
第63回上山市中学校新人陸上競技大会 2017年9月23日(土)～24日(日)
　　　　 決勝一覧表

山形県あかねヶ丘陸上競技場

性別 種別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 １年 9/24 １００ｍ 濱田　真寛　(1) 12.93 渋谷　龍輝　(1) 13.03 小國　匠輝　(1) 13.19 柏倉　天馬　(1) 13.94 尾崎　直暉　(1) 14.18

上山南 +2.5 上山南 +2.5 上山北 +2.5 上山北 +2.5 上山北 +2.5 

男子 ２年 9/23 １００ｍ 山口　雄大　(2) 12.05 丹野　　陸　(2) 12.16 山川　敦也　(2) 12.34
上山南 +1.6 上山南 +1.6 上山南 +1.6 

男子 共通 9/24 ２００ｍ 丹野　　陸　(2) 24.81 山口　雄大　(2) 25.12 山川　敦也　(2) 25.81 渋谷　龍輝　(1) 26.95 濱田　真寛　(1) 27.80 柏倉　天馬　(1) 29.43 尾崎　直暉　(1) 30.05
上山南 -0.2 上山南 -0.2 上山南 -0.2 上山南 -0.2 上山南 -0.2 上山北 -0.2 上山北 -0.2 

男子 共通 9/23 ４００ｍ 丹野　　陸　(2) 55.67 山川　敦也　(2) 58.57
上山南 NGR 上山南 NGR

男子 共通 9/24 ８００ｍ 斎藤　友輝　(2)  2:30.62 竹内　幾音　(1)  2:31.87 齋藤　遥斗　(1)  2:32.54 叶内　大貴　(1)  2:33.11 小池　綾人　(1)  2:43.70
上山北 上山北 上山北 上山南 上山北

男子 １年 9/23 １５００ｍ 遠藤　晧大　(1)  4:41.60 中村　真都　(1)  4:49.42 叶内　大貴　(1)  5:04.33 齋藤　遥斗　(1)  5:25.26 小池　綾人　(1)  5:25.90 早坂　　捷　(1)  6:22.67
上山南 上山北 上山南 上山北 上山北 上山南

男子 ２年 9/23 １５００ｍ 半澤　　康　(2)  4:19.47 斎藤　友輝　(2)  5:01.40
上山南 NGR 上山北

男子 共通 9/24 ３０００ｍ 半澤　　康　(2)  9:28.13 遠藤　晧大　(1) 10:10.96
上山南 NGR 上山南

男子 共通 9/23 １１０ｍＨ 山口　雄大　(2) 16.55 髙橋恵一郎　(2) 17.81 竹内　幾音　(1) 19.28 渋谷　龍輝　(1) 20.34 金澤　岳紀　(2) 20.63
(0.914m) 上山南 +1.1 上山北 +1.1 上山北 +1.1 上山南 +1.1 上山南 +1.1 

男子 共通 9/24 ４×１００ｍ 上山南 48.07 上山北 53.29
  渋谷　龍輝　(1)   小國　匠輝　(1)
  丹野　　陸　(2)   柏倉　天馬　(1)
  山川　敦也　(2)   竹内　幾音　(1)
  山口　雄大　(2)   中村　真都　(1)

女子 １年 9/24 １００ｍ 佐藤　楼心　(1) 14.30 山口あすか　(1) 14.33 石垣　愛夏　(1) 14.52 木村　虹奈　(1) 15.25
上山北 +2.9 上山南 +2.9 上山南 +2.9 上山南 +2.9 

女子 ２年 9/23 １００ｍ 遠藤　美里　(2) 13.71 森　　涼蘭　(2) 14.04 竹田樹恵瑠　(2) 14.83 志田　寧音　(2) 15.59
上山南 +1.5 上山北 +1.5 上山北 +1.5 上山北 +1.5 

女子 共通 9/24 ２００ｍ 竹田樹恵瑠　(2) 30.99 石垣　愛夏　(1) 31.15 大澤　琴菜　(2) 31.34
上山北 -1.8 上山南 -1.8 上山北 -1.8 

女子 １年 9/24 ８００ｍ 菊地和佳奈　(1)  2:43.51 白川　鈴音　(1)  2:49.30 稲毛胡々音　(1)  3:04.48 村上凜里香　(1)  3:08.83
上山南 上山南 上山北 上山北

女子 ２年 9/24 ８００ｍ 大澤　琴菜　(2)  2:38.32 瀧口　　栞　(2)  2:42.69
上山北 上山北

女子 共通 9/23 １５００ｍ 石山　心菜　(2)  4:53.21 菊地和佳奈　(1)  5:26.85 白川　鈴音　(1)  5:40.08 半田　愛莉　(1)  6:00.23 武田　明奈　(2)  6:14.61
上山南 上山南 上山南 上山北 上山北

女子 共通 9/23 １００ｍＨ 森　　涼蘭　(2) 18.85 長橋　　玲　(2) 19.53 遠藤　美里　(2) 20.24 斎藤　梨乃　(1) 20.29 大澤　琴菜　(2) 21.42
(0.762m) 上山北 +1.4 上山北 +1.4 上山南 +1.4 上山北 +1.4 上山北 +1.4 

女子 共通 9/24 ４×１００ｍ 上山北 55.72 上山南 55.94
  守岡菜ずな　(2)   木村　虹奈　(1)
  森　　涼蘭　(2)   石垣　愛夏　(1)
  佐藤　楼心　(1)   山口あすか　(1)
  竹田樹恵瑠　(2)   遠藤　美里　(2)

女子 共通 9/24 走高跳 斎藤　梨乃　(1) 1m25 森　　涼蘭　(2) 1m20
上山北 上山北

女子 共通 9/23 走幅跳 守岡菜ずな　(2) 4m18 佐藤　楼心　(1) 4m16 木村　虹奈　(1) 3m36
上山北 +1.0 上山北 +1.4 上山南 -0.1 

女子 共通 9/24 砲丸投 竹田樹恵瑠　(2)   7m32 瀧口　　栞　(2)   6m78 山口あすか　(1)   6m50
(2.721kg) 上山北 上山北 上山南

凡例（NGR: 大会新記録）


