
平成２７年度 酒田スプリント記録会３ 2015年7月18日(土)
決勝一覧表

酒田市光ヶ丘陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 柴崎　悠斗　(1) 11.23 高橋　信清 11.35 遠藤　大河　(2) 11.44 伊藤　　輝　(1) 11.49 安部　竜平　(1) 11.56 佐藤　俊平　(1) 11.57 五十嵐悠馬　(2) 11.58

米沢中央高 +0.0 酒田市陸協 +0.0 米沢中央高 +0.0 米沢中央高 +0.0 米沢中央高 +0.0 庄内総合高 +0.0 庄内総合高 +0.0 

４００ｍ 渡邉　孝展　(2) 50.59 柴崎　悠斗　(1) 51.17 寒河江　碧　(1) 51.29 高橋　信清 51.51 鐙谷　　亮 51.80 寒河江康太　(2) 51.88 伊藤　　輝　(1) 53.78 富樫　龍哉　(2) 54.37
米沢中央高 米沢中央高 米沢中央高 酒田市陸協 酒田市陸協 酒田南高 米沢中央高 酒田南高

８００ｍ 加藤　洋杜　(2)  2:01.90 阿部　雅史　(3)  2:03.92 柿﨑　　瑛　(1)  2:05.68 髙橋　涼太　(3)  2:07.77 前田　雄斗　(2)  2:15.10 白幡　駿斗　(2)  2:21.21 佐藤　玲央　(2)  2:23.21 五十嵐勇輝　(1)  2:23.75
酒田東高 酒田一中 庄内総合高 酒田四中 酒田東部中 鶴岡一中 酒田四中 酒田四中

中学 １１０ｍＨ① 丸山　亮陽　(2) 17.46 土田　尚輝　(3) 17.50 小野寺佑太　(2) 21.44
(0.914m) 酒田四中 +1.2 酒田東部中 +1.2 酒田二中 +1.2 

中学 １１０ｍＨ② 丸山　亮陽　(2) 17.06 土田　尚輝　(3) 17.61 小野寺佑太　(2) 21.70
(0.914m) 酒田四中 -1.5 酒田東部中 -1.5 酒田二中 -1.5 

１１０ｍＨ① 土田　雅徳　(2) 15.31 佐藤　史音　(1) 15.91
(1.067m) 酒田南高 +2.3 酒田南高 +2.3 

１１０ｍＨ② 土田　雅徳　(2) 16.17
(1.067m) 酒田南高 -1.2 

４×１００ｍ 米沢中央高Ａ 43.14 米沢中央高Ｂ 43.83 酒田四中Ａ 45.10 酒田六中Ａ 46.84 鶴岡藤島中 46.85 酒田一中 49.73 酒田四中Ｂ 50.57 酒田六中Ｂ 51.90
  佐藤　開陸　(3)   佐藤　大樹　(2)   五十嵐瑠伽　(2)   小笠原　歩　(2)   今野　　凜　(3)   牛村　光賀　(1)   佐藤　隆生　(2)   佐藤　　雅　(1)
  遠藤　大河　(2)   伊藤　　輝　(1)   髙橋　響優　(3)   須藤　　進　(3)   熊田　青空　(3)   中野　優斗　(2)   丸山　亮陽　(2)   齋藤　大鳳　(2)
  安部　竜平　(1)   柴崎　悠斗　(1)   佐原倫太朗　(2)   丹治　　崇　(2)   齋藤　丈留　(3)   髙橋　真人　(2)   髙橋　　翼　(1)   市原　瑞己　(1)
  渡邉　孝展　(2)   齋藤　魁斗　(2)   髙橋　瀬那　(3)   岡部　　曙　(3)   伊藤　祐翔　(3)   髙橋　尚樹　(1)   菅原　佑太　(1)   小野　光輝　(2)

走高跳 髙橋　瀬那　(3) 1m75 齋藤　丈留　(3) 1m65
酒田四中 鶴岡藤島中

棒高跳 宮内　敦史　(3) 4m10 大友　大輝　(2) 3m30 黒石　公祐　(3) 3m10 牛村　光賀　(1) 1m60
酒田一中 米沢中央高 酒田一中 酒田一中

走幅跳 佐藤　開陸　(3) 6m35 齋藤　魁斗　(2) 6m30 佐藤　大樹　(2) 6m18 熊田　青空　(3) 6m15 遠藤　大河　(2) 5m94 松田　旬一 5m65 佐藤　史音　(1) 5m55 黒石　公祐　(3) 5m25
米沢中央高 +0.9 米沢中央高 +1.2 米沢中央高 +0.7 鶴岡藤島中 +1.1 米沢中央高 +0.7 高畠ワイン +2.0 酒田南高 +0.3 酒田一中 +1.5 

中学 砲丸投 後藤羽舞樹　(3)   8m05 佐藤　尚泰　(3)   7m59 庄司　有佑　(2)   6m71 髙橋　尚樹　(1)   5m67 五十嵐圭祐　(1)   5m63
(5.000kg) 酒田六中 酒田六中 酒田二中 酒田一中 酒田東部中

