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第３７回山形県小学生陸上競技大会 2021年7月22日(木)

兼　“日清食品カップ”山形県小学生陸上競技交流大会 決勝一覧表
ＮＤソフトスタジアム山形

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
子５ 7/22 １００ｍ 石ケ森　倖大(5) 14.15 横澤　慧悟　(5) 14.57 鈴木　凌真　(5) 14.61 枡井　央介　(5) 14.61 上竹　遼之介(5) 14.65 丸屋　　玲　(5) 14.68 後藤　丈翔　(5) 14.68 富樫　　亮　(5) 14.72

ＥＴＪＲ -1.4 宮内小 -1.4 山形十小 -1.4 市立東根小 -1.4 朝暘三小 -1.4 出羽小 -1.4 鈴川小 -1.4 平田陸上教室 -1.4 
子６ 7/22 １００ｍ 山田　恭輔　(6) 13.20 山口　香輝　(6) 13.46 渡部　准輝　(6) 13.48 本間　悠誠　(6) 13.61 高橋　快心　(6) 13.63 劔持　　翼　(6) 13.65 大石　啓人　(6) 13.68 石川　一護　(6) 13.70

蔵王二小 -0.4 朝暘五小 -0.4 飯豊町陸上 -0.4 遊佐ＢＢＣ -0.4 高松小 -0.4 山形六小 -0.4 天童南部小 -0.4 赤湯小 -0.4 
男子 7/22 １０００ｍ 古川　羽琉　(6)  2:58.94 藤田　春輝　(6)  3:05.44 齋藤　陽色　(6)  3:05.80 菅原　真之輔(6)  3:10.52 金井　克己　(6)  3:11.24 荒木　一桜　(5)  3:11.44 西塔　廉太朗(6)  3:12.23 荒井　遥真　(6)  3:13.24

戸沢学園 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ 相模小 斎小 上山小 平田陸上教室 山形十小 蔵王二小

男子 7/22 ８０ｍＨ 井上　元気　(6) 13.68 渡邉　維央　(6) 13.75 植松　悠太　(6) 13.86 伊藤　悠然　(6) 14.09 石橋　丞汰　(6) 14.34 本間　梓心音(6) 14.66 柳沼　璃桜　(5) 14.72 伊藤　大賀　(6) 15.56
(0.7m/7m) 朝暘四小 +2.2 大石田北小 +2.2 大富小 +2.2 朝暘四小 +2.2 朝暘六小 +2.2 高畠小 +2.2 米沢北部小 +2.2 西郷一小 +2.2 

男子 7/22 走高跳 武田　聖広　(6) 1m45 三澤レオナルド(6) 1m30 菅野　倖太郎(6) 1m25 髙橋　希晏　(6) 1m25 井上　大和　(6) 1m25 東海林　有斗(6) 1m20 加藤　源基　(6) 1m20 同順：森　　琉志　 1m20
山形ＴＦＣ 天童中部小 赤湯小 若浜卓球スポ少 上山小 東根東郷小 レンジャーズ 朝暘六小

男子 7/22 走幅跳 笹木　陽翔　(6) 4m63 小笠原　刹梛(6) 4m37 三浦　岳人　(6) 4m34 後藤　真生　(6) 4m33 宮原　大尊　(6) 4m25 菅原　光哲　(6) 4m21 佐藤　晴琉　(6) 4m19 吉田　青空　(6) 4m00
吉島小 +2.6 山形四小 +2.2 東根東郷小 +2.8 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ +1.2 上山小 +3.8 朝暘五小 +1.3 長崎小 +0.9 朝暘一小 +3.2 

男子 7/22 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 宮﨑　鷹雅　(6)  52m66 松田　弘斗　(6)  45m45 佐藤　喜紀　(6)  44m82 鈴木　丈斗　(6)  44m48 佐久間　尊　(6)  43m80 渡邉　　曜　(6)  43m20 石井　脩斗　(6)  42m69 石川　　朔　(6)  42m46
沖郷小 山形二小 南沼原小 上山南小 朝暘二小 長崎小 遊佐野球スポ少 松原野球スポ少

