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米沢市営陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子　小学 6/3 １００ｍ 高橋　飛羽　(5) 16.08 河野　景虎　(6) 16.47 佐藤　新汰　(5) 16.60 有賀　友亮　(4) 16.63 水野　真志　(4) 16.96 石川　莉久　(5) 17.00 五十嵐　勇哉(5) 17.45 小沼　快皇　(4) 17.93

かわにし陸上 +1.5 松川小 +1.5 松川小 -0.6 かわにし陸上 -0.6 チームミズノ +1.5 松川小 +1.5 松川小 +1.5 まほろばAC -0.6 
6/3 １００ｍ 安孫子　充裕 11.15 柴崎　悠斗　(3) 11.39 柴崎　駿希　(1) 11.43 淀野　輪河 (M2) 11.43 樋口　泰誠　(2) 11.56 伊藤　　輝　(3) 11.59 永井　桂大　(3) 11.60 柏倉　拓斗　(2) 11.60

山形市役所 -4.0 米沢中央高 -4.0 米沢中央高 +0.1 山形大 -4.0 米沢中央高 +0.1 米沢中央高 -4.0 米沢中央高 -4.0 米沢興譲館高 +0.1 
6/3 ２００ｍ 淀野　輪河 (M2) 22.13 柴崎　悠斗　(3) 22.30 永井　桂大　(3) 22.58 柴崎　駿希　(1) 22.95 市川　広樹　(3) 22.96 安部　竜平　(3) 23.00 佐竹　弘太朗(2) 23.02 相原　隼耶　(3) 23.06

山形大 -1.1 米沢中央高 -1.1 米沢中央高 -0.1 米沢中央高 -0.1 山形大 -1.1 米沢中央高 -1.1 米沢興譲館高 -0.1 山形大 -0.1 
6/3 ４×１００ｍ 米沢中央高･ 42.68 九里学園高･ 43.91 米沢興譲館高Ａ･ 43.92 米沢五中Ｂ･ 46.78 米沢工高Ａ･ 46.92 大石田中･ 47.32 赤湯中Ａ･ 47.60 上山南中･ 48.19

  石澤　晴哉　(3)   渡辺　慶太郎(1)   明間　大晟　(2)   加藤　航太朗(3)   太田　祐介　(2)   鈴木　駿佑　(3)   三上　郁也　(3)   枝川　寛太　(3)
  伊藤　　輝　(3)   菊地　悠平　(1)   佐竹　弘太朗(2)   我妻　峻典　(2)   小林　勇太　(2)   押切　晃志郎(3)   島貫　達也　(3)   山口　雄大　(2)
  永井　桂大　(3)   小池　進哉　(1)   渡部　羅冴　(2)   大場　滉介　(3)   長谷川　涼真(2)   森　　鉄汰　(3)   伊藤　悠音　(3)   丹野　　陸　(2)
  柴崎　悠斗　(3)   矢萩　省伍　(2)   柏倉　拓斗　(2)   佐竹　智弘　(3)   小関　寛斗　(1)   横山　広陽　(3)   佐々木　俊輔(3)   山川　敦也　(2)

女子　小学 6/3 １００ｍ 髙橋　こころ(6) 14.60 高橋　　楓　(6) 14.99 五十嵐　雅華(6) 15.61 情野　有香　(4) 15.61 加藤　美月　(6) 15.66 斎藤　　凛　(6) 16.15 後藤　萌衣　(6) 16.19 渡部　帆七海(6) 16.34
南陽沖郷小 -1.0 かわにし陸上 -1.0 かわにし陸上 -1.0 かわにし陸上 -1.0 かわにし陸上 -2.8 松川小 -2.8 かわにし陸上 -1.0 松川小 -2.8 

6/3 １００ｍ 茨木　　凜　(2) 12.30 和地　彩花　(3) 12.58 開沼　美帆　(3) 12.66 武田　花音　(2) 12.81 酒井　観月　(2) 12.98 佐藤　羽菜　(2) 13.03 金田　のぞみ(3) 13.12 海野　歩美　(2) 13.12
九里学園高  0.0 九里学園高  0.0 九里学園高  0.0 九里学園高  0.0 九里学園高  0.0 米沢中央高  0.0 米沢中央高 -1.1 米沢中央高  0.0 

6/3 ２００ｍ 小貫　夢海　(3) 25.80 佐藤　羽菜　(2) 26.44 髙橋　桃子　(3) 26.77 山口　朱音　(2) 27.22 金田　のぞみ(3) 27.29 柏倉　うみ　(1) 27.59 海野　歩美　(2) 27.70 黒澤　里菜　(3) 27.86
九里学園高 -0.4 米沢中央高 -0.4 九里学園高 -0.4 九里学園高 -0.4 米沢中央高 -0.4 中山中 -0.2 米沢中央高 -0.4 川西中 -0.2 

6/3 ４×１００ｍ 九里学園高･ 49.21 米沢中央高･ 50.61 赤湯中Ａ･ 53.01 米沢四中･ 53.43 米沢二中Ａ･ 53.61 米沢三中Ａ･ 54.42 米沢五中Ａ･ 55.19 米沢興譲館高･ 55.51
  酒井　観月　(2)   金田　のぞみ(3)   石川　舞桜　(2)   五十嵐　彩　(2)   渡部　知優　(2)   髙橋　梨心　(2)   加藤　瑛実子(1)   安部　優歩　(1)
  茨木　　凜　(2)   海野　歩美　(2)   川崎　莉佳　(2)   御供　佑佳里(3)   髙橋　夢華　(3)   渡部　結子　(3)   髙橋　美麗　(3)   井上　美羽奈(1)
  武田　花音　(2)   佐藤　羽菜　(2)   大塚　喜歩　(2)   相良　梨花　(2)   渡辺　季香　(2)   原田　真白　(3)   島貫　百瑛　(3)   花輪　みやび(2)
  山口　朱音　(2)   高橋　愛実香(1)   大前　夏希　(2)   大友　茉奈美(3)   園部　里奈　(3)   髙橋　美羽　(2)   中沢　来那　(3)   佐野　智香　(2)
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女子　一般
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