高校 砲丸投 髙橋　慈孝　(2)   7m93 瀬尾　晴大　(1)   7m30
(6.000kg) 酒田東高 鶴岡工高

やり投 髙木　黒朱　(1)  38m41 佐藤　拓実　(1)  38m38 阿部　尚哉　(1)  21m46
(0.800kg) 米沢中央高 酒田西高 鶴岡工高

１００ｍ 色摩　咲恵　(2) 13.15 池田　彩乃　(2) 13.24 阿部こころ　(2) 13.32 渡部　奈緒　(2) 13.34 神居　　雛　(3) 13.44 佐々木優衣　(2) 13.47 竹内　千咲　(2) 13.54 庄司　美姫　(2) 13.97
米沢中央高 -0.2 酒田東高 -0.2 米沢中央高 -0.2 米沢中央高 -0.2 米沢中央高 -0.2 酒田西高 -0.2 鶴岡工高 -0.2 酒田六中 -0.2 

４００ｍ 渡部　奈緒　(2)  1:02.96 堀内　美穂　(2)  1:05.70 佐藤明日美　(3）  1:06.29 阿部こころ　(2)  1:06.69 相田　都妃　(2)  1:09.14
米沢中央高 米沢中央高 庄内立川中 米沢中央高 米沢中央高

８００ｍ 住石　千紗　(2)  2:25.12 佐藤　佳乃　(3)  2:27.92 佐藤　美羽　(3)  2:28.25 井上　　瑛　(1)  2:29.62 和賀　　楓　(1)  2:32.25 高橋　栞南　(1)  2:32.28 佐藤　真名　(2)  2:33.03 庄司　雅花　(3)  2:33.14
酒田一中 酒田一中 酒田一中 酒田東高 酒田四中 酒田南高 酒田六中 酒田四中

中学 １００ｍＨ 田代ゆきり　(1) 17.77 齋藤　百華　(3) 18.71 堀　　雪乃　(2) 20.24 村上　陽菜　(2) 20.99 髙橋　茉紘　(1) 23.02 阿部　知優　(1) 23.60
(0.762m) 酒田二中 -2.0 鶴岡藤島中 -2.0 酒田二中 -2.0 酒田二中 -2.0 酒田東部中 -2.0 酒田東部中 -2.0 

１００ｍＨ① 伊藤　稜子　(2) 18.19
(0.840m) 鶴岡北高 +2.6

４×１００ｍ 米沢中央高Ａ 51.55 酒田西高 53.51 酒田四中Ｂ 54.37 酒田六中Ａ 55.14 酒田四中Ａ 55.43 鶴岡藤島中Ａ 56.23 鶴岡藤島中Ｂ 57.83 酒田一中 58.68
  金田のぞみ　(1)   髙橋　亜実　(1)   吉仲　　凛　(1)   上野　舞子　(3)   戸林　美桜　(3)   木田　桃子　(3)   鈴木　花蓮　(2)   莊司　美蘭　(1)
  色摩　咲恵　(2)   小野木　聖　(1)   阿部  果音　(2)   澤口　侑理　(3)   佐藤友希恵　(2)   安藤　悠莉　(2)   藤谷　彩奈　(1)   秋葉　春香　(2)
  阿部こころ　(2)   塚本　　悠　(2)   林 　 美月　(2)   阿部なる美　(3)   元木　叶海　(3)   藤谷　麻尋　(3)   加藤　　明　(1)   土屋向日葵　(1)
  渡部　奈緒　(2)   庄司　佳菜　(2)   阿部　千裕　(1)   佐藤　真名　(2)   林　　桜花　(3)   齋藤　百華　(3)   石川　李菜　(2)   川口あすか　(2)

走高跳 佐藤　綾乃　(3) 1m45 荒尾　明里　(1) 1m45
酒田一中 酒田西高

走幅跳 色摩　咲恵　(2) 5m30 高橋　礼奈　(1) 4m49 金田のぞみ　(1) 4m44 小野　紗良　(3) 4m29 藤谷　麻尋　(3) 4m22 尾形　七海　(2) 4m14 木田　桃子　(3) 4m07 亀川　綾乃　(3) 3m99
米沢中央高 +0.5 酒田東高 +1.4 米沢中央高 +1.3 酒田六中 +1.3 鶴岡藤島中 +0.3 酒田東部中 +0.5 鶴岡藤島中 -1.5 酒田六中 +0.0 

中学 砲丸投 東海林未羽　(3)   9m35 齋藤　百華　(3)   9m22 佐藤　琴美　(1)   7m05 川口あすか　(2)   6m79
(2.721kg) 鶴岡藤島中 鶴岡藤島中 酒田二中 酒田一中

砲丸投 梅津　瑠依　(2)   7m46 鈴木　　恵　(2)   5m50
(4.000kg) 米沢中央高 米沢中央高

やり投 梅津　瑠依　(2)  20m09 鈴木　　恵　(2)  17m34
(0.600kg) 米沢中央高 米沢中央高

総　　　　　　務　　：髙橋 正知  7月18日 12:00 曇り  27.5℃   73％ 北北西 3.7m/s  7月18日 15:00 雨    24.5℃   87％ 北北西 1.1m/s
トラック審判長　　：小屋 忠良  7月18日 13:00 曇り  26.0℃   80％ 北西 1.3m/s  7月18日 16:00 雨    24.0℃   87％ 南東 1.1m/s
フィールド審判長：金井 北士  7月18日 14:00 雨    26.0℃   84％ 北西 1.4m/s  7月18日 17:00 雨    24.0℃   87％ 南 1.4m/s
記　録　主　任　　：押井 真吾
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