男子 7/22 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 瀧澤　　謙　(6)  1992 岡本　　誠　(6)  1911 小野田　一輝(6)  1890 佐藤　銀河　(6)  1836 名和　琢人　(6)  1670 髙野　悠斗　(6)  1576 井上　理來斗(6)  1571 河合　奏人　(6)  1396
沖郷小 荒砥小 山形六小 白鷹ジュニア 大森小 尾花沢小 南沼原小 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ

14.15/+0.9-1m33 14.42/+0.9-1m30 13.53/+1.2-1m15 14.19/+1.2-1m20 14.82/+1.2-1m15 15.37/+0.9-1m15 15.06/+0.9-1m10 16.08/+0.9-1m10

男子 7/22 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 齊藤　楓大　(6)  2067 後藤　陽大　(6)  1910 川井　遥琉　(6)  1847 渡邉　和真　(6)  1821 長谷部　雅弥(6)  1813 佐藤　一歩輝(6)  1755 金子　明日翔(6)  1742 夛田　優雅　(6)  1732
大森小 PE  GR 松原エンデバー 赤湯小 山形八小 米沢ＪＡＭ 荒砥小 山形七小 長崎小

4m81/+4.9-43m66 4m35/+3.5-42m26 4m30/+2.8-39m88 4m06/+2.7-41m91 4m00/+1.6-42m34 3m78/+4.4-42m46 4m00/+3.2-38m85 3m53/+2.9-44m81

女子５ 7/22 １００ｍ 菅原　りさ　(5) 14.37 後藤　柚希　(5) 14.55 関崎　千那　(5) 14.58 渡部　杏菜　(5) 14.71 塩見　優菜　(5) 14.84 大野　愛心　(5) 14.87 難波　柚衣　(5) 14.88 小田　桃子　(5) 14.95
ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ +2.3 朝暘四小 +2.3 白鷹東根小 +2.3 斎小 +2.3 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ +2.3 朝暘四小 +2.3 鶴岡ＡＣ +2.3 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ +2.3 

女子６ 7/22 １００ｍ 髙橋　舞桜　(6) 13.95 三浦　采桜　(6) 13.97 早坂　美星　(6) 14.19 伊藤　若菜　(6) 14.30 松田　咲弥花(6) 14.40 小松　莉々姫(6) 14.50 髙橋　かのん(6) 14.51 髙橋　芽生　(6) 14.64
余目陸上 -0.8 朝暘一小 -0.8 ＳＭＡＣ -0.8 山形ＴＦＣ -0.8 万世小 -0.8 西五百川小 -0.8 松原ﾊﾞｽｹ -0.8 ｱﾒｯﾄもがみ -0.8 

女子 7/22 ８００ｍ 井上　佳奈　(6)  2:29.08 伊藤　未智琉(6)  2:32.18 佐藤　ねね　(6)  2:33.65 渡邊　はな　(6)  2:33.94 加藤　美咲　(6)  2:35.07 齋藤　和心　(5)  2:35.51 中村　璃楽　(6)  2:38.24 加藤　音羽　(6)  2:38.84
山形高瀬小 朝暘四小 大郷小 滝山小 山形七小 ＥＴＪＲ 長井アスリート 京田小

女子 7/22 ８０ｍＨ 佐々木　萌菜(6) 14.41 高橋　つな美(6) 14.59 菅原　心花　(6) 15.12 若木　花音　(6) 15.29 濱田　琉杏　(6) 15.48 日野　衣毬　(6) 15.63 大久保　凪紗(6) 16.08 池田　柚葵　(6) 16.18
(0.7m/7m) 朝暘一小 +2.0 ＳＭＡＣ +2.0 ＴＪＡＣ +2.0 朝暘六小 +2.0 沖郷小 +2.0 東根中部小 +2.0 上山小 +2.0 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ +2.0 

女子 7/22 走高跳 伊藤　莞奈　(6) 1m32 鈴木　唯那　(6) 1m20 佐藤　心位　(6) 1m15 同順：鏡　十和音　 1m15 髙橋　うらら(6) 1m15 星野　光南　(6) 1m15 小野寺　恋音(6) 1m15 長谷川さくら(6) 1m10
大森小 山形六小 明倫学園 上山中川小 中山豊田小 南沼原小 京田小 朝暘三小

