴岡工高

佐藤　洸希  (2)  11m54/+2.4

鶴岡工高

男子

砲丸投

(6.000kg)

6/9 渡部　卓    (2)   9m43

鶴岡工高

諏訪　達也  (2)   9m11

加茂水高

藤田　麗    (1)   7m67

鶴岡高専

大瀧　優    (3)   7m31

鶴岡四中

男子高校

砲丸投

(7.260kg)

6/9 佐藤　克司   7m95

鶴岡市陸協

男子一般

円盤投

(1.750kg)

6/9 粕谷　貴裕  (2)  29m67

酒田南高

佐藤　裕貴  (3)  22m44

庄内総高

鈴木　湧斗  (2)  21m84

庄内総高

男子高校

円盤投

(2.000kg)

6/9 金井　澄男  32m11

鶴岡市陸協

ハンマー投

(7.260kg)

6/9 佐藤　克司  32m22

鶴岡市陸協

男子一般

やり投

(0.800kg)

6/9 小山　清也  (3)  48m13

鶴岡東高

荘司　亮    (2)  43m39

庄内総高

成田　春輝  (3)  42m35

鶴岡東高

渡部　裕    (2)  38m62

鶴岡工高

松浦　政義  (2)  37m90

鶴岡工高

門脇　豪    (2)  32m34

庄内総高

丸山　皓令  (2)  31m95

鶴岡東高

男子

総　　務：佐藤　伸一

審 判 長：阪口　新一

記録主任：押井　真吾

 6月 9日  9:30 晴れ  23.5℃ 60.0％ 西 1.1m/s

 6月 9日 10:00 曇り  21.7℃ 62.0％ 西 0.8m/s

 6月 9日 11:00 曇り  23.8℃ 60.0％ 北西 1.0m/s

 6月 9日 12:00 曇り  23.5℃   60％ 北西 2.4m/s

 6月 9日 13:00 晴れ  23.5℃ 60.0％ 北西 1.8m/s

 6月 9日 14:00 晴れ  23.0℃ 59.0％ 北西 2.5m/s

 6月 9日 15:00 晴れ  23.0℃ 63.0％ 北 3.1m/s

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/9 佐々木　春奈(3) 13.35/+1.2

鶴岡四中

五十嵐　宥  (2) 13.51/+1.2

鶴岡四中

栗田　紋華  (3) 13.65/+1.2

鶴岡一中

我孫子　美月(2) 13.78/+1.2

鶴中央高

佐藤　佳穂  (1) 13.82/+1.2

鶴岡北高

秋庭　文音  (2) 14.09/+1.2

鶴岡四中

若松　凜    (2) 14.09/+1.2

鶴中央高

伊藤　稜子  (3) 14.16/+1.2

鶴岡一中

２００ｍ 6/9 山本　春花  (2) 27.83/+3.4

鶴中央高

４００ｍ 6/9 五十嵐　香穂(1)  1:01.11

鶴岡南高

梅木　香夏  (2)  1:05.06

鶴中央高

根岸　美歩  (1)  1:19.02

真室川高

８００ｍ 6/9 齋藤　美咲  (3)  2:29.66

鶴岡北高

江口　葵    (1)  2:31.65

羽黒中

安部奈々子  (3)  2:31.96

高畠一中

丸山　紗彩  (2)  2:32.19

鶴岡北高

五十嵐　萌恵(1)  2:32.72

鶴岡南高

五十嵐　徳子(3)  2:34.38

鶴岡一中

野口　柚葉  (1)  2:36.73

鶴岡北高

廣井　美和  (4)  2:39.90

鶴岡高専

１５００ｍ 6/9 三浦　花凜  (2)  5:17.41

高畠一中

菅原　璃子  (1)  5:20.86

鶴岡東高

菅原　知実  (1)  5:30.89

鶴中央高

佐藤　佳純  (2)  5:46.34

鶴中央高

石塚　早織  (1)  5:56.32

鶴中央高

髙山　夢加  (1)  6:10.30

鶴岡二中

３０００ｍ 6/9 樋浦　千晶  (3) 11:01.71

鶴岡東高

三浦　佳    (2) 11:10.21

鶴岡東高

白幡　光紀  (3) 11:41.48

鶴岡東高

田辺　彩    (3) 12:05.12

鶴岡東高

五十嵐　みく(1) 12:32.36

鶴岡東高

１００ｍＨ

(0.840m)

6/9 伊藤　七海  (1) 16.01/+2.7

鶴岡工高

阿毛　清夏  (1) 16.89/+2.7

鶴中央高

我孫子　美月(2) 17.08/+2.7

鶴中央高

青柳　留佳  (3) 17.46/+2.7

真室川高

加藤　里紗  (1) 鶴岡北高 17.87/+2.7

富樫　華音  (2) 鶴中央高

遠藤　瑶子  (1) 19.15/+2.7

鶴岡北高

４００ｍＨ

(0.762m)

