
 

 

 

 

第33回山形県小学生陸上大会置賜予選会 2017年6月11日(日)
決勝一覧表

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子　小学　３・４年 6/11 １００ｍ 横山景太郎　４ 15.39 今　琉希亜　４ 15.51 越津　将樹　４ 15.62 山口　広起　４ 15.63 菊地　駿太　４ 15.87 鈴木龍之介　４ 15.99 山口　元輝　４ 16.21 高橋安以太郎４ 16.25

小国小 +1.2 小国小 +4.3 致芳AC +1.2 白鷹西陸上 -0.8 飯豊陸上スポ少 +1.5 長井小 +4.3 長井小 +1.2 小国小 +1.5 
男子　小学　５年 6/11 １００ｍ 佐藤　晃晴　５ 14.85 河井　武玄　５ 15.04 鈴木　瑛太　５ 15.11 川井　景翔　５ 15.12 梅津　　陸　５ 15.17 齋藤　瑠叡　５ 15.21 樋口　蘭翔　５ 15.36 井上　桜汰　５ 15.62

荒砥小 +1.4 長井ジュニア +1.4 豊田小 +1.4 白鷹西陸上 +2.7 長井小 +1.4 荒砥小 +0.3 飯豊第一小 +2.7 飯豊第二小 +2.7 
男子　小学　６年 6/11 １００ｍ ヒガ　　翼　６ 13.47 髙橋　竜聖　６ 13.92 岡田　　快　６ 14.18 鈴木日南琉　６ 14.88 飯澤　羽陽　６ 15.08 今　　亮馬　６ 15.12 安部　翔太　６ 15.17 安部　隆冬　６ 15.23

豊田小 +0.8 小国小 +0.8 長井小 +0.8 豊田小 +0.8 豊田小 +0.2 小国小 +1.0 白鷹西陸上 +0.8 長井小 +0.8 
男子　小学 6/11 １０００ｍ 横田　穏紀　６  3:17.87 髙橋安久里　６  3:30.51 中村　雅楽　５  3:32.97 髙谷　洸瑛　６  3:35.11 今　　耕介　６  3:37.13 佐藤　柊也　６  3:38.83 舟山　颯太　６  3:40.09 梅津　星那　６  3:42.02

長井ジュニア 平野小 鮎貝小 荒砥小 小国小 小国小 小国小 荒砥小

男子　小学 6/11 ８０ｍＨ 小林　壮真　６ 14.99 金田　裕暉　６ 15.25 齋藤　俐玖　６ 16.36 廣居　太聖　６ 16.55 須貝　天翔　６ 17.57 高橋　伶弥　６ 17.69 佐藤　煌晟　６ 17.75 椎名　真人　６ 17.83
(0.680m) 蚕桑はやぶさ +0.3 鮎貝小 +0.3 鮎貝小 +0.3 鮎貝小 -1.3 豊田小 -1.3 蚕桑はやぶさ -0.3 西根小 -1.3 西根小 +0.3 

男子　小学 6/11 ４×１００ｍ 荒砥小･ 57.69 長井小A･ 58.47 蚕桑はやぶさ･ 59.34 小国小A･  1:00.00 豊田小･  1:01.66 長井ジュニア･  1:01.70 鮎貝小･  1:01.78 平野小･  1:01.80
  長谷部　陽　６   斎藤　広夢　６   小林　壮真　６   舟山　颯太　６   齋藤　　玲　６   土屋龍之介　５   金田　裕暉　６   小林　昊河　６
  佐藤　晃晴　５   岡田　　快　６   中川　純大　６   佐藤　柊也　６   飯澤　羽陽　６   横田　穏紀　６   馬場　一翔　６   渡部　晴也　６
  梅津　裕大　６   横山　翔葵　６   橋本　優翔　６   加藤　瑞生　６   鈴木日南琉　６   今　　莉玖　５   鈴木　遥人　６   髙橋安久里　６
  後藤　理久　６   安部　隆冬　６   影山　煌空　６   髙橋　竜聖　６   小関　樂玖　６   河井　武玄　５   中村　雅楽　５   中川　来喜　６

男子　小学 6/11 走幅跳 後藤　理久　６ 3m64 石田　晄大　６ 3m61 菅　　悠悟　６ 3m48 橋本　優翔　６ 3m36 鈴木　絃太　６ 3m35 佐藤　鉄心　６ 3m30 大滝　悠斗　６ 3m20 青木　琉聖　６ 3m20
荒砥小 -0.2 致芳AC -0.2 蚕桑はやぶさ -1.5 蚕桑はやぶさ -2.2 荒砥小 +0.2 致芳AC -1.3 鮎貝小 -0.7 平野小 -1.3 

男子　小学 6/11 走高跳 加藤　瑞生　６ 1m25 梅津　裕大　６ 1m20 影山煌空６ 蚕桑はやぶさ 1m20 伊藤　優祐　６ 1m15 佐藤　天城　６ 1m10 菅野　倖成　６ 1m05
小国小 荒砥小 樋口平任６ 鮎貝小 西根小 伊佐沢小 飯豊第一小

男子　小学 6/11 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 飯澤　　舜　６  47m27 長谷部　陽　６  46m94 金子虎太朗　６  46m10 鈴木　遥人　６  46m08 鈴木　俊平　５  43m60 高田　翔人　６  42m81 今野　正就　５  42m66 宮坂　昊輝　６  41m69
伊佐沢小 荒砥小 長井小 鮎貝小 長井小 荒砥小 蚕桑はやぶさ 長井小

