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平成30年度 山形大学陸上競技会 2018年10月21日(日)

                                                                            決勝一覧表

男子 山形県あかねヶ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 岩田　和樹　(3) 11.17 井戸端佑樹(2) 東北大 11.30(+2.1) 荒木　涼介　(01) 11.31 笹野　優我　(1) 11.32 元木　流星　(1) 11.34 岩田　健太郎(2) 11.35 伊藤　悠斗　(2) 11.36

山形･山形中央高 -1.3 須田大翔(2) 山形商業高 11.30(+1.8)+2.1 山形･山形ＴＦＣ +0.2 宮城･東北工業大 -1.3 山形･山形中央高 +2.1 山形･山形南高 -1.3 山形･山形中央高 +2.1 
２００ｍ 今野　　陸　(4) 22.10 高橋　辰壽　(2) 22.47 小池　進哉　(2) 23.12 佐藤　雄太朗(2) 23.13 中島　弘貴　(5) 23.13 我妻　遥陽　(2) 23.31 豊川　勇斗　(1) 23.31 村山　大生　(2) 23.36

山形･仙台大 +1.4 山形･山形中央高 +1.4 山形･九里学園高 +1.4 山形･九里学園高 +1.4 山形･山形大医学部 +1.4 山形･九里学園高 +1.5 山形･山本学園高 +1.5 宮城･石巻専修大 +1.5 
８００ｍ 吉田　賢太　(96)  2:01.46 菅野　蒼斗　(2)  2:03.75 和田　宣人　(1)  2:03.85 森　　友哉　(1)  2:04.26 大場　怜緒　(3)  2:04.33 小平　圭一　(79)  2:04.94 吉野　圭人　(1)  2:07.13 菅野　嵩二　(1)  2:07.23

山形･山形市陸協 山形･山形東高 山形･新庄北高 山形･北村山高 山形･山形学院高 宮城･あぶくまAC 山形･山形東高 山形･山形東高

３０００ｍ 長柴　　翔　(87)  8:54.13 籾山　雄介　(87)  8:57.35 木村　明彦　(85)  9:04.26 須藤　　朗　(87)  9:19.90 瀧口　　凌　(98)  9:21.54 志貴　滉太　(2)  9:29.50 安喰　文昭　(86)  9:32.40 石岡　　蓮　(2)  9:34.43
宮城･石巻ＲＣ 山形･山形市陸協 山形･山形市陸協 山形･山形市陸協 山形･上山市陸協 山形･山形六中 山形･天童市陸協 山形･山形十中

４×１００ｍ 山形中央高Ａ 42.55 山大医学部 43.53 山形商高Ａ 44.09 仙台西高 44.24 東桜学館高 44.66 山形学院高Ａ 44.72 山本学園高 45.16 山形東高 45.19
  竹田　健人　(2)   横山　優作　(2)   須田　大翔　(2)   菅原　優斗　(1)   藤井　英二　(1)   工藤　璃玖　(1)   川合　智也　(2)   白田　貴慧　(1)
  高橋　辰壽　(2)   杉山　　侑　(4)   長岡　　翔　(2)   大角　虎白　(1)   山本　響哉　(2)   佐藤　壱准　(1)   豊川　勇斗　(1)   櫻井　伸吾　(1)
  伊藤　悠斗　(2)   中島　弘貴　(5)   大沼　虹星　(2)   伊藤　龍人　(2)   遠藤　正登　(2)   吉沢　真彦　(3)   武田　渉夢　(1)   舘内　直哉　(1)
  市川　日向　(1)   瀬田　博貴　(4)   荒井　天希　(1)   菅原　　碧　(2)   青山　友祐　(2)   森　　鉄汰　(1)   井上　大雅　(3)   村岡　駿佑　(1)

走高跳 矢作　大輔　(3) 1m93 黒坂　流星　(2) 1m86 兼子　太希　(2) 1m86 高橋　　遼　(2) 1m86 神尾　雄樹　(2) 1m83 齋藤　兼信　(3) 1m80 柏倉　拓馬　(1) 1m75 栁澤　友希　(2) 1m75
山形･山形商高 山形･神産高真室川 山形･東北工業大 山形･谷地高 山形･山形学院高 山形･小国中 山形･山形明正高 山形･九里学園高

棒高跳 犬飼　　匠　(1) 4m50 海藤　崚二　(3) 4m30 青山　友祐　(2) 3m90 平田大悟　(1) 山形商業 3m30 佐藤　　礼　(3) 3m10 安部　峻平　(1) 2m90 菊地　勇歩  (3) 2m80
山形･山形中央高 山形･山形商高 山形･東桜学館高 小林大毅　(2) 山形商高 山形･山形七中 山形･山形商高 山形･天童一中