女子 7/22 走幅跳 村上　菜梛　(6) 4m10 髙橋　由姫　(6) 4m08 五十嵐　愛　(6) 3m90 野沢　絢夢　(6) 3m81 今村　爽風　(6) 3m77 村形　綺南　(6) 3m69 志鎌　はづき(6) 3m67 五十嵐　陽依(6) 3m64
和田小  0.0 大森小 +0.5 朝暘五小  0.0 広瀬小 +1.0 亀ケ崎ｻｯｶｰ -0.3 山形六小 +0.3 荒砥小 +0.7 天童北部小 -0.2 

女子 7/22 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 瀬尾　結衣　(6)  40m80 高橋　伶桜奈(6)  37m76 保科　彩夏　(6)  36m79 高橋　夏姫　(6)  36m60 奈良崎　燈　(6)  36m14 佐藤　寧来　(6)  35m25 富樫　優惟　(6)  35m11 加藤　　雫　(6)  34m88
朝暘六小 朝暘四小 大塚小 金井小 上山南小 ＳＭＡＣ みなスポ松山 長崎小

女子 7/22 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 嵐田　みちる(6)  1772 長瀬　真央　(6)  1669 小林　優月　(6)  1667 柴田　涼帆　(6)  1644 佐藤　未七海(6)  1632 齋藤　凛音　(6)  1631 飯塚　実愛　(6)  1530 吉田　愛眸　(6)  1524
ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ 山形八小 明倫学園 山形八小 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱ 広瀬小 松川ＪＡＣ 米沢北部小

14.56/+1.7-1m20 15.50/+3.5-1m25 15.51/+3.5-1m25 14.63/+1.7-1m10 14.70/+1.7-1m10 15.05/+3.5-1m15 15.64/+1.7-1m15 16.01/+3.5-1m20

女子 7/22 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 森屋　莉杏　(6)  1755 蹄　　愛菜　(6)  1673 白幡　綾野　(6)  1613 伊藤　　希　(6)  1479 那須　まこと(6)  1478 川又　紗空　(5)  1455 嶋津　羽音　(6)  1386 芳賀　利帆　(6)  1351
松原野球スポ少 長井小 朝暘三小 ＴＪＡＣ 山形六小 真室川小 沖郷小 愛宕小

4m09/-0.5-38m18 3m70/-0.7-39m55 3m69/-0.4-36m75 3m81/ 0.0-28m49 2m91/+1.2-40m83 3m27/+0.5-34m74 3m74/+1.7-24m85 3m73/ 0.0-23m30

混合 7/22 ４×１００ｍ 赤湯小学校 54.54 上山南小 54.97 山形ＴＦＣｼﾞｭﾆｱ 54.97 大森小 55.52 余目陸上 55.98 SMAC 55.99 ＳＲＫｼﾞｭﾆｱＣ 56.21 朝暘六小 58.63
  須貝　紋圭　(6)   木村　まりん(6)   武田　聖広　(6)   髙橋　由姫　(6)   梅木　愛咲　(6)   柴田　侍我　(5)   菅原　りさ　(5)   櫻井　ゆめの(6)
  山口　大地　(6)   鈴木　丈斗　(6)   長澤　杏美　(6)   大熊　奏良　(6)   髙橋　舞桜　(6)   高橋　つな美(6)   伊勢　　海　(6)   今野　威吹　(6)
  遠藤　梨央那(6)   矢口　穂南　(6)   伊藤　若菜　(6)   伊藤　莞奈　(6)   大類　春人　(6)   柿崎　時矢　(6)   小田　桃子　(5)   廣瀨　　朱　(6)
  石川　一護　(6)   阿部　将諭　(6)   笹原　飛竜　(6)   齊藤　楓大　(6)   齋藤　翔琉　(6)   早坂　美星　(6)   鈴木　瑛士　(6)   榎本　瑠輝　(6)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

80mH-走高跳

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

80mH-走高跳

凡例（GR :大会新記録/ PE :山形県小学校新記録）


