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山形陸上競技協会　第４３回強化記録会 2016年7月16日(土)
決勝一覧表

山形県あかねヶ丘陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 柴崎　悠斗　(2) 11.18 遠藤　大河　(3) 11.26 岩田　和樹　(1) 11.30 伊藤　　輝　(2) 11.34 永井　桂大　(2) 11.37 石澤　晴哉　(2) 11.38 軽部　恭矢　(2) 11.41 安部　竜平　(2) 11.44

米沢中央高 -1.5 米沢中央高 -1.5 山形中央高 -1.7 米沢中央高 -1.5 米沢中央高 -1.5 米沢中央高 -1.7 山形東高 -1.5 米沢中央高 -1.7 
２００ｍ 岩田　和樹　(1) 22.83 渡邉　孝展　(3) 22.86 寒河江　碧　(2) 22.91 軽部　恭矢　(2) 23.13 飯澤　賢人　(3) 23.42 土屋　優太　(1) 23.56 升川　星河　(2) 23.59 吉沢　真彦　(1) 23.69

山形中央高 -1.4 米沢中央高 -1.4 米沢中央高 -0.8 山形東高 -1.4 九里学園高 -1.4 山形学院高 -2.2 山形電波工高 -1.4 山形学院高 -1.6 
４００ｍ 武田　絋明　(2) 50.77 石澤　晴哉　(2) 51.50 鈴木　　要　(2) 52.42 松崎　龍太　(2) 52.63 岩田　和樹　(1) 52.72 樋口　泰誠　(1) 53.11 長瀬　拓翔　(2) 53.17 吉沢　真彦　(1) 53.27

日大山形高 米沢中央高 山形工高 上山明新館高 山形中央高 米沢中央高 山形学院高 山形学院高

８００ｍ 佐藤　駿太　(2)  1:54.38 佐藤　俊也　(95)  1:59.09 後藤　卓見　(2)  2:06.90 高橋　海渡　(2)  2:07.23 木村　冬威　(3)  2:07.35 渡部　直生　(1)  2:07.98 伊藤　慎之介(2)  2:08.63 村上　拓人　(1)  2:08.70
九里学園高 神町自衛隊 山形電波工高 山形学院高 山形電波工高 長井高 山形九中 長井高

１５００ｍ 大谷　　克　(88)  4:00.71 髙橋　佑弥　(2)  4:08.59 梅木　　陸　(3)  4:08.71 大塚　翔太　(89)  4:09.96 遠藤　大貴　(92)  4:10.98 梅木　　海　(2)  4:12.36 鈴木　駿太郎(2)  4:12.79 渡部　功将　(95)  4:13.33
南陽東置賜陸協 九里学園高 鶴岡東高 神町自衛隊 西置賜地区陸協 鶴岡東高 長井高 西置賜地区陸協

１００ｍ 茨木　　凜　(1) 12.37 菊地　　葵　(3) 12.65 開沼　美帆　(2) 12.80 和地　彩花　(2) 12.93 酒井　栞菜　(1) 12.93 武田　花音　(1) 12.94 柿﨑　美月　(2) 13.14 前山　すみれ(2) 13.18
九里学園高 -1.0 九里学園高 -1.0 九里学園高 -1.0 九里学園高 -1.2 山形中央高 -1.0 九里学園高 -1.2 神室産高 -2.0 米沢興譲館高 -1.0 

２００ｍ 菊地　　葵　(3) 25.27 開沼　美帆　(2) 26.22 髙橋　桃子　(2) 26.80 前山　すみれ(2) 27.23 山口　朱音　(1) 27.31 酒井　栞菜　(1) 27.32 佐藤　羽菜　(1) 27.39 武田　花音　(1) 28.03
九里学園高 -2.2 九里学園高 -2.2 九里学園高 -2.2 米沢興譲館高 -2.2 九里学園高 -2.6 山形中央高 -2.2 米沢中央高 -2.6 九里学園高 -2.6 

４００ｍ 青野　朱李　(1) 57.35 近野　桃花　(1)  1:01.82 山口　朱音　(1)  1:02.07 金田　のぞみ(2)  1:04.14 落合　有紗　(1)  1:04.57 高橋　愛実香(3)  1:04.83 大場　衣紗子(1)  1:04.87 若月　麻未　(2)  1:05.22
山形中央高 九里学園高 九里学園高 米沢中央高 米沢商高 米沢七中 山辺高 谷地高

８００ｍ 蜂屋　真子　(2)  2:17.12 近野　桃花　(1)  2:19.42 柴﨑　愛有　(3)  2:23.16 小関　瑠奈　(3)  2:24.95 間宮　桜子　(3)  2:27.27 行方　冴紗　(2)  2:31.89 荒木　里菜　(95)  2:32.41 矢口　桃佳　(2)  2:33.60
九里学園高 九里学園高 大石田中 九里学園高 尾花沢中 米沢商高 山形市陸協 山形学院高

１５００ｍ 情野　結衣　(2)  4:53.06 間宮　桜子　(3)  4:55.31 小笠原　桃歌(2)  4:56.08 沼澤　遥香　(3)  5:04.07 五十嵐　茜音(3)  5:06.04 小松　未希　(3)  5:07.16 三浦　花凜　(2)  5:11.64 髙内　しおり(2)  5:12.52
九里学園高 尾花沢中 上山明新館高 九里学園高 山辺高 山辺高 九里学園高 上山明新館高
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