走幅跳 安部　颯斗　(3) 6m83 山本　響哉　(2) 6m59 竹田　健人　(2) 6m57 柴田　嵩都　(3) 6m54 横山　湧大　(3) 6m41 本間　太陽　(1) 6m22 戸田　涼太　(3) 6m16 進藤　光介　(3) 5m97
山形･九里学園高 +1.3 山形･東桜学館高 +1.3 山形･山形中央高 +2.6 山形･山形中央高 +1.3 山形･山形十中 +1.5 山形･山形中央高 +1.6 山形･大石田中 +0.9 山形･山形一中 +1.6 

やり投 宮田　　航　(97)  58m63 渡部　世瑛　(1)  52m42 伊藤　貴陽　(1)  43m35 上白土　暖汰(1)  43m26 和田　圭司　(2)  42m78 手塚　春貴　(2)  38m86 叶内　　大　(2)  38m71 山川　貴頌　(1)  35m56
(0.800kg) 山形･西村山陸協 山形･仙台大 山形･東桜学館高 山形･山形商高 山形･寒河江工高 山形･九里学園高 山形･仙台大 山形･東桜学館高

砲丸投 本間　慎之介(1)  10m85 吉田　充希　(2)  10m82 本間　勇翔　(2)  10m45 須貝　裕太　(2)   9m88 石澤　暖己　(2)   9m54 藤原　　駿　(1)   9m54 犬飼　　尊　(2)   9m30 遠藤　正登　(2)   9m03
(6.000kg) 山形･山形中央高 山形･新庄東高 山形･山形明正高 山形･寒河江工高 山形･山形明正高 山形･東桜学館高 山形･天童高 山形･東桜学館高

砲丸投 東海林　慎也(2)  11m73 日下部　朋樹(2)  10m50 工藤　陸真　(2)   8m73 山川　瑛真　(2)   7m82 佐藤　　旬　(2)   7m23 鏡　　大翔　(1)   7m00 鈴木　叶夢　(2)   6m56 中山　仙一　(1)   6m40
(5.000kg) 山形･蔵王一中 山形･金井中 山形･東根二中 山形･金井中 山形･小国中 山形･蔵王一中 山形･河北中 山形･蔵王一中
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平成30年度 山形大学陸上競技会 2018年10月21日(日)

                                                                            決勝一覧表

女子 山形県あかねヶ丘陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 酒井　栞菜　(3) 12.21 髙橋　夢生　(2) 12.68 髙橋　愛理　(1) 12.89 髙橋　亜珠　(2) 12.92 竹田　彩花　(1) 13.04 板垣　慧美　(2) 13.16 佐藤倫(1)　山形商業高 13.21(+0.7)

山形･山形中央高 +2.2 山形･山形商高 +2.2 山形･山形西高 +1.9 山形･尾花沢中 +2.2 山形･大富中 +2.2 山形･山形東高 +1.9 村岡寧々(2) 山形商業高 13.21(+1.2)+0.7 

２００ｍ 中村　　桜　(2) 27.32 柏倉　うみ　(2) 27.55 笹原　真紅　(2) 28.05 赤坂　美玲  (2) 28.11 設楽　奏有　(1) 28.33 笹原　美吹　(2) 28.33 石川　真衣　(2) 28.52 飛塚　　夏　(1) 28.67
宮城･仙台西高 +0.3 山形･中山中 +0.3 山形･山形北高 -0.6 山形･蔵王一中 +0.3 山形･山形西高 +0.3 山形･山形西高 -0.6 山形･山辺高 -0.6 山形･山辺高 +0.3 

８００ｍ 本村　七帆　(2)  2:24.44 明石　伊生　(98)  2:29.38 後藤　綾花　(2)  2:30.36 佐藤　葵海　(2)  2:30.90 稲葉　梨華　(2)  2:30.94 八巻　かりん(2)  2:32.73 菅野　瑠菜　(1)  2:33.88 小沼　杏実　(2)  2:34.44
山形･山形十中 山形･山形市陸協 山形･山形十中 山形･山形商高 山形･山形十中 宮城･仙台西高 山形･尾花沢中 山形･新庄北高

