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第31回西置賜地区陸上競技選手権大会　兼　第34回山形県小学生陸上大会置賜予選会 2018年6月9日(土)
決勝一覧表

小学 長井市陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
３・４年 和久井博斗　４ 15.81 今野　奏翔　４ 15.88 仁科　蓮生　３ 15.93 小林　吾代　４ 15.98 齋藤　郁斗　４ 16.03 江口　賢斗　４ 16.08 金田　柊磨　４ 16.48 佐藤　優臥　４ 16.54
１００ｍ 豊田小 +0.9 長井ジュニア +0.9 小国小 +0.5 豊田小 -0.6 小国小 +0.5 飯豊陸上 -1.8 長井小 +0.9 長井小 +0.5 

５年 山口　広起　５ 14.83 今　琉希亜　５ 15.06 越津　将樹　５ 15.08 横山景太朗　５ 15.17 菊地　駿太　５ 15.46 山口　元輝　５ 15.51 鈴木龍之介　５ 15.63 工藤孝太郎　５ 15.92
１００ｍ 荒砥小 +0.8 小国陸上 +0.8 致芳小 +0.8 小国小 +0.8 飯豊陸上 +0.8 長井小 +0.8 長井小 +0.8 長井ジュニア +0.8 

６年 佐藤　晃晴　６ 14.12 樋口　蘭翔　６ 14.22 菊地　　輝　６ 14.25 齋藤　瑠叡　６ 14.32 川井　景翔　６ 14.34 河井　武玄　６ 14.63 古名　逞真　６ 14.80 松木　優飛　６ 14.83
１００ｍ 荒砥小 +1.4 飯豊第一小 +1.5 致芳小 +1.4 荒砥小 +3.5 鮎貝小 +1.5 長井ジュニア +1.4 平野小 +1.4 長井小 +1.5 

１０００ｍ 中村　雅楽　６  3:19.15 髙梨　陽色　６  3:20.15 伊藤　智大　６  3:25.30 小関　知弥　５  3:25.35 渡部　優也　６  3:27.69 佐藤　聖悟　５  3:28.60 菅　　陽翔　４  3:32.02 髙石琉葵亜　５  3:32.89
鮎貝小 長井小 小国小 平野小 小国小 白鷹西陸上 鮎貝小 長井小

８０ｍＨ 土屋龍之介　６ 14.90 高山　迦斐　６ 15.11 今　　莉玖　６ 15.78 安部　　守　６ 15.78 紺野　永護　６ 15.80 若月純一朗　６ 16.55 小口　愁也　６ 17.42 大冨　一郎　６ 18.02
(0.680m) 長井ジュニア +3.7 荒砥小 +2.1 長井ジュニア +3.7 長井小 +3.7 鮎貝小 +2.1 西根小 +3.7 鮎貝小 +2.1 飯豊第二小 +2.1 

４×１００ｍ 鮎貝小 57.73 長井小A 58.00 致芳小 59.30 飯豊第一小 59.40 平野小  1:00.55 長井ジュニア  1:00.85 長井小B  1:00.88 飯豊第二小  1:00.95
  村上　葵　　６   安部　　守　６   飯澤　拓矢　６   後藤　瑠辰　６   菊地　　輝　６   土屋龍之介　６   平井　　翼　６   安部　董矢　６
  中村　雅楽　６   梅津　　陸　６   朝倉　　愁　６   新野　優凰　６   青木　獅恩　６   今　　莉玖　６   大堀　竜慈　６   佐藤　　楓　６
  川井　景翔　６   髙梨　陽色　６   梅津　拓実　６   根岸　亮輔　６   梅津　光雅　６   工藤孝太郎　５   鈴木　俊平　６   五十嵐成那　６
  渋谷　睦　　６   松木　優飛　６   菊地　　輝　６   樋口　蘭翔　６   古名　逞真　６   河井　武玄　６   梅津　飛雅　６   井上　桜汰　６

走幅跳 村上　葵　　６ 4m20 丸川　裕太　６ 3m80 大場　和風　５ 3m53 佐藤　　楓　６ 3m48 髙橋　悠太　６ 3m47 金子　虎我　６ 3m41 根岸　亮輔　６ 3m40 渋谷　　麗　６ 3m33
鮎貝小 -0.4 蚕桑ハヤブサ -0.5 平野小 -0.7 飯豊第二小 -1.4 長井小 -1.2 長井小 -0.4 飯豊第一小 -0.9 豊田小 -0.9 

走高跳 青木　咲音　６ 1m25 峯村　玲史　６ 1m05
西根小 致芳小

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 今野　正就　６  49m36 小関　琉威　６  43m97 澁谷　利樹　５  43m82 山口　太一　５  42m36 平井　　翼　６  41m99 梅津　光雅　６  41m85 安部　董矢　６  40m33 菊地　　祥　５  39m99
ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ使用 蚕桑ハヤブサ 鮎貝小 鮎貝小 鮎貝小 長井小 平野小 飯豊第二小 致芳小