女子　小学　３・４年 6/11 １００ｍ 朝倉　　楓　４ 16.25 舩山　朋佳　４ 16.33 浅野　　凜　４ 16.38 齋藤愛佳４ 小国小 16.57(-0.9) 金田こころ　４ 16.67 新野　　稟　４ 16.74 渡部ひな乃　３ 16.78
長井ジュニア +1.2 飯豊第二小 +1.2 長井小 +1.2 小松詩乃３ 蚕桑はやぶさ16.57(+1.1) 蚕桑はやぶさ -0.9 長井ジュニア +1.2 致芳AC +1.2 

女子　小学　５年 6/11 １００ｍ 佐藤    有　５ 15.14 青木　心捺　５ 15.36 五十嵐亜美　５ 15.50 青木　美麗　５ 15.59 鈴木　愛生　５ 15.94 渡部　麻耶　５ 15.98 江袋ひより　５ 15.98 古山　結愛　５ 16.06
小国小 +2.8 荒砥小 +2.8 飯豊第二小 +2.8 荒砥小 +2.8 西根小 +2.8 長井ジュニア +2.8 致芳AC +2.8 飯豊第一小 +2.8 

女子　小学　６年 6/11 １００ｍ 菅原　麻央　６ 14.61 齋藤　姫奈　６ 14.94 打田　　蓮　６ 15.07 佐藤　真紅　６ 15.24 髙山　琉唯　６ 15.55 熊谷　真心　６ 15.65 安達　遥音　６ 15.70 川﨑　愛菜　６ 15.92
長井ジュニア -0.5 小国小 -0.5 白鷹西陸上 -0.5 致芳AC -0.5 長井ジュニア -0.5 飯豊第一小 +1.7 致芳AC +1.7 長井小 +1.7 

女子　小学 6/11 ８００ｍ 早川美沙希　６  2:48.13 伊藤　杏樹　５  2:48.67 菅野　柚季　５  2:55.22 若月　乃杏　５  2:56.26 奥山　紗良　５  2:57.24 菅　　結愛　５  2:57.41 佃　　千里　６  2:59.65 佐藤ミリア　５  3:02.79
長井小 小国小 飯豊第一小 飯豊第一小 長井小 鮎貝小 飯豊第二小 小国小

女子　小学 6/11 ８０ｍＨ 佐藤　亜夢　６ 16.26 舩山玲緒奈　６ 16.90 新野　侑希　６ 17.19 鈴木　美冴　６ 17.38 上村　　杏　６ 17.95 佐藤　音愛　６ 18.43 佐藤　未空　６ 18.62 齋藤　凛音　６ 18.69
(0.680m) 西根小 -0.3 飯豊第一小 -0.3 鮎貝小 -0.3 荒砥小 -0.3 白鷹西陸上 +1.1 長井小 -0.3 豊田小 +0.3 荒砥小 +0.3 

女子　小学 6/11 ４×１００ｍ 長井ジュニアA･  1:00.65 小国小A･  1:01.16 致芳AC･  1:02.86 荒砥小･  1:02.92 白鷹西陸上A･  1:02.97 飯豊第一小･  1:03.14 西根小･  1:03.54 蚕桑はやぶさ･  1:04.70
  渡部　麻耶　５   佐藤    有　５   佐野愛麗奈　６   五十嶺真季　６   打田　　蓮　６   菅野　柚季　５   佐藤　亜夢　６   岡部　　優　６
  菅原　麻央　６   渡部　綾弓　６   佐藤　真紅　６   青木　美麗　５   鈴木　美波　６   若月　乃杏　５   鈴木　愛生　５   青木　遥奈　６
  淀川　羽蘭　６   伊藤　杏樹　５   渡部　花凜　６   五十公野ヒカル５   上村　　杏　６   熊谷　真心　６   黒澤　那緒　６   金田こころ　４
  髙山　琉唯　６   齋藤　姫奈　６   安達　遥音　６   青木　心捺　５   鈴木　舞花　５   舩山玲緒奈　６   遠藤　未菜　６   小林　愛唯　６

女子　小学 6/11 走幅跳 鈴木　美波　６ 3m71 原田　夏姫　６ 3m25 田制　優良　６ 3m00 国分なつね　６ 2m86 大久保瑚花　５ 2m76 佐藤　叶望　６ 2m73 長谷部かれん６ 2m72 佐藤　花埜　６ 2m71
白鷹西陸上 -0.2 飯豊第二小 +0.6 飯豊第二小 +0.8 飯豊第一小 -0.3 蚕桑はやぶさ +0.3 鮎貝小 -0.1 鮎貝小 +0.1 致芳AC +0.4 

女子　小学 6/11 走高跳 難波　俐音　６ 1m15 伊藤　梨夏　６ 1m15 福士凜佳６ 致芳AC 1m10 船山　夏楓　５ 1m05 岡部　　優　６ 1m05 齋藤心花６ 小国小 1m05
小国小 飯豊第二小 高橋優奈６ 伊佐沢小 飯豊第二小 蚕桑はやぶさ 竹川実桜６ 長井小

小林愛唯６ 蚕桑はやぶさ

女子　小学 6/11 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 大類　望愛　６  42m40 五十公野ヒカル５  37m50 伊藤　絢子　５  32m72 紺野　美咲　６  31m91 色摩　美紅　６  28m40 沖田　優菜　６  27m66 髙橋　百香　５  23m40 竹田　未羽　６  21m86
長井小 NGR 荒砥小 荒砥小 荒砥小 致芳AC 蚕桑はやぶさ 長井小 長井小