３０００ｍ 狩野　琉姫　(3) 10:29.77 渡部　花音　(2) 10:39.02 森谷　乙葉　(2) 10:44.56 小川　桃佳　(1) 10:46.46 細矢　愛結　(2) 10:49.71 柴﨑　愛有　(2) 10:50.44 鈴木 ひろか(2) 10:50.44 八鍬　希美　(1) 11:02.41
山形･山形四中 山形･山形四中 山形･東根二中 山形･山形西高 山形･山形北高 山形･山形北高 山形･山形北高 山形･山形東高

４×１００ｍ 山形商高 50.27 山形西高Ａ 51.17 山形十中 51.85 仙台西高 51.89 山形東高 52.17 山形北高Ａ 52.48 山形学院高 53.02 山辺中Ａ 53.64
  佐藤　　倫　(1)   鈴木　ひばり(1)   川合　萌花　(1)   千葉　　陽　(2)   須藤　桃由　(1)   小田島　実音(2)   結城　春菜　(1)   吉田　陽菜　(2)
  髙橋　夢生　(2)   髙橋　愛理　(1)   横山　ななみ(1)   中村　　桜　(2)   板垣　慧美　(2)   笹原　真紅　(2)   今野　千尋　(1)   加藤　捺心　(2)
  村岡　寧々　(2)   設楽　奏有　(1)   佐藤　優衣　(2)   多田　千紘　(2)   石本　早紀　(2)   小山　都来　(2)   竹田　　茜　(2)   工藤　萌永　(2)
  福田　珠生　(2)   笹原　美吹　(2)   遠藤　奈那　(2)   鴫原　愛麗　(1)   川井　　桜　(2)   江花　真奈　(2)   藤川　里菜　(2)   渡辺　莉帆　(2)

走高跳 新岡 沙樹 陵南中 1m40 根岸　　杏　(2) 1m40 日塔　響月　(1) 1m30 太田　日菜　(1) 1m30 難波俐音(1)　小国中 1m25 村山舞(93)　山形市陸協 1m20
板垣香穂(3) 蔵王一中 山形･天童高 山形･谷地高 山形･山形西高 安達奏　(1)　天童四中 平井佑奈(95) 山形市陸協

阿部和　(1)　寒河江工高

棒高跳 池田　美優  (2) 2m90 工藤　美優　(1) 2m50 秋生　千尋　(1) 2m40 相澤　りお　(1) 2m40
山形･山形商高 山形･山形商高 山形･山形商高 宮城･仙台西高

走幅跳 石本　早紀　(2) 5m14 小田島　実音(2) 5m13 高嶋　彩乃　(2) 5m12 遠藤　奈那　(2) 5m11 秋葉　日愛　(2) 5m01 仲野　七瀬　(1) 4m80 江花　真奈　(2) 4m74 藤川　里菜　(2) 4m60
山形･山形東高 +0.9 山形･山形北高 +0.4 山形･高楯中 +0.1 山形･山形十中 -0.2 山形･天童四中 +1.0 山形･谷地高 +0.5 山形･山形北高 +0.0 山形･山形学院高 +1.1 

砲丸投 原田　優華　(2)  10m15 多田　千紘　(2)   9m19 星野　菜美　(1)   8m86 鈴木　絢子　(1)   8m60 里沼　智子　(2)   8m52 齋藤　あさひ(2)   8m11 近藤　千愛里(2)   7m86 小松　あい　(1)   7m49
(4.000kg) 山形･神産高真室川 宮城･仙台西高 山形･山形学院高 山形･山形西高 宮城･仙台西高 山形･山形北高 山形･山本学園高 山形･寒河江高

やり投 佐藤　陽菜子(2)  37m41 東海林　玲香(1)  34m16 冨樫　時子　(70)  33m27 伊藤　友香　(1)  29m37 結城　春菜　(1)  28m34 大江　　望　(1)  26m27 庄司　里佳子(2)  23m92 山河　沙里奈(2)  23m91
(0.600kg) 山形･山形北高 山形･山形商高 山形･山形ＴＦＣ 山形･山形北高 山形･山形学院高 山形･神室産高 山形･山形西高 山形･天童高

砲丸投 吉田　野々花(2)   8m86 沼澤　珠羅　(2)   7m98 齊籐　ゆら　(2)   7m69 小関　彩花　(2)   7m40 黒田　怜音　(2)   7m03 伊藤　　杏　(1)   6m98 前田　　妃　(2)   6m72 井上　花凛　(1)   6m56
(2.721kg) 山形･山形六中 山形･東根一中 山形･山形一中 山形･福原中 山形･山形六中 山形･山辺中 山形･東根二中 山形･大石田中
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