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決勝一覧表

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

１００ｍ 井上　叶渉　(6) 13.76 高橋　飛羽　(6) 15.04 原　昊太郎　(6) 15.12 佐藤　新汰　(6) 15.26 山田　侑希　(6) 15.29 石川　莉久　(6) 15.86 橘　歩夢　(6) 16.10 五十嵐　勇哉　(6) 16.48
関根小 +0.4 かわにし陸上 +0.4 かわにし陸上 +0.4 松川小 -0.2 かわにし陸上 +0.4 松川小 +0.4 松川小 +0.4 松川小 -0.2 

１００ｍ 田中　慎太郎　(M1) 10.92 軽部　恭矢　(1) 10.99 柴崎　駿希　(2) 11.00 樋口　泰誠　(3) 11.15 工藤　雄斗　(1) 11.21 信夫　龍成　(3) 11.25 我妻　燎　(3) 11.27 菊地　慧真　(3) 11.31
山形大 -1.7 山形大 -1.7 米沢中央高 -1.7 米沢中央高 -1.7 山形大 -1.7 米沢中央高 -0.8 九里学園高 -1.7 米沢中央高 -0.8 

２００ｍ 柴崎　駿希　(2) 22.14 軽部　恭矢　(1) 22.32 信夫　龍成　(3) 22.52 我妻　燎　(3) 22.58 松田　夢大　(1) 22.83 矢萩　省伍　(3) 22.83 樋口　泰誠　(3) 22.89 山木　拳叶　(3) 22.96
米沢中央高 -1.8 山形大 -1.8 米沢中央高 -1.8 九里学園高 -1.8 米沢中央高 -2.7 九里学園高 -2.7 米沢中央高 -1.8 九里学園高 -2.7 

４×１００ｍ 米沢中央高Ａ･ 42.34 米沢中央高Ｂ･ 42.71 上山南中･ 45.49 米沢中央高Ｄ･ 45.85 米沢工高Ａ･ 46.85 米沢三中･ 46.97 赤湯中Ａ･ 47.37 米沢工高Ｂ･ 48.29

  佐藤　一成　(3)   安部　稜太朗　(2)   渋谷　龍輝　(2)   青木　亮弥　(1)   髙橋　颯大　(1)   井上　颯　(3)   酒井　柊　(3)   會田　希　(1)

  樋口　泰誠　(3)   松田　夢大　(1)   丹野　陸　(3)   山口　蓮　(1)   小関　寛斗　(2)   駒村　悠太　(3)   髙橋　優陽　(3)   石川　翔大　(1)

  菊地　慧真　(3)   佐藤　淳哉　(1)   山川　敦也　(3)   佐藤　空　(2)   佐藤　光一　(2)   佐藤　駿介　(3)   阿部　碧月　(3)   伊藤　人輝　(1)

  柴崎　駿希　(2)   信夫　龍成　(3)   山口　雄大　(3)   大場　滉介　(1)   太田　祐介　(3)   白鳥　伸樹　(2)   杉本　貴洸　(3)   今井　明人　(1)

１００ｍ 情野　有香　(5) 14.92 寒河江　樹　(6) 14.98 金子　優奈　(6) 15.26 竹田　栞　(5) 15.64 水野　さくら　(6) 15.70 平　紫月　(6) 16.09 加藤　美鈴　(4) 16.25 田村　有由実　(6) 16.65
かわにし陸上 +0.8 かわにし陸上 +0.8 松川小 +0.8 かわにし陸上 +0.8 チームミズノ +0.8 松川小 -0.4 かわにし陸上 +0.8 松川小 -0.4 

１００ｍ 茨木　凜　(3) 12.22 山口　朱音　(3) 12.81 情野　ひなた　(2) 12.81 武田　花音　(3) 12.88 酒井　観月　(3) 12.94 佐藤　羽菜　(3) 13.05 大友　茉奈美　(1) 13.07 高橋　愛実香　(2) 13.07
九里学園高 -1.8 九里学園高 +2.1 九里学園高 +2.1 九里学園高 -1.8 九里学園高 -1.8 米沢中央高 -1.8 九里学園高 +2.1 米沢中央高 +2.1 

２００ｍ 茨木　凜　(3) 25.49 山口　朱音　(3) 26.25 酒井　観月　(3) 26.34 佐藤　羽菜　(3) 26.37 大友　茉奈美　(1) 26.78 情野　ひなた　(2) 26.82 髙橋　夢華　(1) 27.09 高橋　愛実香　(2) 27.10
九里学園高 -1.8 九里学園高 -0.3 九里学園高 -1.8 米沢中央高 -1.8 九里学園高 -0.3 九里学園高 -0.3 九里学園高 -0.3 米沢中央高 -0.3 

４×１００ｍ 米沢中央高Ａ･ 49.15 九里学園高･ 49.64 赤湯中Ａ･ 51.33 米沢三中･ 52.72 米沢五中･ 52.77 米沢四中･ 53.01 米沢中央高Ｂ･ 53.17 米沢興譲館高･ 53.32

  石澤　綾音　(2)   石川　美咲　(2)   石川　舞桜　(3)   伊藤　静紅　(3)   加藤　瑛実子　(2)   五十嵐　彩　(3)   黒澤　里菜　(1)   小林　春菜　(1)

  海野　歩美　(3)   大友　茉奈美　(1)   大前　夏希　(3)   完戸　遥々花　(3)   皆川　真緒　(3)   遠山　美咲　(2)   原田　真白　(2)   安部　優歩　(2)

  佐藤　羽菜　(3)   髙橋　夢華　(1)   大塚　喜歩　(3)   髙橋　美羽　(3)   金子　瑠花　(2)   田中　美優　(2)   酒井　観月　(2)   井上　美羽奈　(2)
  高橋　愛実香　(2)   情野　ひなた　(2)   川崎　莉佳　(3)   髙橋　梨心　(3)   高橋　いのり　(2)   相良　梨花　(3)   山田　璃可子　(2)   新野　桜子　(1)
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