6/9

４×１００ｍ 6/9 米沢六中 51.16

前山　すみれ(2)

色摩　咲恵  (3)

阿部　こころ(3)

柏倉　未羽  (3)

鶴中央高Ａ 52.06

梅木　香夏  (2)

鈴木　美菜  (2)

我孫子　美月(2)

山本　春花  (2)

余目中Ａ 52.12

斎藤　愛    (3)

太田　成美  (3)

國井　椿    (2)

齋藤　さつき(3)

藤島中Ａ 52.29

成澤　玲奈  (3)

早坂　華音  (3)

松浦　光紗  (3)

佐藤　千尋  (3)

庄内総高 52.87

齋藤　莉子  (2)

阿部　未来  (2)

丸山　千帆  (2)

須田　愛里奈(2)

鶴岡南高 52.99

佐藤　萌子  (1)

田口　理梨  (2)

富樫　美和  (2)

五十嵐　香穂(1)

鶴岡四中 53.30

秋庭　文音  (2)

五十嵐　宥  (2)

竹内　千咲  (3)

佐々木　春奈(3)

鶴岡北高 54.67

渡部　詩乃  (2)

佐藤　佳穂  (1)

小巻　玲奈  (3)

鎌田　有紗美(3)

４×４００ｍ 6/9 鶴岡二中Ｂ  4:59.11

山口　百合花(2)

八渡　葵衣  (1)

丹下　まみ  (2)

加賀山　夢彩(2)

鶴岡二中Ｃ  5:23.36

舟腰　茉奈  (1)

髙山　夢加  (1)

斎藤　葉月  (1)

石倉　佳穂  (1)

走高跳 6/9 木村　さえり(3) 1m48

鶴岡南高

若松　凜    (2) 鶴中央高 1m40

佐藤　碧    (2) 鶴岡一中

阿毛　清夏  (1) 1m35

鶴中央高

梅津　光帆  (2) 1m30

鶴岡四中

山口　百合花(2) 1m30

鶴岡二中

髙木　花音  (1) 1m25

鶴岡二中

棒高跳 6/9 須田　愛里奈(2) 2m30

庄内総高

丸山　千帆  (2) 2m20

庄内総高

走幅跳 6/9 鈴木　美菜  (2)   5m08/+0.2

鶴中央高

田口　理梨  (2)   4m90/+1.1

鶴岡南高

鎌田　有紗美(3)   4m77/+0.0

鶴岡北高

山本　春花  (2)   4m76/+1.1

鶴中央高

佐藤　萌子  (1)   4m51/+0.3

鶴岡南高

佐藤　佳穂  (1)   4m43/+1.4

鶴岡北高

五十嵐　奈美(2)   4m25/+0.4

鶴岡四中

田中　里奈  (3)   4m22/+1.1

鶴岡二中

三段跳 6/9 田口　理梨  (2)  10m69/+3.6

鶴岡南高

阿部　未来  (2)   9m85/+1.1

庄内総高

佐藤　美優  (2)   8m64/+2.5

庄内総高

砲丸投

(4.000kg)

6/9 石塚　まりむ(5)  10m31

鶴岡高専

澤　真莉菜  (3)   9m53

鶴岡南高

百瀬　実有  (2)   8m81

鶴中央高

渡部　詩乃  (2)   8m32

鶴岡北高

円盤投

(1.000kg)

6/9 渡部　詩乃  (2)  26m61

鶴岡北高

渡部　結衣  (2)  23m58

櫛引中

やり投

(0.600kg)

6/9 池田　成紗  (2)  31m23

鶴岡北高

木村　さえり(3)  30m37

鶴岡南高

齋藤　莉子  (2)  25m89

庄内総高

百瀬　実有  (2)  24m36

鶴中央高

高橋　那奈  (2)  23m78

鶴中央高

女子

総　　務：佐藤　伸一

審 判 長：阪口　新一

記録主任：押井　真吾

 6月 9日  9:30 晴れ  23.5℃ 60.0％ 西 1.1m/s

 6月 9日 10:00 曇り  21.7℃ 62.0％ 西 0.8m/s

 6月 9日 11:00 曇り  23.8℃ 60.0％ 北西 1.0m/s

 6月 9日 12:00 曇り  23.5℃   60％ 北西 2.4m/s

 6月 9日 13:00 晴れ  23.5℃ 60.0％ 北西 1.8m/s

 6月 9日 14:00 晴れ  23.0℃ 59.0％ 北西 2.5m/s

 6月 9日 15:00 晴れ  23.0℃ 63.0％ 北 3.1m/s