３・４年 佐々木　柚　４ 15.78 小松　詩乃　４ 15.94 同順：塚田ひより　４15.94 須藤　心優　４ 16.21 渡部ひな乃４　致芳小 16.44(-0.2) 志鎌はづき　３ 16.61 紺野　瑠菜　３ 16.63
１００ｍ 長井小 -0.2 蚕桑ハヤブサ -0.2 飯豊陸上 +3.1 飯豊陸上 +3.1 中村璃楽３　鮎貝小 16.44(+3.1)-0.2 荒砥小 -0.9 荒砥小 -0.9 

５年 朝倉　　楓　５ 15.06 舩山　朋佳　５ 15.29 紺野　唯華　５ 15.50 浅野　　凜　５ 15.53 戸内　　蘭　５ 15.55 齋藤　愛佳　５ 15.67 新野　　稟　５ 15.83 新野　美生　５ 15.87
１００ｍ 長井ジュニア +4.0 飯豊第二小 +4.0 荒砥小 +4.0 長井小 +4.0 致芳小 +0.1 小国小 +4.0 長井ジュニア +4.0 蚕桑ハヤブサ +4.0 

６年 青木　心捺　６ 14.32 渡部　麻耶　６ 14.68 佐藤　　有　６ 14.82 青木　美麗　６ 15.11 江袋ひより　６ 15.18 菊地　風香　６ 15.27 平　はる陽　６ 15.41 鈴木　愛生　６ 15.42
１００ｍ 荒砥小 +3.6 長井ジュニア +3.6 小国陸上 +3.6 荒砥小 +3.6 致芳小 +3.6 平野小 +3.6 長井小 +3.6 西根小 +3.6 
８００ｍ 菅野　柚季　６  2:37.64 伊藤　杏樹　６  2:46.89 若月　乃杏　６  2:48.68 奥山　紗良　６  2:50.31 佐藤ミリア　６  2:52.07 菅　　結愛　６  2:52.18 菅原　紗希　６  2:57.27 阿達　　凜　６  2:57.83

飯豊第一小 小国陸上 飯豊第一小 長井小 小国小 鮎貝小 白鷹西陸上 長井小

８０ｍＨ 杉山　由菜　６ 14.95 舩山瑛留美　６ 15.73 菅野　日向　６ 17.02 藤守　初香　６ 17.25 小林千里子　６ 18.01 佐藤　林檎　５ 18.29 菅野　史華　５ 18.44 小林　愛音　５ 18.93
(0.680m) 小国小 +2.1 飯豊第一小 +2.1 西根小 +3.0 西根小 +2.1 荒砥小 +2.1 豊田小 +3.0 長井小 +3.0 豊田小 +3.0 

４×１００ｍ 荒砥小 59.22 飯豊第一小 59.94 長井小A  1:00.30 小国陸上  1:00.62 長井ジュニア  1:01.85 長井小B  1:02.12 西根小  1:02.31 致芳小  1:03.03
  五十公野ヒカル６   菅野　柚季　６   佐藤　愛来　６   佐藤  　鈴　６   河井　優藍　５   佐藤　咲良　６   菅野　日向　６   髙井　梨星　６
  青木　心捺　６   古山　結愛　６   浅野　　凜　５   伊藤　杏樹　６   渡部　麻耶　６   川村　理未　６   孫田　和奏　６   戸内　　蘭　５
  紺野　唯華　５   舩山瑛留美　６   佐藤　　釉　６   穴沢　咲良　６   新野　　稟　５   鈴木みどり　６   藤守　初香　６   髙木　暖音　６
  青木　美麗　６   若月　乃杏　６   奥山　　柊　６   佐藤　　有　６   朝倉　　楓　５   平　はる陽　６   鈴木　愛生　６   江袋ひより　６

走幅跳 金田こころ　５ 3m41 村山　七夕　６ 3m13 鈴木　舞花　６ 3m12 大久保瑚花　６ 2m99 金田　陽菜　５ 2m99 安部　殊理　６ 2m92 馬場眞結子　６ 2m89 須藤ひより　４ 2m80
蚕桑ハヤブサ +0.4 平野小  0.0 白鷹西陸上 -0.1 蚕桑ハヤブサ +0.8 西根小 -0.3 飯豊第二小 +0.3 鮎貝小 +0.1 荒砥小 +1.0 

走高跳 五十嵐亜美　６ 1m15 佐藤　咲良　６ 1m15 平　　真緒　５ 1m10 船山　夏楓　６ 1m05 渡部莉子５　長井小 1m05 佐野　愛羅　６ 1m00
飯豊第二小 長井小 長井小 飯豊第二小 髙井梨星６　致芳小 致芳小

髙木暖音６　致芳小

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 伊藤　絢子　６  40m64 五十公野ヒカル６  38m99 佐藤  　鈴　６  36m68 渡部　綾女　６  36m61 奥山　　柊　６  32m92 東海林真央　６  26m67 佐藤　　栞　５  25m65 仁科　美桜　６  25m11
ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ使用 荒砥小 荒砥小 小国陸上 小国小 長井小 長井小 蚕桑ハヤブサ 小国小
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